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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6月30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 ％

26年3月期第1四半期 422,382 7.8 44,484 58.2 47,423 63.8 27,610 27.7
25年3月期第1四半期 391,715 37.7 28,113 95.6 28,946 101.6 21,624 147.3

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 45,749百万円 （123.9％） 25年3月期第1四半期 20,429百万円 （112.4％）

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

26年3月期第1四半期 16.30 ―
25年3月期第1四半期 12.76 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 1,361,018 657,833 41.0
25年3月期 1,340,822 620,959 39.5
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  557,950百万円 25年3月期  528,954百万円

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

25年3月期 ― 4.00 ― 6.00 10.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 6.00 ― 6.00 12.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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

第2四半期(累計) 930,000 19.2 80,000 39.5 85,000 40.7 50,000 18.8 29.51
通期 1,920,000 16.0 180,000 37.6 190,000 34.1 115,000 19.1 67.88



(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）  ：  無  

（注） 当四半期連結累計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注） 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(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は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、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
四半期連結財務諸表のレビュー手続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 
・ 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、【添付資
料】P．２「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご参照ください。 
・ 決算説明会資料は平成25年８月６日（火）に当社ホームページに掲載いたします。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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） 26年3月期1Q 1,696,845,339 株 25年3月期 1,696,845,339 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 2,610,222 株 25年3月期 2,584,146 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 1,694,251,789 株 25年3月期1Q 1,694,328,158 株
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（１）経営成績に関する説明 

当第１四半期連結累計期間の国内車両販売台数につきましては、復興需要に加え過去の排ガス規制時に販売し

た車両の代替需要もあり引き続き好調に推移しましたが、前年同期のエコカー補助金による需要増加の反動減等に

より、前年同期に比べ154台（1.1％）減少の13,439台となりました。海外につきましては、タイにおいてピックア

ップトラックの好調な販売が持続し中近東・北米地域などの販売は概ね堅調に推移しましたが、欧州景気の低迷や

中国の景気減速の影響により欧州・中国・中南米地域などでは需要が減少したことに伴い、海外車両販売台数は、

前年同期に比べ439台（0.4％）減少し108,056台となりました。 

以上により、国内と海外を合わせた総販売台数は、前年同期に比べ593台（0.5％）減少し121,495台となりまし

た。 

その他の商品の売上高につきましては、海外生産用部品が前年同期に比べ8億円（4.4％）減少し185億円となり

ました。また、エンジン・コンポーネントは、前年同期に比べ7億円（2.8％）増加の271億円となりました。 

これらの結果、売上高につきましては、4,223億円と前年同期に比べ306億円（7.8％）増加いたしました。内訳

は、国内が1,269億円（前年同期比3.1％減）、海外が2,954億円（前年同期比13.3％増）であります。 

損益につきましては、円高是正の増収効果による利益押し上げに加え、コスト面でも引き続き合理化を推進す

ることにより費用の増加を吸収し、営業利益は444億円（前年同期比58.2％増）、経常利益は474億円（前年同期比

63.8％増）となりました。また、四半期純利益は276億円（前年同期比27.7％増）となりました。  

   

   

（２）財政状態に関する説明 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて201億円増加の1兆3,610億円となりまし

た。総資産の主な増減要因といたしましては、現金及び預金が220億円、たな卸資産が218億円、有形固定資産が36

億円、投資その他の資産が100億円増加した一方で、受取手形及び売掛金が409億円減少したことによります。 

 純資産の部は、前連結会計年度末に比べて368億円増加し、6,578億円となりました。これは、四半期純利益276

億円を計上したことに加えて、為替換算調整勘定が85億円、その他有価証券評価差額金が25億円、少数株主持分が

78億円増加した一方で、配当により利益剰余金が101億円減少したことによります。 

 自己資本比率は41.0％（前連結会計年度末39.5％）となりました。 

 有利子負債につきましては、前連結会計年度末に比べて29億円減少の1,406億円となりました。 

   

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

  連結業績予想につきましては、平成25年５月14日に公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の連結業

績予想に変更はありません。 

  

※当連結会計年度の見通しにつきましては、現時点で入手可能な情報に基づき、当社が合理的と判断した見通しで 

あり、世界経済の情勢や市場の動向、為替相場の変動などリスクや不確実性を含んでおります。 

実際の業績はこれら見通しと大きく異なる場合がありますので、この当連結会計年度の見通しに全面的に依拠し

て投資等の判断を行うことは差し控えるようお願いいたします。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

   

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。      

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 184,764 206,824

受取手形及び売掛金 254,644 213,647

商品及び製品 99,628 127,104

仕掛品 10,249 11,010

原材料及び貯蔵品 66,045 59,670

繰延税金資産 27,147 28,735

その他 24,556 26,696

貸倒引当金 △824 △1,047

流動資産合計 666,212 672,641

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 107,787 107,917

機械装置及び運搬具（純額） 98,714 99,117

土地 264,705 264,726

リース資産（純額） 8,134 9,365

建設仮勘定 14,307 15,638

その他（純額） 7,371 7,913

有形固定資産合計 501,020 504,679

無形固定資産   

のれん 1,239 1,322

その他 8,752 8,711

無形固定資産合計 9,992 10,033

投資その他の資産   

投資有価証券 122,422 126,763

長期貸付金 1,378 1,223

繰延税金資産 19,266 18,253

その他 22,087 28,771

貸倒引当金 △1,558 △1,348

投資その他の資産合計 163,596 173,662

固定資産合計 674,610 688,376

資産合計 1,340,822 1,361,018
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 315,266 309,425

短期借入金 59,972 60,063

リース債務 2,916 2,693

未払法人税等 33,014 22,110

未払費用 39,266 37,786

賞与引当金 14,163 20,801

製品保証引当金 4,551 4,814

預り金 2,652 4,946

その他 38,984 33,626

流動負債合計 510,789 496,269

固定負債   

長期借入金 74,699 70,376

リース債務 6,024 7,555

繰延税金負債 2,002 1,966

再評価に係る繰延税金負債 49,142 49,142

退職給付引当金 68,769 69,096

長期預り金 1,422 1,428

その他 7,013 7,349

固定負債合計 209,073 206,915

負債合計 719,863 703,184

純資産の部   

株主資本   

資本金 40,644 40,644

資本剰余金 50,427 50,427

利益剰余金 364,477 381,919

自己株式 △686 △706

株主資本合計 454,863 472,285

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 10,531 13,061

繰延ヘッジ損益 △420 34

土地再評価差額金 79,342 79,342

為替換算調整勘定 △15,362 △6,773

その他の包括利益累計額合計 74,091 85,665

少数株主持分 92,005 99,882

純資産合計 620,959 657,833

負債純資産合計 1,340,822 1,361,018
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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１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 391,715 422,382

売上原価 331,982 345,326

売上総利益 59,732 77,055

販売費及び一般管理費 31,619 32,570

営業利益 28,113 44,484

営業外収益   

受取利息 254 347

受取配当金 170 181

持分法による投資利益 1,929 3,084

受取賃貸料 98 100

為替差益 － 266

その他 450 616

営業外収益合計 2,903 4,596

営業外費用   

支払利息 676 468

為替差損 364 －

訴訟和解金 414 259

その他 615 929

営業外費用合計 2,070 1,657

経常利益 28,946 47,423

特別利益   

固定資産売却益 15 7

段階取得に係る差益 － 61

収用補償金 86 4

その他 16 0

特別利益合計 119 73

特別損失   

固定資産処分損 131 203

非連結子会社等投資及び債権評価損 226 14

投資有価証券売却損 123 －

その他 13 11

特別損失合計 494 229

税金等調整前四半期純利益 28,570 47,268

法人税等 4,410 13,152

少数株主損益調整前四半期純利益 24,159 34,115

少数株主利益 2,535 6,504

四半期純利益 21,624 27,610

6



（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 24,159 34,115

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △4,273 2,546

繰延ヘッジ損益 291 454

為替換算調整勘定 △2,551 4,544

持分法適用会社に対する持分相当額 2,803 4,088

その他の包括利益合計 △3,730 11,634

四半期包括利益 20,429 45,749

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 20,258 39,184

少数株主に係る四半期包括利益 171 6,565
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 該当事項はありません。   

   

  

 （セグメント情報）  

前第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日） 

 当社グループは、自動車及び部品並びに産業用エンジンの製造、販売（自動車事業）を主な事業とする単一セグ

メントであるため、記載を省略しております。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日） 

 当社グループは、自動車及び部品並びに産業用エンジンの製造、販売（自動車事業）を主な事業とする単一セグ

メントであるため、記載を省略しております。 

    

  

 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）セグメント情報等

（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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（１）販売の状況 

①地域別販売実績 

 前第１四半期連結累計期間及び当第１四半期連結累計期間の販売実績は、次のとおりです。 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

４．補足情報

    
前第１四半期連結累計期間 
（自 平成24年４月１日 
至 平成24年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成25年４月１日 
至 平成25年６月30日） 

増減 

    台数（台） 
金額 

（百万円） 
台数（台） 

金額 
（百万円） 

台数（台） 
金額 

（百万円） 

  国 内  5,276  43,557  4,825  38,861  △451  △4,696

  海 外  13,079  58,700  11,055  57,814  △2,024  △885

大型・中型車計  18,355  102,258 15,880  96,676  △2,475  △5,582

  国 内  8,317  26,475  8,614  27,996  297  1,520

  海 外  95,416  145,051  97,001  176,087 1,585  31,036

小型車他計  103,733  171,526 105,615  204,083 1,882  32,556

  国 内  13,593  70,033 13,439  66,857  △154  △3,175

  海 外  108,495  203,751 108,056  233,902  △439  30,150

車両計  122,088  273,785 121,495  300,759  △593  26,974

  海 外 -  19,438 -  18,580 -  △857

海外生産用部品 -  19,438 - 18,580 -  △857

  国 内 -  10,132 -  10,026 -  △106

  海 外 -  16,294 -  17,135 -  840

エンジン・コンポーネント -  26,427 -  27,161 -  734

  国 内 -  50,866 -  50,054 -  △811

  海 外 -  21,198 -  25,825 -  4,627

その他 -  72,064 -  75,879 -  3,815

  国 内 -  131,032 -  126,938 -  △4,094

  海 外 -  260,682 -  295,444 -  34,761

売上高合計 -  391,715 -  422,382 -  30,667
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②海外売上高 

前第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日） 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によります。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

(1）北米…米国 

(2）アジア…中国、タイ、インドネシア、フィリピン 

(3）その他の地域…オーストラリア、サウジアラビア、エクアドル、南アフリカ、トルコ 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高です。 

    

  

  北米 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  19,846  134,453  106,383  260,682

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  391,715

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割合（％）  5.1  34.3  27.2  66.5

  北米 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  19,266  179,882  96,294  295,444

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － －  422,382

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割合（％）  4.6  42.6  22.8  69.9
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