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1.  平成24年3月期の連結業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

 

(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 ％

24年3月期 18,583,653 △2.2 355,627 △24.1 432,873 △23.2 283,559 △30.5

23年3月期 18,993,688 0.2 468,279 217.4 563,290 93.3 408,183 94.9

（注）当期包括利益 24年3月期 341,694百万円 （128.2％） 23年3月期 149,704百万円 （△70.9％）

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 ％ ％ ％

24年3月期 90.21 90.20 2.7 1.4 1.9
23年3月期 130.17 130.16 3.9 1.9 2.5

（参考） 持分法投資損益 24年3月期  197,701百万円 23年3月期  215,016百万円

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

24年3月期 30,650,965 11,066,478 10,550,261 34.4 3,331.51
23年3月期 29,818,166 10,920,024 10,332,371 34.7 3,295.08

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

24年3月期 1,452,435 △1,442,658 △355,347 1,679,200
23年3月期 2,024,009 △2,116,344 434,327 2,080,709

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 ％ ％

23年3月期 ― 20.00 ― 30.00 50.00 156,791 38.4 1.5
24年3月期 ― 20.00 ― 30.00 50.00 157,718 55.6 1.5

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）

 

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

1株当たり当社
株主に帰属す
る当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 22,000,000 18.4 1,000,000 181.2 1,160,000 168.0 760,000 168.0 239.99



※  注記事項 

(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) 会計方針の変更 

(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会計方針の変更  ： 有

② ①以外の会計方針の変更  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期 3,447,997,492 株 23年3月期 3,447,997,492 株

② 期末自己株式数 24年3月期 281,187,739 株 23年3月期 312,298,805 株

③ 期中平均株式数 24年3月期 3,143,470,129 株 23年3月期 3,135,880,538 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成24年3月期の個別業績（平成23年4月1日～平成24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 ％

24年3月期 8,241,176 △0.0 △439,805 ― 23,098 ― 35,844 △32.1

23年3月期 8,242,830 △4.1 △480,938 ― △47,012 ― 52,764 101.5

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

24年3月期 11.40 11.40
23年3月期 16.83 16.83

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

24年3月期 10,612,765 6,634,666 62.4 2,091.65
23年3月期 9,593,164 6,538,399 68.0 2,081.64

（参考） 自己資本 24年3月期  6,623,868百万円 23年3月期  6,527,392百万円

2. 平成25年 3月期の個別業績予想（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）

※ 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 
 本決算要旨には、当社(連結子会社を含む)の見通し等の将来に関する記述が含まれております。これらの将来に関する記述は、当社が現在入手している情
報を基礎とした判断および仮定に基づいており、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、将
来における当社の実際の業績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は多数あり、以下のようなものが含まれます。 
・生産および販売面への影響を含む、自然災害による様々な影響 
・主要市場における経済情勢および需要ならびに競争状況等の変動 
・為替相場の変動 (主に円/米ドル相場、円/ユーロ相場)および金利変動 
・金融市場における資金調達環境の変動および金融サービスにおける競争激化 
・効果的な販売・流通を実施する当社の能力 
・原価低減や設備投資を計画通り実施する当社の能力 
・当社の主要市場におけるリコール等改善措置を含む安全性、貿易、環境保全、自動車排ガス、燃費効率等、 
 当社の事業や財務状況に影響を与える各種法律、規制 
・主要市場における政治情勢 
・適宜、顧客のニーズに対応した新製品を開発し市場へ投入する当社の能力 
・ブランド・イメージの毀損 
・仕入先への部品供給の依存 
・原材料価格の上昇 
・その他当社が事業活動を行う上での様々な障害 
 以上の不確実性および変動要素全般に関する詳細については、当社の有価証券報告書または米国証券取引委員会に提出された年次報告書 (フォーム20-
F) をご参照ください。 
 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。 

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 9,500,000 15.3 △70,000 ― 440,000 ― 360,000 904.3 113.68













































  
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23年３月31日)

当事業年度
(平成24年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 40,926 163,720

売掛金 596,450 1,026,650

有価証券 1,302,090 1,239,157

商品及び製品 56,182 154,854

仕掛品 72,062 74,323

原材料及び貯蔵品 100,037 103,290

未収還付法人税等 20,112 20,391

短期貸付金 298,794 494,649

繰延税金資産 369,359 404,802

その他 287,622 631,088

貸倒引当金 △900 △2,300

流動資産合計 3,142,738 4,310,629

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 380,605 356,071

構築物（純額） 43,237 40,574

機械及び装置（純額） 229,189 187,782

車両運搬具（純額） 18,328 17,255

工具、器具及び備品（純額） 65,233 61,914

土地 379,990 384,136

建設仮勘定 83,873 82,878

有形固定資産合計 1,200,458 1,130,612

投資その他の資産

投資有価証券 2,721,813 2,752,772

関係会社株式・出資金 1,889,205 1,965,714

長期貸付金 322,276 199,730

繰延税金資産 197,245 136,183

その他 141,025 138,823

貸倒引当金 △21,600 △21,700

投資その他の資産合計 5,249,966 5,171,524

固定資産合計 6,450,425 6,302,136

資産合計 9,593,164 10,612,765
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当事業年度
(平成24年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 674 39

電子記録債務 － 279,916

買掛金 390,907 823,201

短期借入金 10,000 160,000

1年内返済予定の長期借入金 163,800 65,000

1年内償還予定の社債 － 150,000

未払金 308,458 322,054

未払費用 741,604 794,039

預り金 449,748 663,112

その他 29,845 44,965

流動負債合計 2,095,039 3,302,328

固定負債

社債 530,000 380,000

長期借入金 145,147 9,982

退職給付引当金 269,541 273,356

その他 15,037 12,431

固定負債合計 959,725 675,770

負債合計 3,054,765 3,978,099

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 －

資本剰余金合計 418,103 416,970

利益剰余金

利益準備金 99,454 99,454

その他利益剰余金

特別償却準備金 1,194 885

固定資産圧縮積立金 8,956 9,641

別途積立金 6,340,926 6,340,926

繰越利益剰余金 316,890 148,968

利益剰余金合計 6,767,422 6,599,875

自己株式 △1,279,668 △1,152,142

株主資本合計 6,302,907 6,261,754

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 224,485 362,114

評価・換算差額等合計 224,485 362,114

新株予約権 11,006 10,797

純資産合計 6,538,399 6,634,666

負債純資産合計 9,593,164 10,612,765
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  (2) 損益計算書

(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成22年４月１日
 至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日
 至 平成24年３月31日)

売上高 8,242,830 8,241,176

売上原価 7,601,036 7,742,254

売上総利益 641,794 498,922

販売費及び一般管理費 1,122,733 938,728

営業損失（△） △480,938 △439,805

営業外収益

受取利息 31,262 30,752

受取配当金 331,293 475,206

その他 160,760 96,944

営業外収益合計 523,316 602,903

営業外費用

支払利息 15,138 12,477

その他 74,251 127,521

営業外費用合計 89,390 139,999

経常利益・損失（△） △47,012 23,098

税引前当期純利益・損失（△） △47,012 23,098

法人税、住民税及び事業税 16,500 15,800

法人税等調整額 △116,277 △28,546

法人税等合計 △99,777 △12,746

当期純利益 52,764 35,844
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 (3) 株主資本等変動計算書

(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成22年４月１日
 至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日
 至 平成24年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 397,049 397,049

当期末残高 397,049 397,049

資本剰余金

資本準備金

当期首残高 416,970 416,970

当期末残高 416,970 416,970

その他資本剰余金

当期首残高 1,132 1,132

当期変動額

自己株式の処分 － △1,132

当期変動額合計 － △1,132

当期末残高 1,132 －

資本剰余金合計

当期首残高 418,103 418,103

当期変動額

自己株式の処分 － △1,132

当期変動額合計 － △1,132

当期末残高 418,103 416,970

利益剰余金

利益準備金

当期首残高 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

当期首残高 12 －

当期変動額

海外投資等損失準備金の取崩 △12 －

当期変動額合計 △12 －

当期末残高 － －

特別償却準備金

当期首残高 1,791 1,194

当期変動額

特別償却準備金の積立 188 125

特別償却準備金の取崩 △786 △434

当期変動額合計 △597 △308

当期末残高 1,194 885

固定資産圧縮積立金

当期首残高 8,462 8,956

当期変動額

固定資産圧縮積立金の積立 516 705

固定資産圧縮積立金の取崩 △21 △21

当期変動額合計 494 684

当期末残高 8,956 9,641
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成22年４月１日
 至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日
 至 平成24年３月31日)

別途積立金

当期首残高 6,340,926 6,340,926

当期末残高 6,340,926 6,340,926

繰越利益剰余金

当期首残高 405,130 316,890

当期変動額

海外投資等損失準備金の取崩 12 －

特別償却準備金の積立 △188 △125

特別償却準備金の取崩 786 434

固定資産圧縮積立金の積立 △516 △705

固定資産圧縮積立金の取崩 21 21

剰余金の配当 △141,119 △156,784

当期純利益 52,764 35,844

自己株式の処分 － △46,607

当期変動額合計 △88,239 △167,922

当期末残高 316,890 148,968

利益剰余金合計

当期首残高 6,855,777 6,767,422

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 △141,119 △156,784

当期純利益 52,764 35,844

自己株式の処分 － △46,607

当期変動額合計 △88,355 △167,546

当期末残高 6,767,422 6,599,875

自己株式

当期首残高 △1,278,708 △1,279,668

当期変動額

自己株式の取得 △960 △115

自己株式の処分 － 127,642

当期変動額合計 △960 127,526

当期末残高 △1,279,668 △1,152,142

株主資本合計

当期首残高 6,392,222 6,302,907

当期変動額

剰余金の配当 △141,119 △156,784

当期純利益 52,764 35,844

自己株式の取得 △960 △115

自己株式の処分 － 79,902

当期変動額合計 △89,315 △41,152

当期末残高 6,302,907 6,261,754
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成22年４月１日
 至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日
 至 平成24年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

当期首残高 236,133 224,485

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11,648 137,628

当期変動額合計 △11,648 137,628

当期末残高 224,485 362,114

繰延ヘッジ損益

当期首残高 186 －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △186 －

当期変動額合計 △186 －

当期末残高 － －

評価・換算差額等合計

当期首残高 236,319 224,485

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11,834 137,628

当期変動額合計 △11,834 137,628

当期末残高 224,485 362,114

新株予約権

当期首残高 9,149 11,006

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,857 △208

当期変動額合計 1,857 △208

当期末残高 11,006 10,797

純資産合計

当期首残高 6,637,692 6,538,399

当期変動額

剰余金の配当 △141,119 △156,784

当期純利益 52,764 35,844

自己株式の取得 △960 △115

自己株式の処分 － 79,902

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △9,977 137,420

当期変動額合計 △99,292 96,267

当期末残高 6,538,399 6,634,666

  (4) 継続企業の前提に関する注記
 

        該当事項はありません。
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