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将来予測・インサイダー取引について将来予測・インサイダー取引について将来予測・インサイダー取引について将来予測・インサイダー取引について将来予測・インサイダー取引について将来予測・インサイダー取引について将来予測・インサイダー取引について将来予測・インサイダー取引について

　本資料のうち、業績見通し等に記載されている各数値は、現在入手可能な情報による判断および　　本資料のうち、業績見通し等に記載されている各数値は、現在入手可能な情報による判断および　　本資料のうち、業績見通し等に記載されている各数値は、現在入手可能な情報による判断および　　本資料のうち、業績見通し等に記載されている各数値は、現在入手可能な情報による判断および　
仮定に基づき算定しており、判断や仮定に内在する不確定性および今後の事業運営や内外の状況　仮定に基づき算定しており、判断や仮定に内在する不確定性および今後の事業運営や内外の状況　仮定に基づき算定しており、判断や仮定に内在する不確定性および今後の事業運営や内外の状況　仮定に基づき算定しており、判断や仮定に内在する不確定性および今後の事業運営や内外の状況　
変化等による変動可能性に照らし、実際の業績等が見通しの数値と大きく異なる可能性があります。変化等による変動可能性に照らし、実際の業績等が見通しの数値と大きく異なる可能性があります。変化等による変動可能性に照らし、実際の業績等が見通しの数値と大きく異なる可能性があります。変化等による変動可能性に照らし、実際の業績等が見通しの数値と大きく異なる可能性があります。
なお、上記の不確定性および変動可能性を有する要素としては、主に以下のようなものがあります。なお、上記の不確定性および変動可能性を有する要素としては、主に以下のようなものがあります。なお、上記の不確定性および変動可能性を有する要素としては、主に以下のようなものがあります。なお、上記の不確定性および変動可能性を有する要素としては、主に以下のようなものがあります。

主要市場における経済情勢および需要の変動主要市場における経済情勢および需要の変動主要市場における経済情勢および需要の変動主要市場における経済情勢および需要の変動
為替相場の変動（主に円／米ドル相場、円／ユーロ相場）為替相場の変動（主に円／米ドル相場、円／ユーロ相場）為替相場の変動（主に円／米ドル相場、円／ユーロ相場）為替相場の変動（主に円／米ドル相場、円／ユーロ相場）
原価低減や設備投資を計画通り実施する当社および連結子会社の能力原価低減や設備投資を計画通り実施する当社および連結子会社の能力原価低減や設備投資を計画通り実施する当社および連結子会社の能力原価低減や設備投資を計画通り実施する当社および連結子会社の能力
主要市場における貿易規制、および環境保全、自動車排ガス、燃費効率、安全性等に関する主要市場における貿易規制、および環境保全、自動車排ガス、燃費効率、安全性等に関する主要市場における貿易規制、および環境保全、自動車排ガス、燃費効率、安全性等に関する主要市場における貿易規制、および環境保全、自動車排ガス、燃費効率、安全性等に関する

　　　　 各種法律、規制各種法律、規制各種法律、規制各種法律、規制
主要市場における政治情勢主要市場における政治情勢主要市場における政治情勢主要市場における政治情勢
適宜、新製品を開発し市場へ投入する当社および連結子会社の能力適宜、新製品を開発し市場へ投入する当社および連結子会社の能力適宜、新製品を開発し市場へ投入する当社および連結子会社の能力適宜、新製品を開発し市場へ投入する当社および連結子会社の能力
当社および連結子会社が事業活動を行う上で生じる当社および連結子会社の責に帰すことの当社および連結子会社が事業活動を行う上で生じる当社および連結子会社の責に帰すことの当社および連結子会社が事業活動を行う上で生じる当社および連結子会社の責に帰すことの当社および連結子会社が事業活動を行う上で生じる当社および連結子会社の責に帰すことの

　　　　 できない様々な障害できない様々な障害できない様々な障害できない様々な障害

インサイダー取引に関するご注意：インサイダー取引に関するご注意：インサイダー取引に関するご注意：インサイダー取引に関するご注意：
企業から直接、未公開の重要事実の伝達を受けた投資家（第一次情報受領者）は、企業から直接、未公開の重要事実の伝達を受けた投資家（第一次情報受領者）は、企業から直接、未公開の重要事実の伝達を受けた投資家（第一次情報受領者）は、企業から直接、未公開の重要事実の伝達を受けた投資家（第一次情報受領者）は、
当該情報が「公表」される前に株式売買等を行うことが禁じられています（証券取引法当該情報が「公表」される前に株式売買等を行うことが禁じられています（証券取引法当該情報が「公表」される前に株式売買等を行うことが禁じられています（証券取引法当該情報が「公表」される前に株式売買等を行うことが禁じられています（証券取引法166166166166条）。条）。条）。条）。
同法施行令により、二以上の報道機関に対して企業が当該情報を公開してから同法施行令により、二以上の報道機関に対して企業が当該情報を公開してから同法施行令により、二以上の報道機関に対して企業が当該情報を公開してから同法施行令により、二以上の報道機関に対して企業が当該情報を公開してから
周知のために必要な期間として周知のために必要な期間として周知のために必要な期間として周知のために必要な期間として12121212時間が経過した時点を以って時間が経過した時点を以って時間が経過した時点を以って時間が経過した時点を以って
「公表」されたものとみなされます（「公表」されたものとみなされます（「公表」されたものとみなされます（「公表」されたものとみなされます（12121212時間ルール）。時間ルール）。時間ルール）。時間ルール）。
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ⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠ. . . . . . . . 連結決算の概況連結決算の概況連結決算の概況連結決算の概況連結決算の概況連結決算の概況連結決算の概況連結決算の概況
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はじめにはじめに
連結連結

日本会計基準ベース日本会計基準ベース日本会計基準ベース日本会計基準ベース
　　（米国基準は７月下旬に開示予定）　　（米国基準は７月下旬に開示予定）　　（米国基準は７月下旬に開示予定）　　（米国基準は７月下旬に開示予定）

①今回の決算値①今回の決算値①今回の決算値①今回の決算値①今回の決算値①今回の決算値①今回の決算値①今回の決算値

②連結範囲および持分法の適用②連結範囲および持分法の適用②連結範囲および持分法の適用②連結範囲および持分法の適用②連結範囲および持分法の適用②連結範囲および持分法の適用②連結範囲および持分法の適用②連結範囲および持分法の適用

00/3期00/3期00/3期00/3期 01/3期01/3期01/3期01/3期 02/3期02/3期02/3期02/3期
増減増減増減増減 増減増減増減増減

連結子会社数連結子会社数連結子会社数連結子会社数 425425425425 ＋20＋20＋20＋20 445445445445 ＋119＋119＋119＋119 564564564564
持分法適用会社数持分法適用会社数持分法適用会社数持分法適用会社数 49494949 ＋2＋2＋2＋2 51515151 △1△1△1△1 50505050
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連結決算要約

億円億円億円億円 億円億円億円億円 億円億円億円億円

売売売売 上上上上 高高高高 ☆☆☆☆ 151,062151,062151,062151,062 134,244134,244134,244134,244 16,81816,81816,81816,818

億円億円億円億円 億円億円億円億円 億円億円億円億円

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益 ☆☆☆☆ 11,23411,23411,23411,234 8,7018,7018,7018,701 2,5332,5332,5332,533

億円億円億円億円 億円億円億円億円 億円億円億円億円

経経経経 常常常常 利利利利 益益益益 ☆☆☆☆ 11,13511,13511,13511,135 9,7229,7229,7229,722 1,4131,4131,4131,413

億円億円億円億円 億円億円億円億円 億円億円億円億円

税引前当期純利益税引前当期純利益税引前当期純利益税引前当期純利益 ☆☆☆☆ 11,13511,13511,13511,135 8,6418,6418,6418,641 2,4942,4942,4942,494

億円億円億円億円 億円億円億円億円 億円億円億円億円

当当当当 期期期期 純純純純 利利利利 益益益益 ☆☆☆☆ 6,1586,1586,1586,158 4,7124,7124,7124,712 1,4461,4461,4461,446

連結連結

当期当期当期当期当期当期当期当期
(01/4(01/4(01/4(01/4(01/4(01/4(01/4(01/4--------02/3)02/3)02/3)02/3)02/3)02/3)02/3)02/3)

前期前期前期前期前期前期前期前期
(00/4(00/4(00/4(00/4(00/4(00/4(00/4(00/4--------01/3)01/3)01/3)01/3)01/3)01/3)01/3)01/3)

増減増減増減増減増減増減増減増減

☆☆☆☆ 過去 高過去 高過去 高過去 高
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生産台数

3,0873,0873,0873,087

367367367367

1,0041,0041,0041,004

3,2123,2123,2123,212

651651651651

1,1391,1391,1391,139

3,4233,4233,4233,423

675675675675

1,1771,1771,1771,177

3,3643,3643,3643,364

638638638638

1,3751,3751,3751,375

0000

500500500500

1,0001,0001,0001,000

1,5001,5001,5001,500

2,0002,0002,0002,000

2,5002,5002,5002,500

3,0003,0003,0003,000

3,5003,5003,5003,500

4,0004,0004,0004,000

4,5004,5004,5004,500

5,0005,0005,0005,000

5,5005,5005,5005,500

6,0006,0006,0006,000

'99/3期'99/3期'99/3期'99/3期 '00/3期'00/3期'00/3期'00/3期 '01/3期'01/3期'01/3期'01/3期 '02/3期'02/3期'02/3期'02/3期

ﾄﾖﾀ海外ﾄﾖﾀ海外ﾄﾖﾀ海外ﾄﾖﾀ海外

日野国内日野国内日野国内日野国内

ﾀﾞｲﾊﾂ国内ﾀﾞｲﾊﾂ国内ﾀﾞｲﾊﾂ国内ﾀﾞｲﾊﾂ国内

ﾄﾖﾀ国内ﾄﾖﾀ国内ﾄﾖﾀ国内ﾄﾖﾀ国内

国内計国内計国内計国内計

4,029 4,029 4,029 4,029 ((((△△△△69)69)69)69)

連結連結

4,0984,0984,0984,098

4,4584,4584,4584,458

5,0025,0025,0025,002
5,404 5,404 5,404 5,404 (+129)(+129)(+129)(+129)

千台千台千台千台

5,2755,2755,2755,275

3,8633,8633,8633,863

〔〔〔〔5,9835,9835,9835,983〕〕〕〕

〔〔〔〔 〕内は連結子会社以外での生産分を加えた総生産台数〕内は連結子会社以外での生産分を加えた総生産台数〕内は連結子会社以外での生産分を加えた総生産台数〕内は連結子会社以外での生産分を加えた総生産台数

(+198)(+198)(+198)(+198)

3,4543,4543,4543,454

日野国内日野国内日野国内日野国内27272727
（後半期のみ）（後半期のみ）（後半期のみ）（後半期のみ）

〔〔〔〔5,8875,8875,8875,887〕〕〕〕
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販売台数

1,6721,6721,6721,672

257257257257

2,7072,7072,7072,707

59595959

1,6921,6921,6921,692

485485485485

2,9072,9072,9072,907

98989898

1,7971,7971,7971,797

525525525525

3,1243,1243,1243,124

80808080

1,7011,7011,7011,701

498498498498

3,4813,4813,4813,481

75757575

0000

1,0001,0001,0001,000

2,0002,0002,0002,000

3,0003,0003,0003,000

4,0004,0004,0004,000

5,0005,0005,0005,000

6,0006,0006,0006,000

'99/3期'99/3期'99/3期'99/3期 '00/3期'00/3期'00/3期'00/3期 '01/3期'01/3期'01/3期'01/3期 '02/3期'02/3期'02/3期'02/3期

日野海外日野海外日野海外日野海外
ﾀﾞｲﾊﾂ海外ﾀﾞｲﾊﾂ海外ﾀﾞｲﾊﾂ海外ﾀﾞｲﾊﾂ海外
ﾄﾖﾀ海外ﾄﾖﾀ海外ﾄﾖﾀ海外ﾄﾖﾀ海外
日野国内日野国内日野国内日野国内
ﾀﾞｲﾊﾂ国内ﾀﾞｲﾊﾂ国内ﾀﾞｲﾊﾂ国内ﾀﾞｲﾊﾂ国内
ﾄﾖﾀ国内ﾄﾖﾀ国内ﾄﾖﾀ国内ﾄﾖﾀ国内

国内計国内計国内計国内計

2,2172,2172,2172,217((((△△△△105)105)105)105)

連結連結

2,3222,3222,3222,322

4,6954,6954,6954,695
5,1825,1825,1825,182

5,5265,5265,5265,526 5,784 5,784 5,784 5,784 (+258)(+258)(+258)(+258)

3,2043,2043,2043,204

海外計海外計海外計海外計

3,5673,5673,5673,567(+363)(+363)(+363)(+363)

千台千台千台千台
〔〔〔〔5,8175,8175,8175,817〕〕〕〕 〔〔〔〔5,9095,9095,9095,909〕〕〕〕

〔〔〔〔 〕内は連結子会社以外での販売分を加えた総販売台数〕内は連結子会社以外での販売分を加えた総販売台数〕内は連結子会社以外での販売分を加えた総販売台数〕内は連結子会社以外での販売分を加えた総販売台数

2,1772,1772,1772,177

3,0053,0053,0053,005

1,9291,9291,9291,929

2,7662,7662,7662,766
日野海外日野海外日野海外日野海外11
日野国内日野国内日野国内日野国内18
（後半期のみ）（後半期のみ）（後半期のみ）（後半期のみ）
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生産・販売台数の内訳

日日日日 本本本本 4,0294,0294,0294,029 △69△69△69△69 2,2172,2172,2172,217 △105△105△105△105

北北北北 米米米米 793793793793 △14△14△14△14 1,7801,7801,7801,780 ＋46＋46＋46＋46

欧欧欧欧 州州州州 **** 309309309309 ＋133＋133＋133＋133 866866866866 ＋175＋175＋175＋175

そそそそ のののの 他他他他 **** 273273273273 ＋79＋79＋79＋79 921921921921 ＋142＋142＋142＋142

連結連結

販売台数販売台数販売台数販売台数販売台数販売台数販売台数販売台数
（千台）（千台）（千台）（千台）（千台）（千台）（千台）（千台）

生産台数生産台数生産台数生産台数生産台数生産台数生産台数生産台数
（千台）（千台）（千台）（千台）（千台）（千台）（千台）（千台）

増減増減増減増減増減増減増減増減
（千台）（千台）（千台）（千台）（千台）（千台）（千台）（千台）

＊当期１２ヶ月換算値では、＊当期１２ヶ月換算値では、＊当期１２ヶ月換算値では、＊当期１２ヶ月換算値では、

　　　生産･･･欧州２５８千台、その他２２５千台　　　生産･･･欧州２５８千台、その他２２５千台　　　生産･･･欧州２５８千台、その他２２５千台　　　生産･･･欧州２５８千台、その他２２５千台

　　　販売･･･欧州７２７千台、その他８１８千台　　　販売･･･欧州７２７千台、その他８１８千台　　　販売･･･欧州７２７千台、その他８１８千台　　　販売･･･欧州７２７千台、その他８１８千台

増減増減増減増減増減増減増減増減
（千台）（千台）（千台）（千台）（千台）（千台）（千台）（千台）
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営業利益の増減要因営業利益の増減要因

販売面での影響販売面での影響販売面での影響販売面での影響
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 △９００△９００△９００△９００ 億円億円億円億円

研究開発費、労務費　　　　　研究開発費、労務費　　　　　研究開発費、労務費　　　　　研究開発費、労務費　　　　　
およびＩＴ化費用の増加ほかおよびＩＴ化費用の増加ほかおよびＩＴ化費用の増加ほかおよびＩＴ化費用の増加ほか

△３，２６７△３，２６７△３，２６７△３，２６７ 億円億円億円億円

減益要因減益要因減益要因減益要因減益要因減益要因減益要因減益要因 4,1674,1674,1674,1674,1674,1674,1674,167億円億円億円億円億円億円億円億円

原価改善の努力原価改善の努力原価改善の努力原価改善の努力
２，６００２，６００２，６００２，６００ 億円億円億円億円

為替変動の影響為替変動の影響為替変動の影響為替変動の影響
４，１００４，１００４，１００４，１００ 億円億円億円億円

増益要因増益要因増益要因増益要因増益要因増益要因増益要因増益要因 6,7006,7006,7006,7006,7006,7006,7006,700億円億円億円億円億円億円億円億円

2,5332,5332,5332,5332,5332,5332,5332,533億円の増益億円の増益億円の増益億円の増益億円の増益億円の増益億円の増益億円の増益

連結連結
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事業別セグメント
連結連結

(＋19,699)(＋19,699)(＋19,699)(＋19,699) (＋2,654)(＋2,654)(＋2,654)(＋2,654)

自自自自 動動動動 車車車車 139,099139,099139,099139,099 10,78010,78010,78010,780
(＋1,288)(＋1,288)(＋1,288)(＋1,288) (+375)(+375)(+375)(+375)

金金金金 融融融融 6,9336,9336,9336,933 686686686686
(△3,460)(△3,460)(△3,460)(△3,460) (+11)(+11)(+11)(+11)

そそそそ のののの 他他他他 8,1948,1948,1948,194 △ 9△ 9△ 9△ 9

売上高売上高売上高売上高売上高売上高売上高売上高
（億円）（億円）（億円）（億円）（億円）（億円）（億円）（億円）

営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益
（億円）（億円）（億円）（億円）（億円）（億円）（億円）（億円）

（（（（ ）内）内）内）内 は前期からの増減は前期からの増減は前期からの増減は前期からの増減
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所在地別セグメント

(＋4,777)(＋4,777)(＋4,777)(＋4,777) (＋2,000)(＋2,000)(＋2,000)(＋2,000)

日日日日 本本本本 105,337105,337105,337105,337 8,7038,7038,7038,703
(＋8,675)(＋8,675)(＋8,675)(＋8,675) (＋598)(＋598)(＋598)(＋598)

北北北北 米米米米 58,32358,32358,32358,323 2,6562,6562,6562,656
(+5,474)(+5,474)(+5,474)(+5,474) (+106)(+106)(+106)(+106)

欧欧欧欧 州州州州 15,94415,94415,94415,944 △ 124△ 124△ 124△ 124
(＋4,577)(＋4,577)(＋4,577)(＋4,577) (＋99)(＋99)(＋99)(＋99)

そそそそ のののの 他他他他 14,00414,00414,00414,004 197197197197

連結連結

売上高売上高売上高売上高売上高売上高売上高売上高
（億円）（億円）（億円）（億円）（億円）（億円）（億円）（億円）

営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益
（億円）（億円）（億円）（億円）（億円）（億円）（億円）（億円）

（（（（ ）内）内）内）内 は前期からの増減は前期からの増減は前期からの増減は前期からの増減
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設備投資・減価償却費設備投資・減価償却費

当当当当 社社社社 単単単単 独独独独 2,5792,5792,5792,579 2,5472,5472,5472,547

　　　　　　国内　　　　　　国内　　　　　　国内　　　　　　国内 2,7342,7342,7342,734 1,9601,9601,9601,960

子会社　 北米子会社　 北米子会社　 北米子会社　 北米 2,5132,5132,5132,513 1,5621,5621,5621,562

         　　欧州         　　欧州         　　欧州         　　欧州 884884884884 572572572572

         　　 他　         　　 他　         　　 他　         　　 他　 693693693693 351351351351

計計計計 9,4039,4039,4039,403 6,9926,9926,9926,992

設備投資設備投資設備投資設備投資設備投資設備投資設備投資設備投資
（億円）（億円）（億円）（億円）（億円）（億円）（億円）（億円）

減価償却費減価償却費減価償却費減価償却費減価償却費減価償却費減価償却費減価償却費
（億円）（億円）（億円）（億円）（億円）（億円）（億円）（億円）

連結連結
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ⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡ. . . . . . . . 単独決算の概況単独決算の概況単独決算の概況単独決算の概況単独決算の概況単独決算の概況単独決算の概況単独決算の概況
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単独決算要約

億円億円億円億円 億円億円億円億円 億円億円億円億円

売売売売 上上上上 高高高高 ☆☆☆☆ 82,84982,84982,84982,849 79,03579,03579,03579,035 3,8143,8143,8143,814

億円億円億円億円 億円億円億円億円 億円億円億円億円

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益 ☆☆☆☆ 7,4897,4897,4897,489 5,0685,0685,0685,068 2,4212,4212,4212,421

億円億円億円億円 億円億円億円億円 億円億円億円億円

経経経経 常常常常 利利利利 益益益益 7,6897,6897,6897,689 6,2176,2176,2176,217 1,4721,4721,4721,472

億円億円億円億円 億円億円億円億円 億円億円億円億円

当当当当期期期期純純純純利利利利益益益益 ☆☆☆☆ 4,7024,7024,7024,702 3,3353,3353,3353,335 1,3671,3671,3671,367

単独単独

当期当期当期当期当期当期当期当期
(01/4(01/4(01/4(01/4(01/4(01/4(01/4(01/4--------02/3)02/3)02/3)02/3)02/3)02/3)02/3)02/3)

前期前期前期前期前期前期前期前期
(00/4(00/4(00/4(00/4(00/4(00/4(00/4(00/4--------01/3)01/3)01/3)01/3)01/3)01/3)01/3)01/3)

増減増減増減増減増減増減増減増減

☆☆☆☆ 過去 高過去 高過去 高過去 高
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株主還元について①株主還元について①

株式消却額株式消却額株式消却額株式消却額

　　　　　　　　　　　　１１１１,,,,２９２２９２２９２２９２ 億円億円億円億円

（（（（5/135/135/135/13取締役会決議済み取締役会決議済み取締役会決議済み取締役会決議済み

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１１１,,,,４３０４３０４３０４３０ 億円）億円）億円）億円）

株式消却株式消却株式消却株式消却株式消却株式消却株式消却株式消却

１株につき１株につき１株につき１株につき 28282828円円円円
　　（総額　　（総額　　（総額　　（総額 1,0151,0151,0151,015億円）億円）億円）億円）

配当性向配当性向配当性向配当性向 21.621.621.621.6％％％％
　　　　　　　　　　　　　　　　（前期（前期（前期（前期 27.827.827.827.8％）％）％）％）

年間配当年間配当年間配当年間配当年間配当年間配当年間配当年間配当

（配当総額＋自己株式消却額）
単独当期利益

株主還元率＝

合計　２，３０７億円、　株主還元率＝４９．１％合計　２，３０７億円、　株主還元率＝４９．１％合計　２，３０７億円、　株主還元率＝４９．１％合計　２，３０７億円、　株主還元率＝４９．１％
　　　　　　　（３，７３７億円）　　　　　　　　　　　　　　　　（３，７３７億円）　　　　　　　　　　　　　　　　（３，７３７億円）　　　　　　　　　　　　　　　　（３，７３７億円）　　　　　　　　　 （７９．５％）（７９．５％）（７９．５％）（７９．５％）

単独単独



17

0000

1 ,0001 ,0001 ,0001 ,000

2 ,0002 ,0002 ,0002 ,000

3 ,0003 ,0003 ,0003 ,000

4 ,0004 ,0004 ,0004 ,000

95/395/395/395/3 96/396/396/396/3 97/397/397/397/3 98/398/398/398/3 99/399/399/399/3 00/300/300/300/3 01/301/301/301/3 02/302/302/302/3

0%0%0%0%

20%20%20%20%

40%40%40%40%

60%60%60%60%

80%80%80%80%

100%100%100%100%

120%120%120%120%

配当総額配当総額配当総額配当総額 自己株消却額自己株消却額自己株消却額自己株消却額 株主還元率*株主還元率*株主還元率*株主還元率*

* * * * （配当総額（配当総額（配当総額（配当総額++++自己株式消却額）÷純利益自己株式消却額）÷純利益自己株式消却額）÷純利益自己株式消却額）÷純利益 国内基準の単独決算ベース国内基準の単独決算ベース国内基準の単独決算ベース国内基準の単独決算ベース
（注）（注）（注）（注） 95959595年年年年3333月期は決算期変更の為、月期は決算期変更の為、月期は決算期変更の為、月期は決算期変更の為、9999ヵ月決算。ヵ月決算。ヵ月決算。ヵ月決算。
（注）（注）（注）（注） 00000000年年年年3333月期は、月期は、月期は、月期は、NYSE/LSENYSE/LSENYSE/LSENYSE/LSE上場等による法律上の制約から消却額は相対的に減少上場等による法律上の制約から消却額は相対的に減少上場等による法律上の制約から消却額は相対的に減少上場等による法律上の制約から消却額は相対的に減少

株主還元について②株主還元について②
単独単独

配　当配　当配　当配　当 ：：：： 毎期着実に増配毎期着実に増配毎期着実に増配毎期着実に増配

自己株式の消却累計額自己株式の消却累計額自己株式の消却累計額自己株式の消却累計額 ：：：： 9,2199,2199,2199,219億円（予定を含む）億円（予定を含む）億円（予定を含む）億円（予定を含む）

14141414。。。。5555 19191919
22222222 23232323 23232323 24242424 25252525

28282828円円円円////株株株株

　（予定）　（予定）　（予定）　（予定）

消却予定額１，４３０億円消却予定額１，４３０億円消却予定額１，４３０億円消却予定額１，４３０億円

・

（億円）（億円）（億円）（億円）
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ⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢ. . . . . . . . 次期の見通し次期の見通し次期の見通し次期の見通し次期の見通し次期の見通し次期の見通し次期の見通し
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次期見通し次期見通し

(＋20)(＋20)(＋20)(＋20) (+397)(+397)(+397)(+397) (＋108)(＋108)(＋108)(＋108) (＋575)(＋575)(＋575)(＋575)

連連連連 結結結結 598598598598 9,8009,8009,8009,800 7,1007,1007,1007,100 6,5006,5006,5006,500

(＋6)(＋6)(＋6)(＋6) (+187)(+187)(+187)(+187) (△7)(△7)(△7)(△7)

（（（（ 日日日日 本本本本 ）））） 228228228228 5,5005,5005,5005,500 4,5004,5004,5004,500

(＋9)(＋9)(＋9)(＋9) (+387)(+387)(+387)(+387) (＋38)(＋38)(＋38)(＋38)

（（（（ 北北北北 米米米米 ）））） 187187187187 2,9002,9002,9002,900 1,6001,6001,6001,600

(△8)*(△8)*(△8)*(△8)* (＋16)(＋16)(＋16)(＋16) (＋28)(＋28)(＋28)(＋28)

（（（（ 欧欧欧欧 州州州州 ）））） 78787878 900900900900 600600600600

(＋13)*(＋13)*(＋13)*(＋13)* (△193)(△193)(△193)(△193) (+49)(+49)(+49)(+49)

（（（（そそそそのののの他他他他）））） 105105105105 500500500500 400400400400

連結連結

（（（（ ）内）内）内）内 は前期からの増減は前期からの増減は前期からの増減は前期からの増減

販売台数販売台数販売台数販売台数販売台数販売台数販売台数販売台数
（万台）（万台）（万台）（万台）（万台）（万台）（万台）（万台）

設備投資設備投資設備投資設備投資設備投資設備投資設備投資設備投資
（億円）（億円）（億円）（億円）（億円）（億円）（億円）（億円）

減価償却費減価償却費減価償却費減価償却費減価償却費減価償却費減価償却費減価償却費
（億円）（億円）（億円）（億円）（億円）（億円）（億円）（億円）

研究開発費研究開発費研究開発費研究開発費研究開発費研究開発費研究開発費研究開発費
（億円）（億円）（億円）（億円）（億円）（億円）（億円）（億円）

＊当期１２ヶ月換算値との比較では、欧州＋５、その他＋２４万台＊当期１２ヶ月換算値との比較では、欧州＋５、その他＋２４万台＊当期１２ヶ月換算値との比較では、欧州＋５、その他＋２４万台＊当期１２ヶ月換算値との比較では、欧州＋５、その他＋２４万台
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台数等の見通し

生産生産生産生産 国内国内国内国内 326326326326 万台万台万台万台 336336336336 万台万台万台万台

海外海外海外海外 215215215215 183183183183

国内販売国内販売国内販売国内販売 175175175175 172172172172

輸出輸出輸出輸出 160160160160 170170170170

海外現地販売海外現地販売海外現地販売海外現地販売 370370370370 360360360360

住宅住宅住宅住宅 3,4003,4003,4003,400 戸戸戸戸 3,0953,0953,0953,095 戸戸戸戸

次期見通し次期見通し次期見通し次期見通し次期見通し次期見通し次期見通し次期見通し
(02/4(02/4(02/4(02/4(02/4(02/4(02/4(02/4--------03/3)03/3)03/3)03/3)03/3)03/3)03/3)03/3)

当期実績当期実績当期実績当期実績当期実績当期実績当期実績当期実績
(01/4(01/4(01/4(01/4(01/4(01/4(01/4(01/4--------02/3)02/3)02/3)02/3)02/3)02/3)02/3)02/3)

単独単独
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業績見通し

億円億円億円億円 億円億円億円億円 億円億円億円億円

売売売売 上上上上 高高高高 83,00083,00083,00083,000 82,84982,84982,84982,849 151151151151
億円億円億円億円 億円億円億円億円 億円億円億円億円

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益 7,5007,5007,5007,500 7,4897,4897,4897,489 11111111
億円億円億円億円 億円億円億円億円 億円億円億円億円

経経経経 常常常常 利利利利 益益益益 7,7007,7007,7007,700 7,6897,6897,6897,689 11111111
億円億円億円億円 億円億円億円億円 億円億円億円億円

当当当当 期期期期 利利利利 益益益益 5,5005,5005,5005,500 4,7024,7024,7024,702 798798798798

為替レート為替レート為替レート為替レート 125円/$125円/$125円/$125円/$ 125円/$125円/$125円/$125円/$ ----

110円/ユーロ110円/ユーロ110円/ユーロ110円/ユーロ 110円/ユーロ110円/ユーロ110円/ユーロ110円/ユーロ ----

次期見通し次期見通し次期見通し次期見通し次期見通し次期見通し次期見通し次期見通し
(02/4(02/4(02/4(02/4(02/4(02/4(02/4(02/4--------03/3)03/3)03/3)03/3)03/3)03/3)03/3)03/3)

当期実績当期実績当期実績当期実績当期実績当期実績当期実績当期実績
(01/4(01/4(01/4(01/4(01/4(01/4(01/4(01/4--------02/3)02/3)02/3)02/3)02/3)02/3)02/3)02/3)

増減増減増減増減増減増減増減増減

単独単独
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自己株式の取得自己株式の取得

　　　　　金額　　　　　金額　　　　　金額　　　　　金額 ：：：： 6666，，，，000 000 000 000 億円億円億円億円

　　　　　株数　　　　　株数　　　　　株数　　　　　株数 ：：：： 170170170170百万株百万株百万株百万株

（本年株主総会～次年度総会）　（本年株主総会～次年度総会）　（本年株主総会～次年度総会）　（本年株主総会～次年度総会）　

授　権　枠授　権　枠授　権　枠授　権　枠授　権　枠授　権　枠授　権　枠授　権　枠

単独単独
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ⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣ. . . . . . . . 後に後に後に後に後に後に後に後に
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0.00.00.00.0

0.50.50.50.5

1.01.01.01.0

1.51.51.51.5

2.02.02.02.0

2.52.52.52.5

3.03.03.03.0

3.53.53.53.5

4.04.04.04.0

4.54.54.54.5

1990199019901990 1991199119911991 1992199219921992 1993199319931993 1994199419941994 1995199519951995 1996199619961996 1997199719971997 1998199819981998 1999199919991999 2000200020002000 2001200120012001

長期安定的な収益実績連結連結

80808080

90909090

100100100100

110110110110

120120120120

130130130130

140140140140

150150150150

160160160160

為替レート (円/ドル)為替レート (円/ドル)為替レート (円/ドル)為替レート (円/ドル)

累計当期利益累計当期利益累計当期利益累計当期利益

* * * * 累計当期利益は日本会計基準の連結決算ベース累計当期利益は日本会計基準の連結決算ベース累計当期利益は日本会計基準の連結決算ベース累計当期利益は日本会計基準の連結決算ベース

((((兆円兆円兆円兆円)))) ((((円円円円////ドルドルドルドル))))
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0000

50505050

100100100100

150150150150

200200200200

250250250250

300300300300

350350350350

1991199119911991 1992199219921992 1993199319931993 1994199419941994 1995199519951995 1996199619961996 1997199719971997 1998199819981998 1999199919991999 2000200020002000 2001200120012001 2002200220022002

指
　
数

指
　
数

指
　
数

指
　
数

トヨタ・シェアトヨタ・シェアトヨタ・シェアトヨタ・シェア 東証東証東証東証

＊＊＊＊ 各決算期末時点、１９９１年を１００として指数化各決算期末時点、１９９１年を１００として指数化各決算期末時点、１９９１年を１００として指数化各決算期末時点、１９９１年を１００として指数化

東証時価総額指数東証時価総額指数東証時価総額指数東証時価総額指数

（（（（4.4%4.4%4.4%4.4%））））

（（（（1.4%1.4%1.4%1.4%））））

　　　時価総額の長期安定的向上
時価総額（東証におけるトヨタ・シェア）の推移時価総額（東証におけるトヨタ・シェア）の推移時価総額（東証におけるトヨタ・シェア）の推移時価総額（東証におけるトヨタ・シェア）の推移時価総額（東証におけるトヨタ・シェア）の推移時価総額（東証におけるトヨタ・シェア）の推移時価総額（東証におけるトヨタ・シェア）の推移時価総額（東証におけるトヨタ・シェア）の推移時価総額（東証におけるトヨタ・シェア）の推移時価総額（東証におけるトヨタ・シェア）の推移時価総額（東証におけるトヨタ・シェア）の推移時価総額（東証におけるトヨタ・シェア）の推移

東証におけるトヨタ時価東証におけるトヨタ時価東証におけるトヨタ時価東証におけるトヨタ時価
総額のシェア指数総額のシェア指数総額のシェア指数総額のシェア指数

単独単独
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