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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第3四半期 1,070,350 47.0 69,287 ― 71,209 ― 47,095 ―

22年3月期第3四半期 727,886 △39.3 △5,667 ― △7,663 ― △16,550 ―

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

23年3月期第3四半期 27.79 ―

22年3月期第3四半期 △9.77 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年3月期第3四半期 1,131,916 382,084 28.7 191.74
22年3月期 1,110,383 354,534 26.8 175.62

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  324,893百万円 22年3月期  297,593百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
23年3月期 ― 2.00 ―

23年3月期 
（予想） 2.00 4.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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

通期 1,430,000 32.3 80,000 626.6 80,000 602.1 52,000 519.0 30.69



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会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) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(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 「連結業績予想に関する定性的情報」をご参照下さい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】Ｐ．３ 「その他の情報」をご参照下さい。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 1,696,845,339株 22年3月期  1,696,845,339株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  2,432,365株 22年3月期  2,355,667株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 1,694,462,831株 22年3月期3Q 1,694,543,074株
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（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における経済環境は、各国の政策効果などを背景として、緩やかに回復してまいり

ました。 

 このような中、当社グループは販売強化およびコスト体質の改善に取り組んでまいりました。 

 当第３四半期連結累計期間の国内車両販売台数につきましては、エコカー減税やエコカー補助金などによる需

要喚起に対し、基準適合車を積極的に展開したことなどにより、前年同期に比べ6,073台（20.9％）増加の

35,139台となりました。海外車両販売台数につきましては、引き続きアジア・中国をはじめ新興国・資源国市場

のトラック需要が拡大したことにより、前年同期に比べ109,840台（66.8％）増加の274,373台となりました。こ

の結果、国内と海外を合わせた総販売台数は前年同期に比べ115,913台（59.9％）増加し、309,512台となりまし

た。 

 その他の商品の売上高につきましては、海外生産用部品は、新興国・資源国向けの輸出が増加し、前年同期に

比べ266億円（85.1％）増加の579億円となりました。 

 また、エンジン・コンポーネントでは、主に中国における建設機械需要の増加により、産業用エンジンの売上

げが好調だったことから、前年同期に比べ542億円（64.5％）増加の1,382億円となりました。 

 これらの結果、売上高につきましては、10,703億円と前年同期に比べ3,424億円（47.0％）増加いたしまし

た。内訳は、国内が3,713億円（前年同期比25.0％増）、海外が6,989億円（前年同期比62.3％増）であります。

 損益につきましては、売上高が増加したこと、引き続きコスト体質の改善を進めたことから、営業利益は692

億円（前年同期は56億円の損失）、経常利益は712億円（前年同期は76億円の損失）となりました。また、四半

期純利益は470億円（前年同期は165億円の損失）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、前連結会計年度末に比べて215億円増加の1兆1,319億円となりまし

た。現金及び預金が278億円、たな卸資産が71億円増加した一方で、受取手形及び売掛金が90億円減少した他、

有形固定資産が73億円減少しております。 

 純資産の部は、前連結会計年度末に比べて275億円増加し、3,820億円となりました。これは、四半期純利益

470億円を計上した一方で、配当により利益剰余金が84億円減少したこと、および為替換算調整勘定が116億円減

少したことによります。 

 自己資本比率は28.7％（前年度末26.8％）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188億円減少の2,962億円となりました。 

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の連結業績予想につきましては、平成22年11月８日に公表しました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．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

１．簡便な会計処理 

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られるため、前連結会計年度決算において算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見

積高を算定しております。 

  

② 棚卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し前連結会計年度に係る実地

棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性

の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行っております。 

  

③ 経過勘定項目の算定方法 

 経過勘定項目については、合理的な算定方法による概算額で計上しております。 

  

２．特有の会計処理 

① 税金費用の計算 

 税金費用については、当第３四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）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

１．会計処理基準に関する事項の変更 

① 資産除去債務に関する会計基準の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）

を適用しております。 

 これにより、当第３四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純利益は539百万円減少しております。な

お、営業利益及び経常利益に与える影響は軽微であります。 

  

② 企業結合に関する会計基準等の適用  

 第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26

日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「「研究開発費等に

係る会計基準」の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」

（企業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年

12月26日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指

針第10号 平成20年12月26日）を適用しております。 

  

  

２．その他の情報
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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）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 183,663 155,820

受取手形及び売掛金 179,027 188,108

商品及び製品 66,738 67,561

仕掛品 8,379 7,437

原材料及び貯蔵品 38,482 31,439

繰延税金資産 17,546 18,285

その他 29,459 20,230

貸倒引当金 △1,058 △1,166

流動資産合計 522,237 487,715

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 107,086 110,425

機械装置及び運搬具（純額） 81,882 86,335

土地 269,952 269,558

リース資産（純額） 7,799 6,996

建設仮勘定 15,643 15,268

その他（純額） 7,975 9,142

有形固定資産合計 490,340 497,726

無形固定資産   

その他 7,495 8,532

無形固定資産合計 7,495 8,532

投資その他の資産   

投資有価証券 85,039 87,386

長期貸付金 3,849 4,149

繰延税金資産 9,451 9,637

その他 19,043 23,434

貸倒引当金 △5,540 △8,198

投資その他の資産合計 111,843 116,408

固定資産合計 609,679 622,668

資産合計 1,131,916 1,110,383
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 252,852 237,361

短期借入金 62,691 67,355

1年内償還予定の社債 － 20,000

リース債務 2,480 2,494

未払法人税等 6,457 6,406

未払費用 32,861 33,705

賞与引当金 6,536 11,778

製品保証引当金 2,144 2,483

預り金 4,716 4,288

その他 15,051 16,040

流動負債合計 385,792 401,913

固定負債   

社債 23,000 23,000

長期借入金 201,699 197,138

リース債務 6,332 5,026

繰延税金負債 3,828 3,337

再評価に係る繰延税金負債 55,764 55,818

退職給付引当金 63,822 61,367

長期預り金 1,306 1,252

負ののれん 301 373

その他 7,983 6,620

固定負債合計 364,039 353,935

負債合計 749,831 755,849

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 192,308 153,663

自己株式 △631 △599

株主資本合計 282,749 244,136

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,457 3,327

繰延ヘッジ損益 61 △151

土地再評価差額金 73,315 73,340

為替換算調整勘定 △34,689 △23,059

評価・換算差額等合計 42,144 53,456

少数株主持分 57,191 56,941

純資産合計 382,084 354,534

負債純資産合計 1,131,916 1,110,383
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(2) 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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 727,886 1,070,350

売上原価 654,661 919,164

売上総利益 73,224 151,186

販売費及び一般管理費 78,892 81,899

営業利益又は営業損失（△） △5,667 69,287

営業外収益   

受取利息 812 778

受取配当金 312 472

負ののれん償却額 67 72

持分法による投資利益 1,432 6,106

その他 2,874 1,319

営業外収益合計 5,500 8,749

営業外費用   

支払利息 4,861 3,789

訴訟和解金 776 841

その他 1,858 2,195

営業外費用合計 7,496 6,827

経常利益又は経常損失（△） △7,663 71,209

特別利益   

固定資産売却益 235 251

負ののれん発生益 － 842

貸倒引当金戻入額 － 577

その他 166 364

特別利益合計 401 2,034

特別損失   

固定資産処分損 533 728

減損損失 770 134

環境対策費 － 3,427

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 528

その他 520 303

特別損失合計 1,824 5,122

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（△）

△9,087 68,122

法人税等 4,789 14,583

少数株主損益調整前四半期純利益 － 53,538

少数株主利益 2,673 6,443

四半期純利益又は四半期純損失（△） △16,550 47,095
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

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（△）

△9,087 68,122

減価償却費 29,838 27,385

負ののれん償却額 △67 △72

持分法による投資損益（△は益） △1,432 △6,106

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,739 2,450

製品保証引当金の増減額（△は減少） △1,084 △234

賞与引当金の増減額（△は減少） △4,725 △5,269

貸倒引当金の増減額（△は減少） △148 △535

受取利息及び受取配当金 △1,125 △1,251

支払利息 4,861 3,789

固定資産売却損益（△は益） △235 △251

固定資産処分損益（△は益） 533 728

減損損失 770 134

その他の特別損益（△は益） 201 3,291

売上債権の増減額（△は増加） △20,426 5,722

たな卸資産の増減額（△は増加） 884 △8,851

その他の流動資産の増減額（△は増加） 2,189 △2,675

仕入債務の増減額（△は減少） 46,720 18,589

未払費用の増減額（△は減少） △5,346 △2,865

預り金の増減額（△は減少） 1,123 492

その他の負債の増減額（△は減少） 2,416 747

その他 96 149

小計 48,697 103,491

利息及び配当金の受取額 4,949 5,652

利息の支払額 △4,353 △3,609

法人税等の支払額 △5,376 △13,424

営業活動によるキャッシュ・フロー 43,916 92,110

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △29 △1,319

投資有価証券の売却による収入 4 11

固定資産の取得による支出 △29,537 △19,530

固定資産の売却による収入 2,621 763

長期貸付けによる支出 △134 △38

長期貸付金の回収による収入 64 208

短期貸付金の増減額（△は増加） △133 △285

定期預金の増減額（△は増加） △8 △74

関係会社出資金の払込による支出 △1,233 －

その他 △191 564

投資活動によるキャッシュ・フロー △28,576 △19,702
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △15,113 △1,660

長期借入れによる収入 76,509 40,670

長期借入金の返済による支出 △37,062 △40,610

社債の償還による支出 － △20,000

少数株主からの払込みによる収入 － 58

リース債務の返済による支出 △1,130 △1,359

自己株式の取得による支出 △7 △19

配当金の支払額 △22 △8,160

少数株主への配当金の支払額 △575 △2,312

財務活動によるキャッシュ・フロー 22,595 △33,394

現金及び現金同等物に係る換算差額 140 △4,639

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 38,075 34,374

現金及び現金同等物の期首残高 116,198 156,198

現金及び現金同等物の四半期末残高 154,274 190,573
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 該当事項はありません。 

  

 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。 

  

（追加情報） 

 第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年

３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20

年３月21日）を適用しております。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

（６）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３四半期連結累計期間及び当第３四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３四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31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  10,530  93,340  13,904  122,016 3,374  28,675

  海 外  14,986  64,479  26,540  122,969 11,554  58,489

大型・中型車計 25,516  157,819 40,444  244,985 14,928  87,165

  国 内  18,536  59,497  21,235  67,735 2,699  8,237

  海 外  149,547  217,274  247,833  357,338 98,286  140,064

小型車他計 168,083  276,772 269,068  425,073 100,985  148,301

  国 内 29,066  152,838 35,139  189,751 6,073  36,912

  海 外 164,533  281,753 274,373  480,307 109,840  198,554

車両計 193,599  434,591 309,512  670,059 115,913  235,467

  海 外 -  31,328 -  57,994 -  26,665

海外生産用部品 - 31,328 - 57,994 - 26,665 

  国 内 -  16,434 -  33,729 -  17,294

  海 外 -  67,583 -  104,503 -  36,920

エンジン・コンポーネント -  84,017 -  138,232 -  54,214

  国 内 -  127,822 -  147,897 -  20,074

  海 外 -  50,125 -  56,166 -  6,041

その他 -  177,948 -  204,064 -  26,116

  国 内 -  297,095 -  371,378 -  74,282

  海 外 -  430,790 -  698,972 -  268,181

売上高合計 -  727,886 -  1,070,350 -  342,464
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②海外売上高 

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31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…サウジアラビア、ポーランド、エクアドル、南アフリカ、オーストラリア 

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）  41,595  230,700  158,494  430,790

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  727,886

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割合（％）  5.7  31.7  21.8  59.2

  北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  48,245  365,927  284,798  698,972

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － －  1,070,350

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割合（％）  4.5  34.2  26.6  65.3
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