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株主の皆様へ

1

株主の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお喜

び申しあげます。また、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼

を申しあげます。ここに、第101期（平成16年4月1日か

ら平成17年3月31日まで）事業報告書をお届け致します。

■当期の業績

当期の業績は、お客様のニーズを捉えた魅力あふれる新

商品の投入や、海外事業の積極的な展開により、連結ベース

での世界総販売台数は過去最高の740万8千台を記録し

ました。これにより、連結売上高、営業利益および当期純利

益のいずれも、過去最高を更新しました。また当期の配当に

つきましては、期末の配当金を15円増配し1株につき40

円とさせていただきました。中間配当金とあわせ、年間とし

ては20円増加の1株につき65円となり、6期連続の増配

を実現することができました。

■事業の概況

地域別に事業の概況を見ますと、日本では、「マークⅡ」を

「マークＸ」に一新するとともに、「クラウン　マジェスタ」、

「ヴィッツ」のフルモデルチェンジなどを行い、販売シェアを

拡大することができました。一方海外では、タイ、アルゼン

チンなどにおいて、グローバルな開発と最適な生産供給体

制の構築を目指したＩＭＶシリーズの生産がスタートし、世

界7カ国で順調に生産を開始しています。北米では若年層

をターゲットにした「サイオン」を全米展開し、欧州でも、

「アベンシス」などコアモデルの販売が好調に推移したこと

により、両地域共に過去最高の販売台数を達成することが

できました。中国では、包括的な提携関係にある第一汽車集

団との合弁で、「クラウン」の生産を開始し、さらに広州汽車

とは、車両の生産・販売を行う新会社を設立するなど事業基

盤を拡大しています。

■経営課題と戦略

世界の自動車業界においては、メーカー各社が相次いで

新型車を投入し、同時に地球環境問題に対応した次世代技

術の開発を強化するなど、熾烈な競争にしのぎを削ってい

ます。当社はこの競争に勝ち抜くために、まず、当面の課題

として、レクサスブランドを日本国内に導入し「21世紀の

グローバルプレミアムブランド」の確立に向け取り組みます。

また、ハイブリッドシステムを環境対応のコア技術としライ

ンナップの充実を図ります。さらに海外では、新工場の立ち

上げなど重点プロジェクトを着実に遂行していきます。中長

期的課題としては、お客様のニーズを先取りした魅力ある商

品の開発、車両安全技術の開発と商品化の推進、環境問題対

策のグローバルな強化、世界トップ品質の維持とコスト競争

力の強化、次世代を担う人材の育成に取り組みます。トヨタ

はこうした課題への取り組みを通して、21世紀も社会と調

和のとれた成長を続ける企業として、株主価値の向上を図っ

てまいります。株主の皆様におかれましては、引き続き変わ

らぬご支援とご指導を賜りますようお願い申しあげます。

平成17年6月

取締役会長 取締役社長
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連結財務ハイライト
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単位：億円（1株当たり情報を除く） 増減率（%）

平成15年3月期 平成16年3月期 平成17年3月期 16/3 VS 17/3

売上高 ............................................................................... 155,015 172,947 185,515 7.3

営業利益 ........................................................................... 12,716 16,668 16,721 0.3

税引前利益 ....................................................................... 12,266 17,657 17,546 △0.6

当期純利益 ....................................................................... 7,509 11,620 11,712 0.8

1株当たり情報（単位：円）:

当期純利益（基本）...................................................... 211.32 342.90 355.35 3.6

〃 （希薄化後）.............................................. 211.32 342.86 355.28 3.6

株主資本 ....................................................................... 2,063.43 2,456.08 2,767.67 12.7

総資産 ............................................................................... 201,529 220,402 243,350 10.4

株主資本 ........................................................................... 71,210 81,785 90,449 10.6

億円未満切り捨て
（注） 当社の連結財務諸表は、米国会計基準により作成しています。

マークX



連結営業の概況
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当期の事業セグメント別の業績は、「自動車」、「金融」、「その他」のすべての部門において、増収を達成すること

ができました。主力の「自動車」事業は、世界の全地域でバランス良く販売を拡大するなど好調に推移し、売上、

販売台数共に過去最高となりました。「金融」事業においても、融資残高の増加などにより、前期より大幅に業績

を向上させました。「その他」事業においても、収益力の強化が図られています。

[事業の種類別セグメントの状況 ]

≫金　融 売上高は前期比

6.0％増の7,812億円、営

業利益は、同 37.6%増の

2,008 億円となりました。

好調な自動車販売に伴い融資

残高が増加したことに加え、

米国の販売金融子会社が米国

財務会計基準書第91号に従

い、融資の実行に直接要した

支出を過年度の支出分も含め

て当期に資産計上したことに

より、収益が拡大しました。

≫その他 売上高は前期比

15．0％増の1兆303億円、

営業利益は同2.2倍の337

億円となりました。住宅事業

における販売戸数は過去最高

の5,283戸になるなど、生

産および販売が好調に推移

し、増益となりました。

≫自動車 売上高は前期比7.1％増の17兆1,135億

円、営業利益は前期比4.4％減の1兆4,525億円とな

りました。世界全地域での生産と販売の増加と、原価改

善活動によるプラス要因はあったものの、円高の影響や

厚生年金基金代行部分返上益が減少したこと、および研

究開発費用等が増加したことにより減益となりました。
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所在地別セグメントの営業利益は、全地域で増収になったことに加え、「北米」「欧州」「その他」は前期実績を

大幅に上回る増益となりました。全世界でバランスの取れた収益構造となっています。

[所在地別セグメントの状況 ]

アイシス

≫日　本 売上高は前期比

3.6 ％増の 12 兆 41 億円、

営業利益は同10.9 ％減の

9,872億円となりました。生

産および販売台数の増加と、原

価改善活動によるプラス要因

はあったものの、円高の影響や

厚生年金基金代行部分返上益

が減少したこと、および研究開

発費用等が増加したことにより

減益となりました。

≫北　米 売上高は前期比

4.0％増の6兆3,734億円、

営業利益は同 14.5 ％増の

4,475億円となりました。ト

ヨタ、レクサスブランドに加え

て、「サイオン」の全米展開な

どにより過去最高の販売台数

を達成しました。また、現地

生産子会社の原価改善の努力、

米国の販売金融子会社の好業

績などが寄与し、高水準の利

益を確保しました。

≫欧　州 売上高は前期比

14.6 ％増の 2兆 4,794 億

円、営業利益は同49.8 ％増

の1,085億円となりました。

ディーゼル車のラインナップ

強化などもあり、生産および

販売が増加したことや、現地

生産子会社の原価改善、さら

には販売体制の強化により収

益を大幅に拡大しました。

≫その他 売上高は前期比

18.9％増の2兆8,091億円、

営業利益は同 45.7 ％増の

1,412 億円となりました。

IMVを中心とした現地生産が

拡大し、販売が好調に推移し

たことにより、大幅に業績を

伸ばしました。
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≫北米「サイオン」の
全米展開を本格開始

若年層の顧客獲得を目的

に立ち上がった「サイオン」

プロジェクト。一昨年 6

月、カリフォルニア州で販

売を開始した「xA」（日本

名「ist」）「xB」（日本名「bB」）に続き、米国専用モデルの「tC」を

投入し、地域的にも、全米700を超える店舗で「サイオン」の取

り扱いが本格的にはじまり、好調な販売が続いています。

当期のトピックス
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≫愛・地球博にトヨタ
グループ館を出展

トヨタグループは、今年

3月から開催されている

日本国際博覧会（愛・地球

博）にパビリオンを出展。

「モビリティの夢、楽しさ、

感動」をテーマに、未来技術として開発中の「パートナーロボット」

や一人乗りの未来コンセプトビークル「i-unit（アイユニット）」を

披露しました。また会場間の移動用に燃料電池ハイブリッドバス

「FCHV-BUS」や、会場内の移動手段として次世代交通システム

「IMTS」を出展し、これまで空想の世界にあった技術を実際に体

験できるものとしてお楽しみいただいています。

≫Ｆ１ＧＰで念願の初表彰台を獲得

パナソニック・トヨタ・レーシングは、今年3月のF1世界選手権

第2戦マレーシアGPで、J・トゥルーリが2位入賞。過去3年

間の苦戦から、体制を強化して挑んだ4年目。ついにチーム念願

の初表彰台を獲得しました。

[企業活動 ]

≫日本 新「商品・流通政策」を推進

トヨタは、お客様の価値観の変化やマーケットの構造変化に的確

に対応するため、ブランド・チャネルを再構築します。昨年5月

にスタートした新「ネッツ店」は、「21世紀チャネル」をテーマに、

特に先進性とこだわりを重視するお客様に、「Fu n」と

「Fashionable」という2つの価値を提供します。また、この8

月にはプレミアムブランド「レクサス」を国内に初導入し、「21世

紀の新しいグローバルプレミアムブランド」を目指し、「最高の商

品」を「最高の販売サービス」でお届けします。

[地域別事業活動 ]

レクサスGS

「サイオン」ホームページ

i-unit（アイユニット）
（左）
i-foot（アイフット）
（右）

パートナーロボット

F1世界選手権マレーシアGP



≫欧州 PSAと新型小型乗用車の共同生産を開始

当社とPSAプジョー・シトロエンの合弁会社TPCA*（チェコ）は、

今年2月から小型乗用車3車種の生産を開始。TPCAの生産能

力は年間30万台で、うち10万台が「トヨタアイゴ(Aygo)」とし

て欧州で販売される予定です。このPSAとの合弁事業を通じて、

2社が知識と経験を共有し、欧州で需要が高いエントリークラス

の市場の要望に、迅速かつ効率的に対応することが可能となりました。

*Toyota Peugeot Citroen Automobile Czech

6

シンセ・
カーダ

≫北米 メキシコでピックアップトラックの生産を開始

当社のメキシコ工場（TMMBC*）では、昨年9月から「タコマ」

用のトラックデッキを、さらに12月からピックアップトラック

「タコマ」の生産を開始。｢タコマ｣の生産能力は年産3万台、トラッ

クデッキの生産能力は年産18万台で、トラックデッキはＧＭと

の合弁工場（カリフォルニア州）で生産される「タコマ」用として

も供給されています。

*Toyota Motor Manufacturing de Baja California

≫中国 現地企業との提
携戦略を加速

包括的な提携関係にある

第一汽車集団（以下、一汽）

との合弁会社では、今年3

月より、「ランドクルーザー」

や「カローラ」などに続く

4車種目の現地生産となる「クラウン」の生産を開始しました。

さらに一汽とは、昨年9月に中国でのハイブリッド車の普及・発

展について協力していくことでも基本合意しました。

一方、昨年2月に広州汽車集団（以下、広汽）との合弁会社では、

今年1月からエンジン部品の生産を開始。さらにこの9月からは

ガソリンエンジンの生産も開始します。また広汽とは、昨年9月

に車両を生産・販売する新会社を設立しており、2006年央から

中国で「カムリ」の生産・販売を開始する予定です。

≫その他地域 世界各
地でＩＭＶプロジェクト
が始動

トヨタは、新しいピックア

ップと多目的車 ( I M V :

Innovative International

Multi-purpose Vehicle)

を開発し、世界規模での最適な生産・供給体制を構築するプロ

ジェクトを進めてきました。昨年 8月、タイで「ハイラックス

VIGO」を発表したのを皮切りに、9月にはインドネシアで「キジャ

ンイノーバ」をラインオフしました。さらに今年1月にはフィリピン

で「イノーバ」、タイで「フォーチュナー」、2月にはアルゼンチンで

「ハイラックス」、インドで「イノーバ」、3月にはマレーシアで「ハイ

ラックス」、4月には南アフリカで「ハイラックス」の生産を順次開

始しました。当社ではこのうちタイ、インドネシア、アルゼンチン

と、南アフリカの4ヵ国をＩＭＶのグローバル生産拠点として位置

づけ、世界140ヵ国以上の市場に向け輸出していく計画です。

IMVシリーズ「ハイラックス」

中国でクラウンの生産を開始

チェコで小型乗用車の生産を開始
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新時代のハイブリッドシステム「ＴＨＳⅡ」

トヨタは、商品・技術開発のビジョンとして「ZERO-nize（ゼロナイズ）」

と「MAXI-mize（マキシマイズ）」の高次元での両立を掲げています。

「ZERO-nize（ゼロナイズ）」とは、「交通事故」「交通渋滞」「環境負荷」な

どのネガティブインパクトのゼロ化を目指すこと。そして、「MAXI-mize

（マキシマイズ）」とは、人がクルマに求め続けている「楽しさ」「わくわ

く感」「心地よさ」などを通じて「心の豊かさ」を最大化することです。

トヨタは「ZERO-nizeとMAXI-mizeの高い次元での両立」に向けて

様々な取り組みを実施していますが、その実現に向けて、大きく踏み

出したのが、THSⅡ*です。THSⅡは、エコとパワーを同時に追求する

「HYBRID SYNERGY DRIVE」をコンセプトに開発。2003年に、新

型プリウスに搭載しました。そして THS Ⅱは、更に進化を続け、

2005年3月に発表したハリアーハイブリッドとクルーガーハイブリ

ッドに搭載。SUVにふさわしい圧倒的な動力性能と画期的な環境性能

を両立しました。

*TOYOTA HYBRID SYSTEMⅡ

ハリアーハイブリッド

クルーガーハイブリッド

V6 3.3Lガソリンエンジンと高性能モーターとを組み合わせ、

システム最高出力 200kW（272PS）を発生。また、高出力

50Kwのリヤモーターで後輪を駆動する「E-FOUR」を採用。その

結果、従来のクルマとは一線を画すスムーズでシームレスな加速

と、走る楽しさを満喫できる操縦性、走行安定性を実現。同時に

コンパクトクラス並みの低燃費17.8km/h（10・15モード走行、

国土交通省審査値）を実現し、「平成17年基準排出ガス75%低減

レベル」を取得しています。

ハリアーハイブリッド、クルーガーハイブリッドに搭載したＴＨＳⅡ、E-FOUR
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新経営体制について

当社は、本年6月23日の定時株主総会および株主総会後の取締役会の承認を経て、新経営体制を正式に決定

しました。主な内容としまして、取締役社長の張富士夫が取締役副会長に任命され、取締役副社長の渡辺捷昭が

取締役社長に任命されました。また、他の取締役副社長5名全員が退任し、新たに新副社長8名が任命されました。

取締役会長

新経営陣の紹介

取締役副会長

取締役社長

奥田　碩

略歴：昭和30年トヨタ自動
車販売株式会社入社、トヨタ
自動車販売株式会社豪亜部
長を経て昭和57年当社取締
役就任

取締役副社長 主たる業務分野

中川　勝弘

略歴：平成13年東京海上火
災保険株式会社顧問退任、同
年当社常務取締役就任

渡辺　捷昭

略歴：昭和39年当社入社、
経営企画部長を経て平成 4
年当社取締役就任

張　富士夫

略歴：昭和 35 年当社入社、
トヨタ モーター マニュファ
クチャリング U.S.A 株式会
社取締役執行副社長を経て、
昭和 63 年 9 月当社取締役
就任

浦西　　一

海外関係（海外企画、米州、

欧州・アフリカ、豪亜中近東）

岡本　一雄

技術（技術統括、技術管理、

デザイン、商品開発、車両

技術、モータースポーツ）

笹津　恭士

国内営業

木下　光男

経営企画、事業開発、渉外・

広報、総務・人事、経理・財務、

情報システム、住宅事業

稲葉　良

海外関係（中国）、カスタ

マーサービス

内山田　竹志

生産、TQM、環境

瀧本　正民

品質保証、技術（パワート

レーン、FP）、FC開発

豊田　章男

商品企画、情報事業、調達

略歴：昭和43年トヨタ自動車販売株式会社入
社、米国トヨタ自動車販売株式会社上級副社長
を経て、平成9年当社取締役就任

略歴：昭和44年当社入社、第2開発センター
チーフエンジニアを経て、平成10年当社取締
役就任

略歴：昭和45年当社入社、第3開発センター
第 3企画部長を経て、平成11年当社取締役
就任

略歴：昭和59年当社入社、Gazoo事業部主査
兼国内業務改善支援室主査を経て、平成12年
当社取締役就任

略歴：昭和41年当社入社、経営企画部副部長
兼事業開発部主査を経て平成8年当社取締役
就任

略歴：昭和42年当社入社、第2開発センター
第2ボデー設計部長を経て平成8年当社取締
役就任

略歴：昭和42年トヨタ自動車販売株式会社入
社、当社第3営業本部カローラ店部長を経て、
平成9年当社取締役就任

略歴：昭和43年当社入社、海外渉外広報部長
を経て、平成9年当社取締役就任
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[連結損益計算書 ]
単位：百万円

当期 前期
科　　目

売上高 .......................................................................................................................................................... 18,551,526 17,294,760

商品・製品売上高 .................................................................................................................................... 17,790,862 16,578,033

金融収益 .................................................................................................................................................. 760,664 716,727

売上原価並びに販売費及び一般管理費 .................................................................................................... 16,879,339 15,627,870

売上原価 .................................................................................................................................................. 14,500,282 13,506,337

金融費用 .................................................................................................................................................. 369,844 364,177

販売費及び一般管理費 ........................................................................................................................... 2,009,213 1,757,356

営業利益 ...................................................................................................................................................... 1,672,187 1,666,890

その他の収益（△：費用）............................................................................................................................ 82,450 98,903

受取利息及び受取配当金 ....................................................................................................................... 67,519 55,629

支払利息 .................................................................................................................................................. △ 18,956 △ 20,706

為替差益＜純額＞ ................................................................................................................................... 21,419 38,187

その他＜純額＞ ....................................................................................................................................... 12,468 25,793

税金等調整前当期純利益 ........................................................................................................................... 1,754,637 1,765,793

法人税等 ...................................................................................................................................................... 657,910 681,304

少数株主持分損益及び持分法投資損益前当期純利益 ............................................................................. 1,096,727 1,084,489

少数株主持分損益 ....................................................................................................................................... 64,938 42,686

持分法投資損益 ........................................................................................................................................... 139,471 120,295

当期純利益 .................................................................................................................................................. 1,171,260 1,162,098

単位：円

基本１株当たり当期純利益 ......................................................................................................................... 355.35 342.90

希薄化後１株当たり当期純利益 ................................................................................................................. 355.28 342.86

百万円未満四捨五入

( )平成16年4月 1日から
平成17年3月31日まで ( )平成15年4月 1日から

平成16年3月31日まで

連結財務諸表
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[連結貸借対照表 ]
単位：百万円

当期 前期
科　　目 (平成17年3月31日現在) (平成16年3月31日現在)

（資産の部）

流動資産 ................................... 9,440,105 8,848,453

現金及び現金同等物 ............ 1,483,753 1,729,776

定期預金 ............................... 63,609 68,473

有価証券 ............................... 543,124 448,457

受取手形及び売掛金
＜貸倒引当金控除後＞ ........ 1,616,341 1,531,651

金融債権＜純額＞ ................ 3,010,135 2,622,939

たな卸資産 ........................... 1,306,709 1,083,326

その他 ................................... 1,416,434 1,363,831

長期金融債権＜純額＞ ............ 3,976,941 3,228,973

投資及びその他の資産 ............ 5,122,371 4,608,155

有形固定資産 ........................... 5,795,594 5,354,647

土地 ....................................... 1,182,768 1,135,665

建物 ....................................... 2,935,274 2,801,993

機械装置 ............................... 7,897,509 7,693,616

賃貸用車両及び器具 ............ 1,828,697 1,493,780

建設仮勘定 ........................... 214,781 237,195

減価償却累計額＜控除＞ .... △ 8,263,435 △ 8,007,602

資産合計 ................................... 24,335,011 22,040,228

単位：百万円

当期 前期
科　　目 (平成17年3月31日現在) (平成16年3月31日現在)

（負債の部）

流動負債 ................................... 8,227,206 7,597,991

短期借入債務 ........................ 2,381,827 2,189,024

１年以内に返済予定の
長期借入債務 ........................ 1,150,920 1,125,195

支払手形及び買掛金 ............ 1,856,799 1,709,344

その他 ................................... 2,837,660 2,574,428

固定負債 .................................... 6,557,926 5,817,377

長期借入債務......................... 5,014,925 4,247,266

未払退職・年金費用............... 646,989 725,569

その他 .................................... 896,012 844,542

負債計 ........................................ 14,785,132 13,415,368

（少数株主持分）

少数株主持分 ........................... 504,929 446,293

（資本の部）

資本金 ....................................... 397,050 397,050

資本剰余金 ............................... 495,707 495,179

利益剰余金 ............................... 9,332,176 8,326,215

その他の包括損失累計額 ........ △ 80,660 △ 204,592

自己株式 ................................... △ 1,099,323 △ 835,285

資本計 ....................................... 9,044,950 8,178,567

負債･少数株主持分及び
資本合計 ................................... 24,335,011 22,040,228

百万円未満四捨五入

パッソ
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[連結キャッシュ･フロー計算書 ]
単位：百万円

当期 前期
科　　目

営業活動からのキャッシュ・フロー
当期純利益 ........................................................................................................................................................... 1,171,260 1,162,098
営業活動から得た現金＜純額＞への当期純利益の調整
減価償却費 ....................................................................................................................................................... 997,713 969,904
貸倒引当金及び金融損失引当金繰入額 ......................................................................................................... 63,154 83,138
退職・年金費用＜支払額控除後＞ .................................................................................................................. △ 52,933 △ 159,267
固定資産処分損 ................................................................................................................................................ 49,159 39,742
売却可能有価証券の未実現評価損＜純額＞ ................................................................................................. 2,324 3,063
繰延税額 ........................................................................................................................................................... 84,711 120,828
少数株主持分損益 ............................................................................................................................................ 64,938 42,686
持分法投資損益 ................................................................................................................................................ △ 139,471 △ 120,295
資産及び負債の増減ほか ................................................................................................................................ 130,085 44,837

営業活動から得た現金＜純額＞ .......................................................................................................... 2,370,940 2,186,734

投資活動からのキャッシュ・フロー
金融債権の増加 ................................................................................................................................................ △ 4,296,966 △ 4,547,068
金融債権の回収及び売却 ................................................................................................................................ 3,377,510 3,395,430
有形固定資産の購入＜賃貸資産を除く＞ ...................................................................................................... △ 1,068,287 △ 945,803
賃貸資産の購入 ................................................................................................................................................ △ 854,953 △ 542,738
有形固定資産の売却＜賃貸資産を除く＞ ...................................................................................................... 69,396 73,925
賃貸資産の売却 ................................................................................................................................................ 316,456 288,681
有価証券及び投資有価証券の購入 ................................................................................................................. △ 1,165,791 △ 1,336,467
有価証券及び投資有価証券の売却及び満期償還 .......................................................................................... 573,943 1,436,142
関連会社への追加投資支払＜当該関連会社保有現金控除後＞ .................................................................. △ 901 △ 20,656
投資及びその他の資産の増減ほか ................................................................................................................. △ 11,603 △ 17,941

投資活動に使用した現金＜純額＞ ...................................................................................................... △ 3,061,196 △ 2,216,495

財務活動からのキャッシュ・フロー
自己株式の取得 ................................................................................................................................................ △ 264,106 △ 357,457
長期借入債務の増加 ........................................................................................................................................ 1,863,710 1,636,570
長期借入債務の返済 ........................................................................................................................................ △ 1,155,223 △ 1,253,045
短期借入債務の増加 ........................................................................................................................................ 140,302 353,833
配当金支払額 .................................................................................................................................................... △ 165,299 △ 137,678

財務活動から得た現金＜純額＞ .......................................................................................................... 419,384 242,223
為替相場変動の現金及び現金同等物に対する影響額 .......................................................................................... 24,849 74,714
現金及び現金同等物純（減少）増加額 .................................................................................................................... 246,023 137,748
現金及び現金同等物期首残高 ................................................................................................................................ 1,729,776 1,592,028
現金及び現金同等物期末残高 ................................................................................................................................ 1,483,753 1,729,776

百万円未満四捨五入

( )平成16年4月 1日から
平成17年3月31日まで ( )平成15年4月 1日から

平成16年3月31日まで
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単独決算の概要

単位：百万円

摘　　要 第101期 第100期

当期未処分利益 ....................................................................................................................................................... 944,962 983,826
諸準備金等取崩額 .................................................................................................................................................... 55 2

合　計 ................................................................................................................................................................... 945,018 983,829
これを下記のとおり処分いたします。
株主配当金 ............................................................................................................................................................... 130,723 83,261

１株につき40円 １株につき25円
取締役及び監査役賞与金 ........................................................................................................................................ 665 648
諸準備金等 ............................................................................................................................................................... 850 2,051
別途積立金 ............................................................................................................................................................... 300,000 400,000
次期繰越利益 ........................................................................................................................................................... 512,778 497,867

百万円未満切り捨て

第101期 第100期

一株当たり情報（単位：円）:
当期純利益 ........................................................................................................................................................... 160.38 171.08
株主資本 ............................................................................................................................................................... 1,853.42 1,796.75
配当金 ................................................................................................................................................................... 65 45

[単独損益計算書の要旨 ]

[利益処分の要旨 ]

単位：百万円

第101期 第100期
科　　目

売上高 ....................................................................................................................................................................... 9,218,386 8,963,712
売上原価 ................................................................................................................................................................ 7,506,044 7,186,182
販売費及び一般管理費 ........................................................................................................................................ 1,010,951 943,738
営業利益 ................................................................................................................................................................... 701,390 833,791
営業外収益 ........................................................................................................................................................... 273,440 180,108
営業外費用 ........................................................................................................................................................... 118,598 98,170
経常利益 ................................................................................................................................................................... 856,231 915,728
特別損失 ................................................................................................................................................................... 24,996 23,231
税引前当期純利益 .................................................................................................................................................... 831,235 892,496
当期純利益 ............................................................................................................................................................... 529,329 581,470
前期繰越利益 ........................................................................................................................................................... 497,867 470,341
自己株式処分差損 .................................................................................................................................................... 184 ―
中間配当額 ............................................................................................................................................................... 82,049 67,984
当期未処分利益 ....................................................................................................................................................... 944,962 983,826

百万円未満切り捨て

( )平成16年4月 1日から
平成17年3月31日まで ( )平成15年4月 1日から

平成16年3月31日まで

ポルテ
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[単独貸借対照表の要旨 ]
単位：百万円

第101期 第100期
科　　目 (平成17年3月31日現在) (平成16年3月31日現在)

（資産の部）

流動資産 ....................................... 3,453,441 3,358,189

現金及び預金 ............................ 60,275 87,052

売掛金 ....................................... 1,088,735 1,037,717

有価証券 ................................... 870,735 995,893

たな卸資産 ............................... 221,772 205,598

その他 ....................................... 1,211,921 1,031,926

固定資産 ....................................... 5,617,550 5,458,975

有形固定資産 ............................ 1,258,835 1,260,728

投資その他の資産 .................... 4,358,714 4,198,247

合計 ............................................... 9,070,991 8,817,164

単位：百万円

第101期 第100期
科　　目 (平成17年3月31日現在) (平成16年3月31日現在)

（負債の部）

流動負債 ....................................... 2,180,374 1,970,407

固定負債 ....................................... 832,806 862,081

社債 ........................................... 500,000 500,600

退職給付引当金 ........................ 289,694 292,493

その他 ....................................... 43,111 68,988

負債計 ........................................... 3,013,181 2,832,489

（資本の部）

資本金 ........................................... 397,049 397,049

資本剰余金 ................................... 416,970 416,970

利益剰余金 ................................... 6,094,528 5,731,342

その他有価証券評価差額金.......... 279,780 305,725

自己株式 ....................................... 1,130,519 866,413

資本計 ........................................... 6,057,810 5,984,675

合計 ............................................... 9,070,991 8,817,164

百万円未満切り捨て

単独決算の概要
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常務役員

株　主　数 352,029名 発行済株式総数 3,609,997,492株

大　株　主（上位 10名)

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 278,283千株

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 243,232

株式会社豊田自動織機 196,725

日本生命保険相互会社 130,831

資産管理サービス信託銀行株式会社 107,357

株式会社新生銀行 100,506千株

ステートストリート バンク アンドトラストカンパニー 97,729

東京海上日動火災保険株式会社 83,821

三井住友海上火災保険株式会社 71,166

ヒーローアンドカンパニー 70,021

（注）1. 上記のほか、当社が所有している自己株式341,918千株があります。
2. 当社は、東京海上日動火災保険株式会社の持株会社である株式会社ミレアホールディングスの株式6千株を所有しています。なお、同社に対する出資比率は0.36%です。
3. ヒーローアンドカンパニーは、ADR（米国預託証券）の受託機関であるザ バンク オブ ニューヨークの株式名義人です。

取締役および監査役 （平成17年6月23日現在）

株式状況
（平成17年3月31日現在）

（平成17年6月23日現在）

伊 奈　功 一
天 野　吉 和
吉 田　 健
小 吹　信 三
佐々木　 昭
川 上　 博
西 山　 均
二 橋　岩 雄
荒 島　　 正

前 川　眞 基
古 橋　　 衞
小 澤　　 哲
須 藤　誠 一
市 橋　保 彦
山 科　　 忠
畑　　 隆 司
James E. Press
Gary L. Convis

Alan J. Jones
平 井　和 平
上 田　建 仁
重 松　　 崇
牛 山　雄 造
田 中　義 克
久 田　修 義
原　保 守

加 藤　光 久

伊地知　 彦
古 谷　俊 男
安 形　哲 夫
John H. Conomos
Panagiotis 
J. Athanasopoulos
森 岡 仙 太
井 上 博 信
寶 田 和 彦

中 井 昌 幸
葉 山 稔 樹
岩 瀬 広
辻 晶 仁
増 田 義 彦
小 林 信 雄
石 井 克 政
金 子 達 也
白 根 武 史

友 添 雅 直
板 坂 克 則
橋 行

Real C. Tanguay

取 締役会長

取締役副会長

取締役副会長

取締役社長

取締役副社長

取締役副社長

取締役副社長

取締役副社長

取締役副社長

奥田　 碩

張　富士夫

中川　勝弘

渡辺　捷昭

浦西　 一

岡本　一雄

笹津　恭士

木下　光男

稲葉 良

取締役副社長

取締役副社長

取締役副社長

専務取締役

専務取締役

専務取締役

専務取締役

専務取締役

専務取締役

内山田 竹志

瀧本　正民

豊田　章男

服部　哲夫

布野　幸利

鈴木　　 武

新美　篤志

若山 甫

田 坦史

専務取締役

専務取締役

専務取締役

専務取締役

専務取締役

専務取締役

専務取締役

取締役名誉会長

常勤監査役

立花 貞司

佐々木 眞一

金田 新

岡部　 聰

白 井 芳 夫

一 丸 陽一郎

井 川 正 治

豊田 章一郎

宮原　秀彰

常勤監査役

常勤監査役

監 査 役

監 査 役

監 査 役

監 査 役

林　　 芳郎

山口　千秋

岡村　泰孝

岡部　 弘

茅　　 陽一

石川　忠司



株主メモ

決 算 期

定 時 株 主 総 会

配当金支払株主確定日

公 告 掲 載 新 聞

株 式 名 義 書 換

名義書換代理人

事 務 取 扱 所

株 式 取 次 所

上 場 証 券 取 引 所

所 在 地

本 社

東 京 本 社

3月31日

6月

3月31日

なお、中間配当を実施するときの中間配当金支払株主確定日は、9月30日であります。

日本経済新聞・中日新聞

UFJ信託銀行株式会社

東京都江東区東砂七丁目10番11号〔〒137－8081〕

UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　電話〈0120〉232－711（通話料無料）

UFJ信託銀行株式会社　全国支店

野村證券株式会社　全国本支店

株式関係のお手続き用紙のご請求は、次のUFJ信託銀行の電話

およびインターネットでも24時間承っております。

電話（通話料無料）

〈0120〉244－479（本店証券代行部）

〈0120〉684－479（大阪支店証券代行部）

インターネットホームページ　http://www.ufjtrustbank.co.jp

（国内）東京・名古屋・大阪・福岡・札幌

（海外）ニューヨーク・ロンドン

愛知県豊田市トヨタ町１番地〔〒471－8571〕 電話〈0565〉28－2121（代表）

東京都文京区後楽一丁目4番18号〔〒112－8701〕 電話〈03〉3817－7111（代表）

※ 当社は、インターネット上にホームページを開設しております。
新車情報から決算報告まで幅広い情報をとりそろえ、皆様のアクセスをお待ちしております。
■トヨタ自動車「企業情報」アドレス：http://www.toyota.co.jp
(ニュースリリース、会社概要、投資家関連情報、技術情報、社会貢献活動、採用情報、環境への取り組み　など)

■「トヨタ新車関連情報」アドレス：http://toyota.jp
(カーラインナップ、ご購入サポート（販売店リクエスト）、トヨタのお店、アフターサービス、用品　など)

※森林資源保護のため再生紙を使用いたしました。


