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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102期事業報告書
（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）をお届
け致します。

■業績の概要
販売台数、収益とも過去最高を更新
配当は7期連続の増配
当社では当期を「成長を続けながら足元を固める1年」
と位置付け、先進技術の開発強化、グローバルな生産・
供給体制の基盤整備、原価低減活動の一層の推進を
図ってまいりました。
その結果、当期の連結販売台数は、797万4千台と
過去最高を記録し、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。
配当につきましては、1株当たり期末配当金を15円増
配の55円（中間配当金とあわせた通期では25円増配の
90円）とさせていただき、7期連続の増配とすることができ
ました。

■事業の概況
世界中のお客様にご満足いただける商品を提供
環境対応を最重要課題に、ハイブリッド車の拡販を図る
当期は、「21世紀の新しいグローバルプレミアムブラン
ド」の確立を目指したレクサスの国内導入や、世界100
以上の国や地域で販売されるグローバルモデル「カムリ」
のフルモデルチェンジなど、魅力ある商品の提供に努め
てまいりました。
また環境対応を経営の最重要課題の一つとして位置
付け、ハイブリッド車の一層の拡販に努めました。結果と
して当期のハイブリッド車の世界販売台数は25万2千台、
累計販売台数は61万台を超えました。
今後も世界中のお客様のニーズを捉えた魅力あふれる
新商品の提供を図るため、グローバルな商品開発と最適
な生産・供給体制を強化してまいります。

■課題と戦略
次世代技術の開発と世界トップ品質への取り組み強化
社会と調和のとれた成長を続ける企業を目指す
当社は、今後も成長を続けていくため、当面の課題として、
国内では、トヨタブランドの各販売チャネルの特色を明
確化させ、レクサスブランドとともに販売体制を強化します。
一方海外では、生産、調達、販売体制の基盤整備を進め、
一層地域に根ざした企業活動を展開します。
中長期的な課題としては、環境に優しく安全で魅力ある
商品の開発を進めるとともに、世界トップ品質の維持・向
上とコスト競争力の強化を図り、成長と効率の両立を目指
してまいります。また、社会貢献活動や企業行動倫理の
徹底などCSR（企業の社会的責任）活動にも積極的に取
り組み、社会と調和のとれた成長を続ける企業として、企
業価値の向上に努めてまいる所存です。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18年6月

取締役会長 取締役社長

株主の皆様へ



連結決算ハイライト
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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、前期比で増
収となりました。主力の「自動車」事業は、海外での販売好調などにより、売上高、営業利益共に過去
最高を達成しました。

事業の種類別セグメントの状況

■金　融

売上高は前期比 27.6%増の 9,969億円、営業利益は同
22.4%減の1,558億円となりました。融資残高は順調に増
加したものの、米国財務会計基準書第133号（第138号等
による修正を含む）に基づく金利スワップ取引などの時価評

価による評価損が計上されたこと、および米国の販売金融子

会社において、前期に同基準書第91号に従って融資関連
費用の会計処理に関わる過年度修正益を計上したことなど

により減益となりました。

■その他

売上高は前期比15.5%増の1兆1,903億円、営業利益は
同17.8%増の397億円となりました。

■自動車

売上高は前期比13.0%増の19兆3,381億円、営業利益
は同16.6%増の1兆6,940億円となりました。厚生年金基
金代行返上益の減少や諸経費の増加ほかなどによる影響が

あったものの、為替変動の影響、生産および販売台数の増

加ならびに原価改善の努力などにより増益となりました。

連結業績の概況
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所在地別セグメントの業績は、販売台数の増加に伴いすべての地域で増収となりました。「日本」「北米」
「アジア」「その他」が増益となり、特に「アジア」および「その他」の地域は、高い品質と快適性をお求め
やすい価格で実現したIMV*シリーズの好調な販売もあり、前期実績を大幅に上回る増益となりました。

* Innovative International Multi-purpose Vehicle

所在地別セグメントの状況

■日 本

売上高は前期比9.2%増の13兆1,115億円、営業利益は
同9.0%増の1兆759億円となりました。厚生年金基金代
行返上益の減少や諸経費の増加ほかなどによるマイナス要

因があったものの、為替変動の影響および原価改善の努力

などにより増益となりました。

■北　米

売上高は前期比20.6%増の7兆6,879億円、営業利益は
同10.7%増の4,956億円となりました。生産および販売台
数の増加や原価改善の努力などにより、業績が好調に推移し、

増益となりました。

■欧　州

売上高は前期比10.0%増の2兆7,274億円、営業利益は
同13.4%減の939億円となりました。生産および販売台数
が増加したものの、諸経費が増加したことなどにより減益とな

りました。

■アジア

売上高は前期比25.7%増の2兆428億円、営業利益は同
55.2%増の1,455億円となりました。主として IMVシリーズ
の好調な販売により、生産および販売台数が増加したことな

どにより増益となりました。

■その他

売上高は前期比35.3%増の1兆6,017億円、営業利益は
同41.6%増の672億円となりました。IMVシリーズを中心
として生産および販売台数が増加したことなどにより増益とな

りました。
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[ 日本 ]

レクサス開業、
ハイブリッドモデル
「GS450h」発売

レクサスは昨年8月の
開業以降、「グローバ
ルプレミアムブランド」
としての確立を目指し、
「最高の商品・販売・
サービス」の提供に努めています。本年3月にはレクサスブ
ランド初となるハイブリッドモデル「GS450h」を発売しま
した。レクサスはハイブリッドを「“ときめき”と“やすらぎ”
に満ちた最高の時間」を具現化するキーテクノロジーと
位置付け、今後もハイブリッドモデルを展開していくとと
もに、環境にも優しい新しい時代のプレミアムカーの方
向性を提案していきます。

各販売チャネルの特色を明確化

当社は、トヨタブランドの各チャネルが、「お客様第一主義」
のもと、それぞれのお客様のご満足を高めることを目指した新
「商品・流通政策」を推進しています。この取り組みにより、
トヨタ店は「高級車を中心としたチャネル」、トヨペット店は

地域別事業活動

「ミディアムカーを中心としたチャネル」、カローラ店は「コン
パクトカーを中心としたチャネル」、ネッツ店は「個性的で存
在感のある車種を中心としたチャネル」として各販売チャネ
ルの特色を明確化させ、お客様のご要望にきめ細かくお
応えしてまいります。

[ 北米 ]

ハイブリッド車の積極的な
市場投入

北米におけるハイブリッド車
の需要の高まりを受け、また、
更なる普及を目指して、北米
で初のハイブリッド車の生
産となる「カムリハイブリッド」
の生産を今年後半より、ケンタッキー工場（TMMK*）で開
始することを決定しました。北米では2000年から「プリウス」
を販売、昨年4月からはレクサス「RX400h」、同6月からは
「ハイランダーハイブリッド」を発売し、本年5月にはレクサ
ス「GS450h」を発売しました。
*Toyota Motor Manufacturing, Kentucky, Inc.

[ 欧州 ]

フランス工場で新型「ヤリス」
の生産開始

昨年11月、新型「ヤリス（日
本名「ヴィッツ」）」の生産をフ
ランス工場（TMMF*）で開
始しました。また、欧州での

当社は、お客様の多様なニーズにお応えする「お客様第一主義」の考え方に基づき、事業展開を図って
います。また、ハイブリッド車展開をはじめとする環境面への貢献や、社会貢献活動にも積極的に取り
組み、「活力と品格に満ちた会社」を目指しています。

当期のトピックス

トヨタ店 トヨペット店 カローラ店

レクサス GS450h

レクサス RX400h

新型ヤリスのラインオフ式
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経営全般

ヤリスの需要拡大を見込み、生産能力を年間24万台から
27万台へと増強しました。今後もお客様のニーズを的確に
捉え、生産拡大を効率的に進めていきます。
*Toyota Motor Manufacturing France S.A.S.

[ アジア ]

中国での生産本格化

昨年10月、第一汽車集団公司（以下、一汽集団）と当社
の合弁会社（TFTM*）は、「REIZ」（レイツ、日本名「マーク
X」）の生産を開始しました。また12月には、一汽集団と当
社の合弁会社（SFTM**）において、「プリウス」の生産を開
始しました。中国においては、新自動車産業政策がハイブ
リッド車の普及を奨励していることに加え、欧米並みの排
出ガス規制の導入が進められており、中国政府の政策に
一汽集団・トヨタ連合としていち早く対応しました。
* Tianjin FAW Toyota Motor Co., Ltd.（天津一汽トヨタ自動車有限会社）
** Sichuan FAW Toyota Motor Co., Ltd.（四川一汽トヨタ動車有限会社）

富士重工業（株）と生産委託などで合意

本年3月、当社と富士重工業（株）（以
下富士重）はトヨタ車を富士重の北米生
産拠点（SIA*）に生産委託することや、
富士重へのトヨタ車開発委託、トヨタの
システムをベースとした富士重のハイブリッド車開発の検討
について合意しました。SIAでは、北米向けの「カムリ」を
2007年春頃より生産する予定です。今後も相互の競争力
強化と発展に向けた包括的な協業の枠組みを継続的に協
議してまいります。 *Subaru of Indiana Automotive, Inc.

環境・社会貢献活動

「トヨタ白川郷自然學校」オープン

昨年4月、当社は、世界遺産の合掌集落がある岐阜県白
川村の社有地を活用し、約100名の宿泊研修施設をもつ
「トヨタ白川郷自然學校」をオープンしました。自然學校で
は、白川郷の文化と白山麓の豊かな自然のもとで、子供か
ら大人まで、“自然との共生”を実感していただいていま
す。自然体験、環境技術体験、伝統文化体験などの自然
体験型環境教育を通じ、自然環境の回復・保全に取り組
んでいきます。

ベルタ

富士重の竹中社長
（写真左）と渡辺社長

REIZ（レイツ）

プリウス

左 :トヨタ白川郷自然
學校

右 : 環境教育プログラム
を体験する子供達
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■カムリのプロフィール

世界中で親しまれるクルマ

カムリは現在、日本・米国・台湾・タイ・ベトナム・オーストラリア・マレーシア・
フィリピン・中国の世界9カ国・地域で生産され、販売国・地域は100以上
にのぼります。カムリの世界累計販売台数1,000万台突破は、トヨタでは
「カローラ」「ハイラックス」に次ぐ3車種目の快挙です。特に、北米における
長期にわたる人気の高さは、セダン部門で過去9年間に8回のベストセラー
カーを記録した実績が物語っています。

■新型カムリの開発使命（ミッション）

最高の、最適なクルマづくり（グローバルベスト／ローカルベストの追求）

トヨタのグローバルモデルには、世界のクルマをリードする高品質を追求す
る「グローバルベスト」と、使用される国や地域に向けてデザインや装備を最
適化する「ローカルベスト」という2つの戦略が込められています。新型カムリ
では、世界各国で綿密な市場調査を行い、開発段階から世界各地域のニー
ズを集約しつつ、世界での最高品質と地域ごとの最適仕様を追求しました。

カムリは1980年に日本で誕生して以来、米国を中心に、カナダ、オーストラリア、欧州、中近東、アジア諸国

など、世界中のお客様にご愛顧いただき、2005年9月、ついに世界累計販売台数1,000万台を突破しました。

名実ともにグローバルモデルとしての地位を確立したカムリは、「ミディアムセダンの新たなる世界基準の

創造」をテーマに、当期、フルモデルチェンジを果たしました。

特集:グローバルモデル・カムリ

カムリ セダンの累計販売台数の 
地域別内訳（１９８０年～２００５年12月末） 

 

1,028万7千台 

日本国内 

 
その他 

米国 カナダ 

オセアニア 

欧州 

中近東 
アジア 

特集 :グローバルモデル・カムリ

左: オーストラリア

右 : ベトナム

カムリ生産準備の中枢機能となった
元町工場内のグローバル生産推進
センター（豊田市）
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最新のカムリを世界中のお客様にご提供

（「世界同時立ち上げ」と「グローバル調達」）

技術革新がめまぐるしい今日、従来のような、日本と北米で生産を軌道に
乗せた後、他地域に順次新型を導入するのではなく、「最新のカムリ」を世界
中のお客様にお届けするため、「世界同時立ち上げ」への戦略転換を図り
ました。また、世界各国の地域開発拠点間の連携により実現した「世界同
時立ち上げ」は、グローバルレベルでの調達部品のコスト低減や品質向上
をもたらしました。

環境と人に優しいクルマ（ハイブリッドと安全技術）

世界的な自動車の普及と自動車産業の継続的な発展に向けて、トヨタでは
ハイブリッド技術の進化と多車種への搭載による普及・拡大に努めています。
新型カムリにおいても、今年5月にグローバルモデル初のハイブリッド搭載モ
デルを世界に先駆けて北米で発売しました。また、トヨタ初のIIHS SUV側面
衝突対応ボディ*や、歩行者保護対応ボディなどの先端安全技術を搭載し、
環境と人に優しいクルマの普及に最前線から貢献していきます。
* Insurance Institute for Highway Safety（米国道路安全保険協会）が行っているSUVとの側
面衝突実験で、最高評価を得ることを目標に開発されたボディ

■新型カムリに見る、トヨタのグローバル戦略
新型カムリは、2007年末からロシアでの生産を予定しています。トヨタのグ
ローバル戦略とは、その販売地域の拡大のみならず、世界各地での雇用や経
済への貢献をも目指すものです。トヨタは今後も、世界で親しまれる企業であ
り続けるために、世界中のお客様に最高品質のクルマをご提供し、社会や環
境との調和を図りつつ成長を続けてまいります。

各国生産拠点の製造責任者が集結し
て進められた量産試作（グローバル生
産推進センター）

北米市場に投入されているトヨタブ
ランドのハイブリッド車（左からハイ
ランダー、カムリ、プリウス）

グローバルモデルとして進化を続ける
カムリ
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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 ................................................................................................................ 21,036,909 18,551,526

商品・製品売上高 .............................................................................................. 20,059,493 17,790,862

金融収益 ......................................................................................................... 977,416 760,664

売上原価並びに販売費及び一般管理費 ................................................................... 19,158,567 16,879,339

売上原価 ......................................................................................................... 16,335,312 14,500,282

金融費用 ......................................................................................................... 609,632 369,844

販売費及び一般管理費 ...................................................................................... 2,213,623 2,009,213

営業利益 ............................................................................................................. 1,878,342 1,672,187

その他の収益（△費用） ......................................................................................... 209,018 82,450

受取利息及び受取配当金 ................................................................................... 93,970 67,519

支払利息 ......................................................................................................... △ 21,601 △ 18,956

為替差益＜純額＞ ............................................................................................ 10,789 21,419

その他＜純額＞ ................................................................................................ 125,860 12,468

税金等調整前当期純利益 ...................................................................................... 2,087,360 1,754,637

法人税等 ............................................................................................................. 795,153 657,910

少数株主持分損益及び持分法投資損益前当期純利益 ............................................... 1,292,207 1,096,727

少数株主持分損益 ................................................................................................ 84,393 64,938

持分法投資損益 ................................................................................................... 164,366 139,471

当期純利益 ......................................................................................................... 1,372,180 1,171,260

百万円未満四捨五入

単位：円

基本１株当たり当期純利益 ..................................................................................... 421.76 355.35

希薄化後１株当たり当期純利益 .............................................................................. 421.62 355.28

平成 17年 4月 1日から
平成 18年 3月31日まで

平成 16年 4月 1日から
平成 17年 3月31日まで

連結財務諸表

( ) ( )
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連結貸借対照表の要旨

単位：百万円

当期 前期
科　　目 (平成18年3月31日現在) (平成17年3月31日現在)

（資産の部）

流動資産 ........................ 10,735,222 9,440,105

現金及び現金同等物 ..... 1,569,387 1,483,753

定期預金 ..................... 50,349 63,609

有価証券 ..................... 634,879 543,124

受取手形及び売掛金
＜貸倒引当金控除後＞ ... 1,980,680 1,813,725

金融債権＜純額＞ ........ 3,497,319 3,010,135

たな卸資産 .................. 1,620,975 1,306,709

その他 ........................ 1,381,633 1,219,050

長期金融債権＜純額＞ ..... 4,830,216 3,976,941

投資及びその他の資産 ..... 6,099,529 5,122,371

有形固定資産 .................. 7,066,628 5,795,594

土地 ........................... 1,215,897 1,182,768

建物 ........................... 3,156,613 2,935,274

機械装置 ..................... 8,482,832 7,897,509

賃貸用車両及び器具 ..... 2,605,426 1,828,697

建設仮勘定 .................. 397,076 214,781

減価償却累計額＜控除＞... △ 8,791,216 △ 8,263,435

資産合計 ............................ 28,731,595 24,335,011

単位：百万円

当期 前期
科　　目 (平成18年3月31日現在) (平成17年3月31日現在)

（負債の部）

流動負債 ........................ 10,028,735 8,227,206

短期借入債務 .............. 3,033,019 2,381,827

１年以内に返済予定の
長期借入債務 .............. 1,723,888 1,150,920

支払手形及び買掛金 ..... 2,086,587 1,856,799

その他 ........................ 3,185,241 2,837,660

固定負債 ......................... 7,552,831 6,557,926

長期借入債務 ............... 5,640,490 5,014,925

未払退職・年金費用...... 679,918 646,989

その他 ......................... 1,232,423 896,012

負債計 ............................ 17,581,566 14,785,132

（少数株主持分）

少数株主持分 .................. 589,580 504,929

（資本の部）

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

資本剰余金 ..................... 495,250 495,707

利益剰余金 ..................... 10,459,788 9,332,176

その他の包括利益（ 損失）累計額 ... 437,316 80,660

自己株式 ........................ 1,228,955 1,099,323

資本計 ........................... 10,560,449 9,044,950

負債･少数株主持分及び
資本合計 ........................ 28,731,595 24,335,011

百万円未満四捨五入

bB



11

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 ...................................................................................................... 1,372,180 1,171,260
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 ................................................................................................... 1,211,178 997,713
貸倒引当金及び金融損失引当金繰入額 ............................................................ 62,646 63,154
退職・年金費用＜支払額控除後＞ .................................................................... 23,860 △ 52,933
固定資産処分損 ............................................................................................ 54,981 49,159
売却可能有価証券の未実現評価損＜純額＞ ..................................................... 4,163 2,324
繰延税額 ...................................................................................................... 33,262 84,711
少数株主持分損益 ......................................................................................... 84,393 64,938
持分法投資損益 ............................................................................................ △ 164,366 △ 139,471
資産及び負債の増減ほか ............................................................................... △ 166,817 130,085
営業活動から得た現金＜純額＞ ................................................................ 2,515,480 2,370,940

投資活動からのキャッシュ・フロー
金融債権の増加 ............................................................................................ △ 6,476,979 △ 5,594,375
金融債権の回収及び売却 ............................................................................... 5,718,130 4,674,919
有形固定資産の購入＜賃貸資産を除く＞ ......................................................... △ 1,523,459 △ 1,068,287
賃貸資産の購入 ............................................................................................ △ 1,247,781 △ 854,953
有形固定資産の売却＜賃貸資産を除く＞ ......................................................... 89,578 69,396
賃貸資産の売却 ............................................................................................ 410,683 316,456
有価証券及び投資有価証券の購入 .................................................................. △ 957,296 △ 1,165,791
有価証券及び投資有価証券の売却及び満期償還 ............................................... 691,032 573,943
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＞ ........................... △ 1,802 △ 901
投資及びその他の資産の増減ほか .................................................................. △ 77,606 △ 11,603
投資活動に使用した現金＜純額＞ ............................................................ △ 3,375,500 △ 3,061,196

財務活動からのキャッシュ・フロー
自己株式の取得 ............................................................................................ △ 129,629 △ 264,106
長期借入債務の増加 ...................................................................................... 1,928,788 1,863,710
長期借入債務の返済 ...................................................................................... △ 1,187,506 △ 1,155,223
短期借入債務の増加 ...................................................................................... 509,826 140,302
配当金支払額 ................................................................................................ △ 244,568 △ 165,299
財務活動から得た現金＜純額＞ ................................................................ 876,911 419,384

為替相場変動の現金及び現金同等物に対する影響額 ............................................... 68,743 24,849
現金及び現金同等物純増加（ 減少）額 ................................................................. 85,634 246,023
現金及び現金同等物期首残高 ............................................................................... 1,483,753 1,729,776
現金及び現金同等物期末残高 ............................................................................... 1,569,387 1,483,753

百万円未満四捨五入

( )平成 17年 4月 1日から
平成 18年 3月31日まで ( )平成 16年 4月 1日から

平成 17年 3月31日まで

連結財務諸表
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単位：百万円
摘　要 第102期 第101期

当期未処分利益 ................................................................................................... 1,164,506 944,962
諸準備金等取崩額 ................................................................................................ 57 55
合　計 ............................................................................................................. 1,164,564 945,018
これを下記のとおり処分いたします。
株主配当金 ......................................................................................................... 178,296 130,723

１株につき55円 １株につき40円
取締役及び監査役賞与金 ...................................................................................... 727 665
諸準備金等 ......................................................................................................... 830 850
別途積立金 ......................................................................................................... 400,000 300,000
次期繰越利益 ...................................................................................................... 584,710 512,778

百万円未満切り捨て

第102期 第101期

一株当たり情報（単位：円）:
当期純利益 ...................................................................................................... 235.20 160.38
株主資本 ......................................................................................................... 2,062.51 1,853.42
配当金 ............................................................................................................. 90 65

単独損益計算書の要旨

( )平成 17年 4月 1日から
平成 18年 3月31日まで ( )平成 16年 4月 1日から

平成 17年 3月31日まで

エスティマ

単位：百万円

第102期 第101期
科　　目

売上高 ................................................................................................................ 10,191,838 9,218,386
売上原価 .......................................................................................................... 8,248,627 7,506,044
販売費及び一般管理費 ...................................................................................... 1,095,212 1,010,951
営業利益 ............................................................................................................. 847,998 701,390
営業外収益 ...................................................................................................... 342,165 273,440
営業外費用 ...................................................................................................... 85,382 118,598
経常利益 ............................................................................................................. 1,104,781 856,231
特別損失 ............................................................................................................. — 24,996
税引前当期純利益 ................................................................................................ 1,104,781 831,235
当期純利益 ......................................................................................................... 765,961 529,329
前期繰越利益 ...................................................................................................... 512,778 497,867
自己株式処分差損 ................................................................................................ 388 184
中間配当額 ......................................................................................................... 113,844 82,049
当期未処分利益 ................................................................................................... 1,164,506 944,962

百万円未満切り捨て

利益処分の要旨
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単独貸借対照表の要旨

単位：百万円

第102期 第101期
科　　目 (平成18年3月31日現在) (平成17年3月31日現在)

（資産の部）
流動資産 ........................ 3,795,723 3,453,441
現金及び預金 .............. 107,674 60,275
売掛金 ........................ 1,206,641 1,088,735
有価証券 ..................... 922,033 870,735
たな卸資産 .................. 292,898 221,772
その他 ........................ 1,266,474 1,211,921

固定資産 ........................ 6,113,286 5,617,550
有形固定資産 .............. 1,279,608 1,258,835
投資その他の資産 ........ 4,833,678 4,358,714

合計 ............................... 9,909,010 9,070,991

単位：百万円

第102期 第101期
科　　目 (平成18年3月31日現在) (平成17年3月31日現在)

（負債の部）
流動負債 ........................ 2,379,900 2,180,374
固定負債 ........................ 842,213 832,806
社債 ........................... 500,000 500,000
退職給付引当金 ........... 288,961 289,694
その他 ........................ 53,252 43,111
負債計 ........................... 3,222,114 3,013,181

（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 ..................... 6,614,868 6,094,528
その他有価証券評価差額金 ... 518,155 279,780
自己株式 ........................ 1,260,148 1,130,519
資本計 ........................... 6,686,895 6,057,810
合計 ............................... 9,909,010 9,070,991

百万円未満切り捨て

単独決算の概要

12
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株　主　数 357,948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 304,140千株
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 215,206
株式会社豊田自動織機 200,025
日本生命保険相互会社 132,577
ヒーローアンドカンパニー 123,522

ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー 116,186千株
資産管理サービス信託銀行株式会社 101,694
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 65,166
ザ チェースマンハッタンバンクエヌエイロンドン 60,666

（注）1. 上記のほか、当社が所有している自己株式368,240千株があります。
自己株式の状況

当期中の取得 当期中の処分
当期末現在

株式数 取得価額総額 株式数 処分価額総額

普通株式 普通株式 普通株式

27,675千株 134,150百万円 1,354千株 4,521百万円 368,240千株

2. 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。

3. 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0.37%です。

株式状況 （平成18年3月31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
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
平 井　和 平

上 田　建 仁
重 松　　 崇
牛 山　雄 造
原　保 守

伊地知　 彦
古 谷　俊 男
安 形　哲 夫
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
佐々木 良一
河上 清峯
横井 靖彦
藤岡 高広

川瀬 正伸
西川 幸男
牟田 弘文
Thierry P.H.B.

Dombreval

取締役会長

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

取締役副社長

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
内山田 竹志

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

専務取締役

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

立花 貞司

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

取締役相談役

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
奥田　 碩

常勤監査役

常勤監査役

常勤監査役

監 査 役

監 査 役

監 査 役

監 査 役

宮原　秀彰
山口　千秋
中津川 昌樹
岡村　泰孝
茅　　 陽一
森下　洋一
岡田　明重

ラッシュ

取締役 （平成18年6月23日現在） 監査役 平成18年
6月23日現在

常務役員 （平成18年6月23日現在）

)(



株主メモ

事 業 年 度

定 時 株 主 総 会

配当金支払株主確定日

公 告 掲 載 新 聞

株 主 名 簿 管 理 人

同 事 務 取 扱 場 所

( 同 送 付 先 )

同 取 次 所

上 場 証 券 取 引 所

所 在 地

本 社
東 京 本 社

毎年4月1日から翌年3月31日まで

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

三菱UFJ信託銀行株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号　三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部

東京都江東区東砂七丁目10番11号〔〒137－8081〕
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　電話〈0120〉232－711（通話料無料）

三菱UFJ信託銀行株式会社　全国各支店
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、次の三菱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（大阪証券代行部）
インターネットホームページ　http://www.tr.mufg.jp/daikou/

（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）

当社ホームページのご案内

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)

■「新車関連情報」アドレス：（レクサス）http ://lexus.jp （トヨタ）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）、販売店紹介、アフターサービスなど)

古紙配合率 100%再生紙を使用しています。

この印刷物は環境にやさしい植物性

大豆油インキを使用しています。




