
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

   

  
  

 

 
  

  

 

 
  
  

 

 
(％表示は、対前期増減率) 

 

   

平成25年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成25年2月1日

上 場 会 社 名 株式会社 豊田自動織機 上場取引所 東・大・名

コ ー ド 番 号 6201 URL http://www.toyota-shokki.co.jp/

代  表  者 (役職名) 取締役社長 (氏名) 豊田 鐵郎
問合せ先責任者 (役職名) 経理部長 (氏名) 河井 康司 (TEL)0566-22-2511

四半期報告書提出予定日 平成25年2月13日 配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：有

四半期決算説明会開催の有無 ：有 ( 証券アナリスト・機関投資家向け )

(百万円未満切捨て)

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）

(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 1,140,576 1.2 51,170 5.2 66,029 6.3 40,601 2.1
24年3月期第3四半期 1,127,190 1.8 48,624 △11.1 62,131 △0.8 39,760 1.5

(注) 包括利益 25年3月期第3四半期 123,413百万円( ― ％) 24年3月期第3四半期 △98,822百万円( ― ％)

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 130.27 ―
24年3月期第3四半期 127.59 ―

(2)連結財政状態

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 2,777,220 1,296,874 44.9
24年3月期 2,656,984 1,197,841 43.0

(参考) 自己資本 25年3月期第3四半期 1,248,342百万円 24年3月期 1,141,480百万円

2.配当の状況

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 ― 25.00 ― 25.00 50.00
25年3月期 ― 25.00 ―

25年3月期(予想) 30.00 55.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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）

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 1,600,000 3.7 80,000 14.1 88,000 8.8 51,000 △13.0 163.63

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

 

 

 
  
  

 
  
  

 
(注)「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の5に該当するものであります。詳細は、添

付資料3ページ「会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 
  

 
  

 

 

 

 
  

※ 注記事項

(1)当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ― 社（社名） 、除外 ― 社（社名）

(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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

④ 修正再表示 ： 無

(4)発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年3月期3Ｑ 325,840,640株 24年3月期 325,840,640株

② 期末自己株式数 25年3月期3Ｑ 14,155,749株 24年3月期 14,153,619株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Ｑ 311,685,972株 24年3月期3Ｑ 311,633,006株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

本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連結財務諸表のレビュー手続を実施中です。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
・本四半期決算短信に記載されている将来に関する事項は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断

する一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績は、経済
情勢・為替相場の変動等の不確実性により、変更される可能性があります。

・為替レートにつきましては、通期で1USドル81円、1ユーロ105円を前提としております。
・業績予想に関する事項は、添付資料2ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。
・四半期決算補足説明資料は速やかに当社ウェブサイトに掲載する予定です。
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当第３四半期連結累計期間の売上高は、前年同期を134億円(1％)上回る1兆1,405億円となりました。

 これをセグメントについてみますと、自動車におきましては、売上高は前年同期を137億円(2％)上回

る5,907億円となりました。 

 このうち車両につきましては、ヴィッツ・ＲＡＶ４が減少し、売上高は前年同期を317億円(12％)下

回る2,278億円となりました。 

エンジンにつきましては、主にＫＤ型ディーゼルエンジンが増加したことにより、売上高は前年同期を

159億円(11％)上回る1,549億円となりました。 

カーエアコン用コンプレッサーにつきましては、国内・海外ともに増加した結果、売上高は前年同期を

172億円(12％)上回る1,655億円となりました。 

鋳造品・電子機器ほかにつきましては、主にプリウス・アクア向けの電子機器が増加したことにより、

売上高は前年同期を124億円(41％)上回る424億円となりました。 

 産業車両におきましては、主力のフォークリフトトラックが海外で前年同期並みに推移したものの、

国内が増加したことにより、売上高は前年同期を82億円(2％)上回る4,311億円となりました。 

 物流におきましては、自動車関連部品の運送事業が増加したものの、子会社でありました株式会社通

販物流サービスの保有株式を2011年5月にすべて売却したことにより物流受託事業が減少し、売上高は

前年同期並みの692億円となりました。 

 繊維機械におきましては、2012年2月にウースター テクノロジーズ株式会社を子会社化した一方、主

力の紡機、織機がともに減少したことにより、売上高は前年同期を9億円(3％)下回る283億円となりま

した。 

 その他におきましては、株式会社ティーアイビーシーの整理に伴い、売上高は前年同期を74億円

(26％)下回る211億円となりました。 

 利益につきましては、研究開発費の増加、人件費の増加などがありましたものの、グループあげての

原価改善活動の推進に加え、売上げの増加や原材料の値下がりなどにより、営業利益は前年同期を25億

円(5％)上回る511億円、経常利益は前年同期を39億円(6％)上回る660億円、四半期純利益は前年同期を

9億円(2％)上回る406億円となりました。なお、第１四半期において、株式会社ティーアイビーシーの

整理に伴う損失66億円を特別損失として計上しております。 

  

総資産につきましては、主に投資有価証券の時価評価額が増加したことにより、前連結会計年度末に

比べ1,203億円増加し、2兆7,772億円となりました。負債につきましては、主に繰延税金負債が増加し

たことにより、前連結会計年度末に比べ212億円増加し、1兆4,803億円となりました。純資産につきま

しては、前連結会計年度末に比べ990億円増加し、1兆2,968億円となりました。 

  

通期の業績予想につきましては、連結売上高 1兆6,000億円、営業利益 800億円、経常利益 880億

円、当期純利益 510億円を見込んでおります。 

 なお、為替レートにつきましては、通期で1USドル81円、1ユーロ105円を前提としております。 

  

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

(2) 連結財政状態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
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(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更) 

当社および国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月

１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更してお

ります。 

  

2．サマリー情報(注記事項)に関する事項

(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第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 274,710 270,022

受取手形及び売掛金 195,391 194,704

リース投資資産 36,570 39,249

有価証券 92,249 30,633

商品及び製品 48,183 55,690

仕掛品 33,727 35,273

原材料及び貯蔵品 34,536 33,323

繰延税金資産 20,368 17,948

その他 36,358 39,444

貸倒引当金 △2,740 △2,986

流動資産合計 769,356 713,302

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 141,412 134,887

機械装置及び運搬具（純額） 180,146 194,813

工具、器具及び備品（純額） 24,448 28,867

土地 116,526 116,501

建設仮勘定 18,519 33,410

有形固定資産合計 481,053 508,481

無形固定資産

のれん 68,824 75,680

その他 37,952 39,243

無形固定資産合計 106,777 114,923

投資その他の資産

投資有価証券 1,177,591 1,304,216

繰延税金資産 10,758 10,506

リース投資資産 76,566 86,944

その他 35,034 38,984

貸倒引当金 △152 △137

投資その他の資産合計 1,299,798 1,440,513

固定資産合計 1,887,628 2,063,918

資産合計 2,656,984 2,777,220
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第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 168,465 149,282

短期借入金 110,212 68,896

コマーシャル・ペーパー 12,897 29,854

1年内償還予定の社債 54,105 2,015

リース債務 37,619 42,354

未払金 18,169 16,343

未払法人税等 12,510 5,638

繰延税金負債 3 －

役員賞与引当金 525 416

その他 165,018 182,014

流動負債合計 579,527 496,817

固定負債

社債 187,238 215,573

長期借入金 249,183 272,288

リース債務 85,754 94,781

繰延税金負債 297,304 338,014

退職給付引当金 48,973 50,269

その他 11,160 12,601

固定負債合計 879,615 983,528

負債合計 1,459,142 1,480,345

純資産の部

株主資本

資本金 80,462 80,462

資本剰余金 106,128 106,128

利益剰余金 455,042 480,060

自己株式 △50,266 △50,271

株主資本合計 591,367 616,380

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 565,007 638,870

繰延ヘッジ損益 △131 △540

為替換算調整勘定 △14,763 △6,368

その他の包括利益累計額合計 550,112 631,962

新株予約権 2,310 1,861

少数株主持分 54,051 46,671

純資産合計 1,197,841 1,296,874

負債純資産合計 2,656,984 2,777,220
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(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)

前第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)

当第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 1,127,190 1,140,576

売上原価 951,738 950,736

売上総利益 175,451 189,840

販売費及び一般管理費 126,827 138,669

営業利益 48,624 51,170

営業外収益

受取利息 6,813 6,572

受取配当金 17,906 21,044

その他 6,355 4,446

営業外収益合計 31,076 32,063

営業外費用

支払利息 11,911 10,823

その他 5,657 6,381

営業外費用合計 17,569 17,204

経常利益 62,131 66,029

特別損失

関係会社整理損 － 6,616

特別損失合計 － 6,616

税金等調整前四半期純利益 62,131 59,413

法人税、住民税及び事業税 14,596 15,442

法人税等調整額 6,375 3,729

法人税等合計 20,971 19,172

少数株主損益調整前四半期純利益 41,159 40,240

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1,398 △361

四半期純利益 39,760 40,601
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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)

前第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)

当第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 41,159 40,240

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △120,689 73,893

繰延ヘッジ損益 △24 △408

為替換算調整勘定 △18,780 9,584

持分法適用会社に対する持分相当額 △487 104

その他の包括利益合計 △139,982 83,172

四半期包括利益 △98,822 123,413

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △98,964 122,451

少数株主に係る四半期包括利益 141 962
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該当事項はありません。 

  

前第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) 

(単位：百万円) 

 
(注)  １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、その主要な製品は、半導体パッ

ケージ基板であります。 

２ セグメント利益の調整額254百万円は、セグメント間取引消去であります。 

３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

当第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) 

(単位：百万円) 

 
(注)  １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。 

２ セグメント利益の調整額111百万円は、セグメント間取引消去であります。 

３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) セグメント情報

四半期
連結損益 
計算書 
計上額 
（注）３

自動車 産業車両 物流 繊維機械 その他 合計 調整額

（注）１ （注）２

売上高

外部顧客への売上高 577,046 422,999 69,305 29,243 28,594 1,127,190 ― 1,127,190

セグメント間の内部 
売上高又は振替高

18,104 390 6,817 31 8,171 33,515 △33,515 ―

計 595,151 423,390 76,123 29,275 36,766 1,160,706 △33,515 1,127,190

セグメント利益 12,389 28,970 2,966 1,490 2,552 48,369 254 48,624

四半期
連結損益 
計算書 
計上額 
（注）３

自動車 産業車両 物流 繊維機械 その他 合計 調整額

（注）１ （注）２

売上高

外部顧客への売上高 590,723 431,136 69,242 28,360 21,113 1,140,576 ― 1,140,576

セグメント間の内部 
売上高又は振替高

16,298 395 6,486 138 8,586 31,905 △31,905 ―

計 607,021 431,532 75,729 28,499 29,700 1,172,482 △31,905 1,140,576

セグメント利益 16,839 28,677 3,325 49 2,167 51,059 111 51,170
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当第３四半期連結累計期間において、15,584百万円の剰余金の配当を行っております。 

  

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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