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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期第3四半期 1,282,629 △0.8 40,912 6.3 52,366 80.9 17,343 27.3
24年3月期第3四半期 1,293,112 △1.4 38,505 196.9 28,949 154.8 13,625 ―

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 35,991百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 △11,641百万円 （―％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

25年3月期第3四半期 3.07 1.70
24年3月期第3四半期 2.46 1.37

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 1,302,382 300,099 22.2
24年3月期 1,321,306 265,620 19.5
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  289,486百万円 24年3月期  256,994百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年3月期 ― 0.00 ―
25年3月期（予想） 0.00 0.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
詳細は、添付資料 3ページ １．当四半期決算に関する定性的情報 （３）「連結業績予想に関する定性的情報」 をご覧ください。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1株当たり当期
純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 1,810,000 0.1 64,000 0.5 62,000 1.8 13,000 △45.7 2.16



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  有  

（注） 詳細は、添付資料 4ページ ２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （１）「当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動」 をご覧ください。 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きは終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
業績予想に記載の各数値は、現状での入手可能な情報に基づいた判断及び予測に基づき算出した見通しであり、リスクや不確実性を含んでおります。 
また、今後の当社グループの事業を取り巻く経済環境の変化、市場の動向、為替変動等により、実際の業績が現状の見通しの数値と大きく変わる可能性が 
あります。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 1社 （社名） Netherlands Car B.V.

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期3Q 6,007,761,373 株 24年3月期 5,537,956,840 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 2,195,652 株 24年3月期 94,665 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 5,657,367,575 株 24年3月期3Q 5,537,864,441 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間の自動車業界を取り巻く事業環境は、引き続き厳しいものでしたが、足元で

は明るい兆しも見えてきました。ユーロ圏経済は、欧州信用不安の悪影響により厳しい状態が続いている

ものの、昨年夏以降当局が打ち出した政策対応により、金融マーケットは徐々に落ち着きを取り戻しつつ

あります。また、米国経済はこのところ回復傾向を辿っており、中国経済も改善の兆しを見せています。

更には、長引く超円高も是正の方向に向かいつつあります。 

 このような事業環境の中、当第３四半期連結累計期間の当社グループの業績について、まず売上高は、

卸売り台数は増加したものの、ユーロ・豪ドルの円高影響などを受け、１兆2,826億円（前年同期比△105

億円、同△１%）となりました。営業利益は、為替の円高影響のほか、新型車投入に伴う広告宣伝費など販

売費増加や、昨年12月に発動した軽自動車リコールなど市場措置費用の増加はありましたが、アセアン地

域の好調を受けた台数・車種構成等の改善や、資材費などコスト低減の着実な進捗により、409億円（前年

同期比＋24億円、同＋６%）となりました。経常利益は為替差損益のプラスなどにより、524億円（前年同

期比＋235億円、同＋81%）となり、純利益は特別損失として欧州生産事業子会社の株式売却損を計上した

こともあり、173億円（前年同期比＋37億円、同＋27%）となりました。 

  販売台数（小売）は、アジア・その他地域が前年同期を上回ったものの、日本や北米、欧州は前年同期

を下回り、合計で724千台（前年同期比△31千台、同△４%）となりました。 

 地域別には、日本では、昨年８月に新型『ミラージュ』と同10月に新型『アウトランダー』を発売しま

したが、軽自動車の販売が振るわず、92千台（前年同期比△11千台、同△11%）となりました。北米では、

昨年７月に現地生産を開始した『アウトランダースポーツ』（日本名：『RVR』）の米国での販売が前年を上

回ったものの、2011年8月に生産を終了した米国市場向けモデル『エクリプス』、『エクリプススパイダー』、

『エンデバー』の販売が減少したことなどから、地域合計では62千台（前年同期比△20千台、同△24％）

となりました。欧州では、ロシアで昨年７月に発売した新型『アウトランダー』の投入もあり堅調に推移

する一方で、総需要が低迷している西欧地域での販売が前年を大きく下回る結果となったことから、地域

全体では135千台（前年同期比△39千台、同△22%）となりました。アジア･その他地域では、中国での販売

減少影響が大きかったものの、引き続き好調なアセアン地域に支えられ、地域全体で435千台（前年同期比

＋39千台、同＋10%）となりました。  

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  当第３四半期連結会計期間末の総資産は１兆 3,024 億円（前年度末比△189 億円）となりました。そのう

ち、売上債権は季節変動要因などにより 915 億円（前年度末比△547 億円）となり、棚卸資産が新型車発

売に備えた初期配備などにより 2,318 億円（前年度末比＋443 億円）となりました。負債合計は１兆 23 億

円（前年度末比△534 億円）となり、そのうち有利子負債残高は、資金効率を考え 3,170 億円（前年度末

比△311 億円）に圧縮しています。純資産は、当期利益の計上に加え期末為替レートの円安影響による評

価・換算差額が増加したことなどにより、前年度末比 345 億円増の 3,001 億円となりました。 



（３）連結業績予想に関する定性的情報    

通期連結業績予想につきましては、当第３四半期連結累計期間の業績、及び各地域の需要動向などを踏

まえ、通期の販売台数を見直した結果、業績予想を以下のとおり修正いたします。 

 なお、通期連結業績予想の前提となる為替レートは、１US ドル 81 円程度、１ユーロ 104 円程度（当第４

四半期は、１US ドル 86 円、１ユーロ 115 円）としております。 

 

販売台数（小売） 1,010 千台[対前回発表予想比△34 千台] 

販売台数（卸売） 1,121 千台[対前回発表予想比△ 7 千台] 

 

平成 25 年３月期通期連結業績予想数値の修正（平成 24 年４月１日～平成 25 年３月 31 日） 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 
１株当たり 

当 期 純 利 益 

前回発表予想（Ａ）   
百万円 

1,830,000 

百万円 

80,000 

百万円 

62,000 

百万円 

13,000 

円 銭 

2.28 

今回修正予想（Ｂ）   1,810,000 64,000 62,000 13,000 2.16 

増 減 額（Ｂ－Ａ）   △20,000 △16,000 － －  

増 減 率（ ％ ）   △1.1 △20.0 － －  

（ご参考）前期実績 

（平成 24 年３月期） 
1,807,293 63,674 60,904 23,928 4.32 

 

 



（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

当第３四半期連結会計期間より、Netherlands Car B.V.は株式の売却により、連結の範囲から除外しておりま

す。 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

平成23年連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

平成24年度 
第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 311,631 303,976

受取手形及び売掛金 146,182 91,523

商品及び製品 118,788 166,074

仕掛品 20,088 33,438

原材料及び貯蔵品 48,586 32,242

その他 121,161 125,494

貸倒引当金 △7,263 △5,722

流動資産合計 759,175 747,027

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 77,580 79,376

機械装置及び運搬具（純額） 113,112 131,170

工具、器具及び備品（純額） 45,956 47,531

土地 99,173 99,301

建設仮勘定 40,913 14,464

有形固定資産合計 376,736 371,843

無形固定資産 11,669 11,135

投資その他の資産   

投資有価証券 72,477 67,076

その他 111,709 115,072

貸倒引当金 △10,461 △9,772

投資その他の資産合計 173,724 172,376

固定資産合計 562,130 555,355

資産合計 1,321,306 1,302,382



（単位：百万円）

平成23年連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

平成24年度 
第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 317,355 299,300

短期借入金 186,690 144,856

未払金及び未払費用 99,220 91,003

未払法人税等 8,792 6,219

製品保証引当金 24,753 26,594

その他 66,644 68,995

流動負債合計 703,457 636,970

固定負債   

長期借入金 161,390 172,186

退職給付引当金 108,602 111,112

役員退職慰労引当金 912 906

その他 81,323 81,108

固定負債合計 352,228 365,312

負債合計 1,055,686 1,002,283

純資産の部   

株主資本   

資本金 657,355 657,355

資本剰余金 432,666 432,666

利益剰余金 △726,028 △708,685

自己株式 △15 △217

株主資本合計 363,976 381,118

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 11,327 4,122

繰延ヘッジ損益 2,232 5,660

為替換算調整勘定 △120,542 △101,414

その他の包括利益累計額合計 △106,982 △91,631

少数株主持分 8,626 10,613

純資産合計 265,620 300,099

負債純資産合計 1,321,306 1,302,382



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

平成23年度 
第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

平成24年度 
第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 1,293,112 1,282,629

売上原価 1,067,865 1,046,333

売上総利益 225,246 236,296

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費及び販売促進費 45,303 50,708

運賃 31,448 31,516

貸倒引当金繰入額 △954 △374

役員報酬及び給料手当 43,881 45,108

退職給付引当金繰入額 2,889 3,694

減価償却費 6,801 6,393

研究開発費 25,104 26,687

その他 32,265 31,650

販売費及び一般管理費合計 186,740 195,383

営業利益又は営業損失（△） 38,505 40,912

営業外収益   

受取利息 2,662 2,496

持分法による投資利益 4,891 6,550

為替差益 － 11,555

その他 1,417 2,866

営業外収益合計 8,972 23,469

営業外費用   

支払利息 10,566 8,017

為替差損 6,071 －

その他 1,890 3,997

営業外費用合計 18,527 12,015

経常利益又は経常損失（△） 28,949 52,366

特別利益   

固定資産売却益 283 197

投資有価証券売却益 20 11,533

関係会社株式売却益 392 －

その他 2 137

特別利益合計 698 11,868

特別損失   

固定資産除却損 843 767

関係会社株式売却損 － 24,480

災害による損失 1,574 －

その他 374 473

特別損失合計 2,793 25,721

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

26,855 38,513

法人税等 10,765 18,449

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

16,090 20,064

少数株主利益 2,464 2,721

四半期純利益又は四半期純損失（△） 13,625 17,343



（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

平成23年度 
第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

平成24年度 
第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

16,090 20,064

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 322 △7,190

繰延ヘッジ損益 △3,455 3,427

為替換算調整勘定 △22,158 18,607

持分法適用会社に対する持分相当額 △2,440 1,081

その他の包括利益合計 △27,731 15,926

四半期包括利益 △11,641 35,991

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △13,599 32,592

少数株主に係る四半期包括利益 1,957 3,399



 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



   

Ⅰ 平成23年度第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益（又は損失）の金額に関する情報 

（注）１.セグメント利益（又は損失）の調整額は、セグメント間取引消去によるものです。 

   ２.セグメント利益（又は損失）は、四半期連結損益計算書の営業利益(又は営業損失)と一致しています。 

 （地域に関する補足情報） 

  １.外部顧客の所在地を基礎として区分した外部顧客に対する売上高 

                                             （単位：百万円）

（注）本邦以外の区分に属する主な国または地域 

（１）北 米・・・・・・米国 

（２）欧 州・・・・・・オランダ、イタリア、ドイツ、ロシア、ウクライナ 

（３）アジア・・・・・・タイ、マレーシア、台湾、中国 

（４）オセアニア・・・・オーストラリア、ニュージーランド 

（５）その他・・・・・・Ｕ.Ａ.Ｅ.、プエルトリコ 

  ２.当社及び連結子会社の所在地を基礎として区分した売上高及び営業利益（又は営業損失） 

                                            （単位：百万円）

（注）本邦以外の区分に属する主な国または地域 

（１）北 米・・・・・・米国 

（２）欧 州・・・・・・オランダ、ドイツ、ロシア 

（３）アジア・・・・・・タイ、フィリピン 

（４）オセアニア・・・・オーストラリア、ニュージーランド 

（５）その他・・・・・・Ｕ.Ａ.Ｅ.、プエルトリコ     

（５）セグメント情報等

  （単位：百万円）

  自動車 金融 計 
調整額 
（注）１ 

四半期連結損益
計算書計上額 
（注）２  

売上高           

（１）外部顧客に対する売上高  1,285,327  7,784  1,293,112  －  1,293,112

（２）セグメント間の内部売上高  53  －  53  (53)  －

計  1,285,381  7,784  1,293,165  (53)  1,293,112

セグメント利益（又は損失）  35,758  2,800  38,558  (53)  38,505

   日本 北米 欧州  アジア オセアニア その他 計 

売上高               

外部顧客に対する売上高  250,998  141,797  346,524  282,499  117,436  153,856  1,293,112

   日本 北米 欧州  アジア オセアニア その他 計 消去又は全社 連結  

売上高                   

（１）外部顧客に 

   対する売上高 
   780,343  133,588    105,789  137,243  117,436  18,711  1,293,112  －  1,293,112

（２）セグメント間 

   の内部売上高 
   309,205  3,974    55,366  170,470  93  －  539,110 (539,110)  －

 計  1,089,549  137,563  161,156  307,713  117,529  18,711  1,832,222 (539,110)  1,293,112

 営業利益 

（又は営業損失） 
 2,584   1,411    5,953  31,496  563    918    42,928 (4,422)    38,505



Ⅱ 平成24年度第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益（又は損失）の金額に関する情報 

（注）１.セグメント利益（又は損失）の調整額は、セグメント間取引消去によるものです。 

   ２.セグメント利益（又は損失）は、四半期連結損益計算書の営業利益(又は営業損失)と一致しています。 

 （地域に関する補足情報） 

  １.外部顧客の所在地を基礎として区分した外部顧客に対する売上高 

                                             （単位：百万円）

（注）本邦以外の区分に属する主な国または地域 

（１）北 米・・・・・・米国 

（２）欧 州・・・・・・オランダ、イタリア、ドイツ、ロシア、ウクライナ 

（３）アジア・・・・・・タイ、マレーシア、台湾、中国 

（４）オセアニア・・・・オーストラリア、ニュージーランド 

（５）その他・・・・・・Ｕ.Ａ.Ｅ.、プエルトリコ 

  ２.当社及び連結子会社の所在地を基礎として区分した売上高及び営業利益（又は営業損失） 

                                            （単位：百万円）

（注）本邦以外の区分に属する主な国または地域 

（１）北 米・・・・・・米国 

（２）欧 州・・・・・・オランダ、ドイツ、ロシア 

（３）アジア・・・・・・タイ、フィリピン 

（４）オセアニア・・・・オーストラリア、ニュージーランド 

（５）その他・・・・・・Ｕ.Ａ.Ｅ.、プエルトリコ       

  

  

  （単位：百万円）

  自動車 金融 計 
調整額 
（注）１ 

四半期連結損益
計算書計上額 
（注）２  

売上高           

（１）外部顧客に対する売上高  1,275,287  7,342  1,282,629  －  1,282,629

（２）セグメント間の内部売上高 (4)  － (4)  4  －

計  1,275,282  7,342  1,282,624  4  1,282,629

セグメント利益（又は損失）  39,046  1,861  40,907  4  40,912

   日本 北米 欧州  アジア オセアニア その他 計 

売上高               

外部顧客に対する売上高  225,758  112,377  298,214  364,668  109,027  172,582  1,282,629

   日本 北米 欧州  アジア オセアニア その他 計 消去又は全社 連結  

売上高                   

（１）外部顧客に 

   対する売上高 
   754,071  101,988    58,258  240,168  109,027  19,114  1,282,629  －  1,282,629

（２）セグメント間 

   の内部売上高 
   294,903  17,224    29,152  236,665  80  －  578,027 (578,027)  －

 計  1,048,975  119,213  87,411  476,833  109,108  19,114  1,860,656 (578,027)  1,282,629

 営業利益 

（又は営業損失） 
(11,593)  (4,375)    9,886  51,252 (1,967)    542    43,745 (2,832)    40,912
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