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1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

(注) 包括利益    23年3月期  110,297百万円 ( △76.6 ％)   22年3月期  470,402百万円 (  ― ％) 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 税引前当期純利益
当社株主に帰属する当期純

利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 18,993,688 0.2 468,279 217.4 563,290 93.3 408,183 94.9
22年3月期 18,950,973 △7.7 147,516 ― 291,468 ― 209,456 ―

1株当たり当社株主に帰属
する当期純利益

希薄化後1株当たり当社株
主に帰属する当期純利益

株主資本当社株主
に帰属する当期純

利益率

総資産税引前当期
純利益率

売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年3月期 130.17 130.16 3.9 1.9 2.5
22年3月期 66.79 66.79 2.1 1.0 0.8

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  215,016百万円 22年3月期  45,408百万円

総資産 資本合計（純資産） 株主資本 株主資本比率 1株当たり株主資本
百万円 百万円 百万円 ％ 円 銭

23年3月期 29,818,166 10,920,024 10,332,371 34.7 3,295.08
22年3月期 30,349,287 10,930,443 10,359,723 34.1 3,303.49

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

23年3月期 2,024,009 △2,116,344 434,327 2,080,709
22年3月期 2,558,530 △2,850,184 △277,982 1,865,746

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

株主資本配
当率（連結）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 百万円 ％ ％

22年3月期 ― 20.00 ― 25.00 45.00 141,120 67.4 1.4
23年3月期 ― 20.00 ― 30.00 50.00 156,791 38.4 1.5

24年3月期(予想) ― ― ― ― ― ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
 東日本大震災の影響により、現時点では合理的な業績予想の算定ができないため、未定としています。今後、業績予想の開示が可能となった時点で速
やかに開示いたします。 



4.  その他 

(1) 期中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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

(注) 詳細は、【添付資料】 P13. (6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 3,447,997,492 株 22年3月期 3,447,997,492 株

② 期末自己株式数 23年3月期 312,298,805 株 22年3月期 312,002,149 株

③ 期中平均株式数 23年3月期 3,135,880,538 株 22年3月期 3,135,986,228 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 8,242,830 △4.1 △480,938 ― △47,012 ― 52,764 101.5
22年3月期 8,597,872 △7.3 △328,061 ― △77,120 ― 26,188 △53.8

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

23年3月期 16.83 16.83
22年3月期 8.35 8.35

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 9,593,164 6,538,399 68.0 2,081.64
22年3月期 10,350,776 6,637,692 64.0 2,113.70

（参考） 自己資本 23年3月期  6,527,392百万円 22年3月期  6,628,542百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査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 
 本決算要旨内の連結財務諸表は、米国会計基準により作成されています。 
 特定の過年度の金額は、当期の表示に合わせて組替えが行われ再表示されています。 



































  

６．個別財務諸表

 (1) 貸借対照表

(単位：百万円)

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 43,181 40,926

売掛金 1,108,417 596,450

有価証券 2,177,316 1,302,090

商品及び製品 120,817 56,182

仕掛品 72,720 72,062

原材料及び貯蔵品 59,653 100,037

未収還付法人税等 5,255 20,112

短期貸付金 383,137 298,794

繰延税金資産 318,318 369,359

その他 546,986 287,622

貸倒引当金 △1,700 △900

流動資産合計 4,834,106 3,142,738

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 412,666 380,605

構築物（純額） 46,802 43,237

機械及び装置（純額） 291,059 229,189

車両運搬具（純額） 18,948 18,328

工具、器具及び備品（純額） 76,076 65,233

土地 399,664 379,990

建設仮勘定 93,159 83,873

有形固定資産合計 1,338,377 1,200,458

投資その他の資産

投資有価証券 1,529,014 2,721,813

関係会社株式・出資金 1,911,791 1,889,205

長期貸付金 460,362 322,276

繰延税金資産 128,684 197,245

その他 170,239 141,025

貸倒引当金 △21,800 △21,600

投資その他の資産合計 4,178,292 5,249,966

固定資産合計 5,516,670 6,450,425

資産合計 10,350,776 9,593,164
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 894 674

買掛金 1,023,947 390,907

短期借入金 － 10,000

1年内返済予定の長期借入金 150,000 163,800

1年内償還予定の社債 50,000 －

未払金 297,681 308,458

未払費用 634,221 741,604

預り金 352,914 449,748

その他 25,540 29,845

流動負債合計 2,535,200 2,095,039

固定負債

社債 530,000 530,000

長期借入金 363,185 145,147

退職給付引当金 270,635 269,541

その他 14,063 15,037

固定負債合計 1,177,884 959,725

負債合計 3,713,084 3,054,765

純資産の部

株主資本

資本金 397,049 397,049

資本剰余金

資本準備金 416,970 416,970

その他資本剰余金 1,132 1,132

資本剰余金合計 418,103 418,103

利益剰余金

利益準備金 99,454 99,454

その他利益剰余金

海外投資等損失準備金 12 －

特別償却準備金 1,791 1,194

固定資産圧縮積立金 8,462 8,956

別途積立金 6,340,926 6,340,926

繰越利益剰余金 405,130 316,890

利益剰余金合計 6,855,777 6,767,422

自己株式 △1,278,708 △1,279,668

株主資本合計 6,392,222 6,302,907

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 236,133 224,485

繰延ヘッジ損益 186 －

評価・換算差額等合計 236,319 224,485

新株予約権 9,149 11,006

純資産合計 6,637,692 6,538,399

負債純資産合計 10,350,776 9,593,164
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 (2) 損益計算書

(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
 至 平成23年３月31日)

売上高 8,597,872 8,242,830

売上原価 7,866,781 7,601,036

売上総利益 731,090 641,794

販売費及び一般管理費 1,059,151 1,122,733

営業損失（△） △328,061 △480,938

営業外収益

受取利息 40,326 31,262

受取配当金 242,562 331,293

その他 111,856 160,760

営業外収益合計 394,745 523,316

営業外費用

支払利息 14,839 15,138

その他 128,966 74,251

営業外費用合計 143,805 89,390

経常損失（△） △77,120 △47,012

税引前当期純損失（△） △77,120 △47,012

法人税、住民税及び事業税 △3,600 16,500

法人税等調整額 △99,708 △116,277

法人税等合計 △103,308 △99,777

当期純利益 26,188 52,764

- 19 -

トヨタ自動車㈱ (7203) 平成23年３月期決算短信



  
  

 (3) 株主資本等変動計算書

(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
 至 平成23年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 397,049 397,049

当期末残高 397,049 397,049

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 416,970 416,970

当期末残高 416,970 416,970

その他資本剰余金

前期末残高 1,287 1,132

当期変動額

自己株式の処分 △155 －

当期変動額合計 △155 －

当期末残高 1,132 1,132

資本剰余金合計

前期末残高 418,258 418,103

当期変動額

自己株式の処分 △155 －

当期変動額合計 △155 －

当期末残高 418,103 418,103

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 99,454 99,454

当期末残高 99,454 99,454

その他利益剰余金

海外投資等損失準備金

前期末残高 25 12

当期変動額

海外投資等損失準備金の取崩 △12 △12

当期変動額合計 △12 △12

当期末残高 12 －

特別償却準備金

前期末残高 2,573 1,791

当期変動額

特別償却準備金の積立 379 188

特別償却準備金の取崩 △1,160 △786

当期変動額合計 △781 △597

当期末残高 1,791 1,194

固定資産圧縮積立金

前期末残高 8,451 8,462

当期変動額

固定資産圧縮積立金の積立 30 516

固定資産圧縮積立金の取崩 △19 △21

当期変動額合計 11 494

当期末残高 8,462 8,956
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
 至 平成23年３月31日)

別途積立金

前期末残高 6,340,926 6,340,926

当期末残高 6,340,926 6,340,926

繰越利益剰余金

前期末残高 550,634 405,130

当期変動額

海外投資等損失準備金の取崩 12 12

特別償却準備金の積立 △379 △188

特別償却準備金の取崩 1,160 786

固定資産圧縮積立金の積立 △30 △516

固定資産圧縮積立金の取崩 19 21

剰余金の配当 △172,476 △141,119

当期純利益 26,188 52,764

当期変動額合計 △145,504 △88,239

当期末残高 405,130 316,890

利益剰余金合計

前期末残高 7,002,065 6,855,777

当期変動額

海外投資等損失準備金の取崩 － －

特別償却準備金の積立 － －

特別償却準備金の取崩 － －

固定資産圧縮積立金の積立 － －

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

剰余金の配当 △172,476 △141,119

当期純利益 26,188 52,764

当期変動額合計 △146,287 △88,355

当期末残高 6,855,777 6,767,422

自己株式

前期末残高 △1,279,189 △1,278,708

当期変動額

自己株式の取得 △165 △960

自己株式の処分 646 －

当期変動額合計 481 △960

当期末残高 △1,278,708 △1,279,668

株主資本合計

前期末残高 6,538,184 6,392,222

当期変動額

剰余金の配当 △172,476 △141,119

当期純利益 26,188 52,764

自己株式の取得 △165 △960

自己株式の処分 491 －

当期変動額合計 △145,961 △89,315

当期末残高 6,392,222 6,302,907
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      該当事項はありません。 

  

(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
 至 平成23年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 106,158 236,133

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 129,974 △11,648

当期変動額合計 129,974 △11,648

当期末残高 236,133 224,485

繰延ヘッジ損益

前期末残高 517 186

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △331 △186

当期変動額合計 △331 △186

当期末残高 186 －

評価・換算差額等合計

前期末残高 106,676 236,319

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 129,643 △11,834

当期変動額合計 129,643 △11,834

当期末残高 236,319 224,485

新株予約権

前期末残高 7,055 9,149

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,093 1,857

当期変動額合計 2,093 1,857

当期末残高 9,149 11,006

純資産合計

前期末残高 6,651,917 6,637,692

当期変動額

剰余金の配当 △172,476 △141,119

当期純利益 26,188 52,764

自己株式の取得 △165 △960

自己株式の処分 491 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 131,736 △9,977

当期変動額合計 △14,224 △99,292

当期末残高 6,637,692 6,538,399

 (4) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況
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