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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9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 ％

25年3月期第2四半期 551,335 37.5 18,335 234.7 18,925 232.7 9,470 ―

24年3月期第2四半期 400,825 △20.4 5,478 △74.4 5,688 △71.3 △1,436 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 8,465百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △7,501百万円 （―％）

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2四半期 51.11 ―

24年3月期第2四半期 △7.75 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 570,777 193,555 29.0
24年3月期 597,654 190,347 26.9

（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  165,365百万円 24年3月期  161,015百万円

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  ：  有  

 当社は定款において期末日及び第２四半期末日を基準日とするほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる旨を定めておりますが、現時点では
期末日を基準日とする配当予想額は未定であります。 

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 ― 7.00 ― 9.00 16.00

25年3月期 ― 8.00

25年3月期（予想） ― ― ―

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  
 

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 1,010,000 4.7 21,000 0.4 23,000 △1.0 8,000 147.5 43.17



(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  

(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 

（注）詳細は、添付資料Ｐ．３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧下さい。 

(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報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引
法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。業績予想に関する事項について
は、添付資料Ｐ．３「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」をご覧下さい。 
（決算補足説明資料の入手方法について） 
 決算補足説明資料は平成24年10月31日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   ：  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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 187,665,738 株 24年3月期 187,665,738 株

② 期末自己株式数 25年3月期2Q 2,362,828 株 24年3月期 2,362,828 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 185,302,910 株 24年3月期2Q 185,302,947 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結業績につきましては、売上高は、増産の影響などにより、前年同四半期連結累計期間に比べ

1,505億円（37.5％）増加の5,513億円となりました。利益につきましては、製品価格変動の影響、労務費・諸経費

の増加などの減益要因はありましたが、増産増収の影響、合理化などにより、営業利益は、前年同四半期連結累計

期間に比べ128億円（234.7％）増加の183億円、経常利益は、前年同四半期連結累計期間に比べ132億円

（232.7％）増加の189億円、四半期純利益（純損失）につきましては、前年同四半期連結累計期間に比べ109億円

（前年同四半期連結累計期間は14億円の四半期純損失）増加の94億円となりました。  

  

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

①日本 

 当地域におきましては、エコカー購入支援政策及びアクア、プリウスαの増産効果などにより、売上高は、前年

同四半期連結累計期間に比べ831億円（35.4％）増加の3,183億円となりました。営業利益（損失）につきまして

は、増産効果などにより、前年同四半期連結累計期間に比べ50億円（前年同四半期連結累計期間は11億円の営業損

失）増加の39億円となりました。 

  

②北中南米 

 当地域におきましては、カローラ、ＲＡＶ４の増産効果などにより、売上高は、前年同四半期連結累計期間に比

べ249億円（40.6％）増加の864億円となりました。営業損失につきましては、トヨタ紡織 ド ブラジル有限責任会

社の生産準備費用の影響などはあったものの、増産効果や収益構造改革の成果などにより、前年同四半期連結累計

期間に比べ34億円（前年同四半期連結累計期間は44億円の営業損失）減少の９億円となりました。  

  

③アジア・オセアニア 

 当地域におきましては、ＩＭＶの増産効果などにより、売上高は、前年同四半期連結累計期間に比べ318億円

（28.1％）増加の1,452億円となりました。営業利益につきましては、増産効果などにより、前年同四半期連結累

計期間に比べ53億円（44.7％）増加の171億円となりました。  

  

④欧州・アフリカ 

 当地域におきましては、フランスのヤリスの増産効果や、前連結会計年度にPOLYTEC Holding AGの内装事業部門

を取得し、紡織オートモーティブヨーロッパ有限責任会社として事業を開始したことなどにより、売上高は、前年

同四半期連結累計期間に比べ177億円（139.6％）増加の304億円となりました。営業損失につきましては、固定費

の増加などにより、前年同四半期連結累計期間に比べ９億円（前年同四半期連結累計期間は15億円の営業損失）増

加の25億円となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期末の総資産は、売上債権の減少などにより、前連結会計年度末に比べ268億円減少の5,707億円とな

りました。 

 一方、負債は、前連結会計年度末に比べ300億円減少し、3,772億円となりました。主な要因は、買入債務の減少

などによるものです。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ32億円増加し、1,935億円となりました。主な要因は、四半期純利益の計上

による利益剰余金の増加などによるものです。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第２四半期のわが国経済は、復興需要等を背景として、緩やかに回復しつつあるものの、欧州債務問題の深刻

化や新興国経済の一段の減速などにより、依然として先行き不透明な状況が続いております。 

 自動車業界におきましては、生産台数は堅調に推移してきたものの、エコカー購入支援策の打ち切りや長期化す

る円高など予断を許さない状況が続くものと思われます。 

 このような中で当社グループは、さらなる飛躍をはかり、もう一段上のステージを目指していくために、

「2020年Ｖｉｓｉｏｎ」を策定いたしました。「2020年Ｖｉｓｉｏｎ」では、2020年にありたい姿として「世界中

のお客様に 高のモビリティーライフを提案し続ける会社」、「すべてのステークホルダーから信頼され、共に成

長する会社」を掲げました。また、2011年度から2015年度までを「飛躍のための構造改革期」と位置づけ、次の

４つの主要課題に取り組んでまいります。具体的には、①事業領域の拡大に向けた先端技術の追求、②新興国を中

心としたグローバルでの事業拡大の加速、③幅広い顧客拡大に向けた業務・組織改革、④日本事業のスリム、高効

率、高付加価値化の徹底でございます。これらの課題に対し、これまでの考え方や価値観に捉われることなく、

「Ｑｕａｎｔｕｍ Ｌｅａｐ」、すなわち発想の飛躍を持って取り組んでまいります。 

 業績予想につきましては、為替レート１ＵＳ＄＝78円、１ＥＵＲＯ＝100円の想定のもと、通期の予想を、売上

高１兆100億円、営業利益210億円、経常利益230億円、当期純利益80億円と見込んでおり、主に製品構成の悪化や

諸経費・労務費の増加などにより、平成24年４月27日の公表値から変更しております。 

 上記の業績予想は、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、その

達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。 

  

   

（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 

 該当事項はありません。   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  （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） 

    当社及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。 

     なお、これによる連結財務諸表に与える影響は軽微であります。 

   

   

 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

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期連結財務諸表 
（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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 101,650 110,791

受取手形及び売掛金 154,029 132,347

有価証券 55,034 49,797

商品及び製品 4,564 4,494

仕掛品 4,725 6,036

原材料及び貯蔵品 17,136 16,283

その他 35,193 30,603

貸倒引当金 △281 △283

流動資産合計 372,052 350,071

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 75,696 72,879

機械装置及び運搬具（純額） 72,893 68,720

その他（純額） 41,242 43,381

有形固定資産合計 189,832 184,982

無形固定資産   

のれん 3,670 2,766

その他 755 854

無形固定資産合計 4,426 3,621

投資その他の資産   

投資有価証券 10,499 11,165

その他 21,011 21,104

貸倒引当金 △168 △168

投資その他の資産合計 31,342 32,102

固定資産合計 225,602 220,706

資産合計 597,654 570,777
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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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 158,305 134,357

短期借入金 16,282 16,101

1年内返済予定の長期借入金 35,181 36,663

未払法人税等 4,527 5,271

製品保証引当金 1,478 1,540

役員賞与引当金 191 150

その他 56,237 49,284

流動負債合計 272,204 243,370

固定負債   

長期借入金 103,918 102,462

退職給付引当金 26,141 26,981

役員退職慰労引当金 860 569

資産除去債務 323 326

その他 3,857 3,511

固定負債合計 135,101 133,851

負債合計 407,306 377,221

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,400 8,400

資本剰余金 9,098 9,098

利益剰余金 176,630 184,434

自己株式 △4,675 △4,675

株主資本合計 189,454 197,257

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 785 632

為替換算調整勘定 △29,224 △32,523

その他の包括利益累計額合計 △28,439 △31,891

新株予約権 972 973

少数株主持分 28,360 27,216

純資産合計 190,347 193,555

負債純資産合計 597,654 570,777
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 400,825 551,335

売上原価 370,256 500,464

売上総利益 30,569 50,870

販売費及び一般管理費   

給料及び賞与 9,523 11,069

その他 15,567 21,465

販売費及び一般管理費合計 25,090 32,534

営業利益 5,478 18,335

営業外収益   

受取利息 646 776

持分法による投資利益 323 674

その他 3,508 2,928

営業外収益合計 4,478 4,379

営業外費用   

支払利息 774 981

為替差損 1,787 1,530

その他 1,706 1,277

営業外費用合計 4,268 3,789

経常利益 5,688 18,925

特別損失   

災害による損失 3,288 －

特別損失合計 3,288 －

税金等調整前四半期純利益 2,400 18,925

法人税、住民税及び事業税 5,416 7,574

法人税等調整額 △3,678 △1,366

法人税等合計 1,738 6,207

少数株主損益調整前四半期純利益 662 12,717

少数株主利益 2,098 3,246

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,436 9,470
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 662 12,717

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △120 △153

為替換算調整勘定 △8,121 △4,186

持分法適用会社に対する持分相当額 78 87

その他の包括利益合計 △8,164 △4,252

四半期包括利益 △7,501 8,465

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △8,218 6,018

少数株主に係る四半期包括利益 716 2,446
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 該当事項はありません。 

   

   

 該当事項はありません。 

   

   

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30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 

(単位：百万円) 

   （注）１ セグメント利益の調整額719百万円は、主にセグメント間取引消去であります。 

      ２ 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。 

  

 ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

  （固定資産に係る重要な減損損失）  

  該当事項はありません。 

  

  （のれんの金額の重要な変動） 

  「欧州・アフリカ」セグメントにおいて、第２四半期連結累計期間にPOLYTEC Interior GmbH（統合後

名称 紡織オートモーティブヨーロッパ㈲）を取得し子会社化いたしました。取得原価の配分が完了して

いないため、暫定的な金額ではありますが、当該事象によるのれんの増加額は、第２四半期連結累計期間

においては、2,016百万円であります。  

  

  （重要な負ののれん発生益） 

  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

（５）セグメント情報等

【セグメント情報】

  

報告セグメント

調整額 
（注）１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２ 日本 北中南米

アジア・
オセアニア

欧州・
アフリカ 

計

売上高                                          

(1) 外部顧客への売上高  218,152  60,406  109,878  12,388  400,825  ―  400,825

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 17,084  1,089  3,513  321  22,008  △22,008  ―

計  235,237  61,496  113,391  12,709  422,834  △22,008  400,825

セグメント利益又は損失（△）  △1,129  △4,405  11,857  △1,563  4,759  719  5,478
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 Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30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 

(単位：百万円) 

   （注）１ セグメント利益の調整額726百万円は、主にセグメント間取引消去であります。 

      ２ 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。 

   

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 （固定資産に係る重要な減損損失）  

   該当事項はありません。 

  

 （のれんの金額の重要な変動） 

   該当事項はありません。 

  

 （重要な負ののれん発生益） 

   該当事項はありません。  

  

  

報告セグメント

調整額 
（注）１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２ 日本 北中南米

アジア・
オセアニア

欧州・
アフリカ 

計

売上高                                          

(1) 外部顧客への売上高  295,877  85,146  140,243  30,068  551,335  ―  551,335

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 22,521  1,310  4,996  386  29,214  △29,214  ―

計  318,399  86,456  145,240  30,454  580,549  △29,214  551,335

セグメント利益又は損失（△）  3,920  △941  17,161  △2,531  17,609  726  18,335
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