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株主の皆様へ
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取締役会長 取締役社長

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期中間事業報告書（平成17年

4月1日から平成17年9月30日まで）をお届け致します。

■ 業績の概要

“連結ベース世界販売台数は過去最高を更新”
当中間期の業績は、お客様の様々なニーズを捉えた魅力的

な新商品の投入や、グローバルでの最適な生産・供給体制の

進展により、連結ベースでの世界販売台数は過去最高の383万

3千台を記録するなど好調に推移しました。その結果、連結売

上高は中間期として過去最高を更新しましたが、営業利益は、

業容拡大による諸経費の増加などにより前年同期比で減益とな

りました。当期は、成長を続けながら足元を固める時期と考え

ており、先進技術の開発強化、グローバルな生産・供給体制の

強化、原価低減活動を一層推進いたします。また当期の中間配

当につきましては、前期の中間配当金に比べ10円増配し1株に

つき35円とさせていただきました。

■ 事業の概況

“「レクサス」を日本に導入、海外では
世界最適生産・供給体制の整備を推進”
地域別の事業の概況は、日本では全国販売店の懸命な努力

により引き続き高水準な販売台数を確保しました。8月には、多

様化するお客様のニーズに対応するため、これまで世界60ヶ国

以上で展開しているプレミアムブランド、「レクサス」を日本に導入

しました。一方海外では、特にアジアにおいて、高い品質と快

適性をお求め易い価格で実現した IMV（Innov a t i v e

International Multi-purpose Vehicle）シリーズが好調な販売

を見せるなど、全ての地域において過去最高の販売台数を更

新しました。また、世界各地の需要の拡大に対応するため、北

米ではカナダ工場やテキサス工場の増強、欧州では、ロシア工

場の建設やフランス工場の増強を決定しました。また、アジアでも、

第一汽車集団との合弁でプリウスの中国での生産を決定し、世

界最適生産・供給体制の整備を推進しております。

■ 経営課題と戦略

“21世紀も成長を続ける企業であるために”
世界の自動車業界では、メーカー各社が新型車を相次ぎ投入

し、エネルギー、地球環境問題に対応した次世代技術の開発に

しのぎを削るなど、生き残りを懸けたグローバル競争が激化して

います。当社は、この競争の中においても持続的な成長を達成

するため、まず当面の課題として、日本に導入したレクサスブラン

ドの「グローバルプレミアムブランド」としての確立に取り組みます。

また、世界的な需要の増加に対応するため、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

商品の提供、車両安全技術の開発、環境問題に対するグローバ

ルな取り組み、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などに取り組みます。トヨタはこれらの課

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11月
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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）

当中間期 前年中間期 増減率(%) 前期

売上高 .................................................................... 99,531 90,256 10.3 185,515

営業利益 ................................................................ 8,094 8,662 △ 6.6 16,721

税引前利益 ............................................................ 8,559 9,132 △ 6.3 17,546

中間純利益 ............................................................ 5,705 5,840 △ 2.3 11,712

1株当たり情報（単位：円）:

中間純利益（基本）....................................... 175.13 176.32 △ 0.7 355.35

中間純利益（希薄化後）............................... 175.10 176.28 △ 0.7 355.28

株主資本 ........................................................ 2,979.91 2,602.72 14.5 2,767.67

配当金 ............................................................ 35 25 40.0 65

総資産 .................................................................... 262,575 233,101 12.6 243,350

株主資本 ................................................................ 96,927 85,420 13.5 90,449

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。

レクサス GS
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連結営業の概況

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、前年同期比で増収となりまし

た。主力の「自動車」事業は、世界の全地域で販売を拡大し、売上高、販売台数共に過去最高を達成しましたが、業容の

拡大による諸経費の増加等で減益となりました。

事業の種類別セグメントの状況

> 自動車

売上高は前年同期比9.7%増の9兆1,445億円、営業利益は同

4.7%減の7,213億円となりました。北米、アジアをはじめとした

各地域での販売台数の増加と、原価低減活動によるプラス要因

はあったものの、業容拡大により諸経費が増加したことなどによ

り減益となりました。

> 金　融

売上高は前期比20.2%増の4,620億円、営業利益は同18.6%

減の835億円となりました。融資残高は順調に増加したものの、

米国の販売金融子会社において、前年同期に米国財務会計基

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、および同基準書第133号（第138号

などによる修正を含む）に基づく金利スワップ取引などの時価評

価による当中間期の評価益が減少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14.8%増の5,359億円、営業利益は同22.9%減

の98億円となりました。
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レクサス SC

*「アジア」は、当期より「その他」から別掲・開示しております。

所在地別セグメントの業績は、販売台数の増加に伴い全ての地域で増収になりました。「北米」「アジア」「その他」が増益

となり、特に「アジア」は IMVシリーズの好調な販売により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

> 日　本

売上高は前期比4.4%増の6兆329億円、営業利益は同21.3%

減の3,859億円となりました。原価低減活動によるプラス要因は

あったものの、業容拡大による諸経費の増加などにより減益と

なりました。

> 北　米

売上高は前期比13.7%増の3兆6,273億円、営業利益は同9.7%

増の2,685億円となりました。現地生産台数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たしました。

> 欧　州

売上高は前期比8.3%増の1兆3,008億円、営業利益は同39.5%

減の401億円となりました。現地生産台数および販売台数が増

加したものの、諸経費の増加により減益となりました。

> アジア

売上高は前期比33.0%増の9,970億円、営業利益は同73.4%増

の754億円となりました。主として高い品質と快適性をお求め

易い価格で実現したIMVシリーズの好調な販売により、現地生

産台数および販売台数が大幅に増加いたしました。

> その他

売上高は前期比30.5%増の7,601億円、営業利益は同32.1%増

の362億円となりました。IMVシリーズを中心として、現地生産

台数および販売台数が増加したことなどによるものです。
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当期のトピックス

■ 商品・ブランド戦略

＞ 運転の状態に応じて作動する新しいプリクラッシュセーフティシステム
を開発
安全な車両開発を推進するために、運転者の状態に応じて作動するプリクラッシュ
セーフティシステムを世界で初めて開発しました。自動車事故要因の大半が運転者
の認知ミスであるという実態を踏まえ、進路上の車両や障害物のみならず、運転者
の状態にも着目し、運転者が正面を向いていない状態で衝突の可能性が高いと判
断した場合に、警報を発するシステムです。この技術は、2006年春に国内で発売
予定のレクサスブランドの新型車に搭載予定です。

＞ 燃料電池ハイブリッド乗用車「トヨタFCHV」が型式認証を取得
当社は、燃料電池ハイブリッド乗用車「トヨタFCHV」を一部改良し、本年3月に改正・
公布された道路運送車両法の保安基準に適合した燃料電池車として、国内で初め
て型式認証を取得しました。本年7月より、リース販売(限定)を開始しています。同法
改正により、燃料電池車も一般車両と同様に型式認証の取得が可能となり（従来は
車両一台ごとに認定を受ける大臣認定）、新型「トヨタFCHV」は、政府関係の他、
地方自治体、エネルギー関連企業などに販売を行っていく予定です。

■ 次世代技術開発

＞ レクサス、日本で始動
レクサスは本年8月に日本で開業し、新型GS、SCを発売しました。さらに9月よ
り新型ISを発売しました。1989年に北米で創設し、その後、欧州やアジアなどで
展開してきた「レクサスブランド」は、日本での開業を機に、「高級の本質」を常に
追求し、「個性」や「プレミアム感」を重視するお客様のご要望にお応えする、「グ
ロ－バルプレミアムブランド」の確立を目指してまいります。なお、2006年には、GS
にハイブリッドシステムを搭載したGS450h、フラッグシップセダンとなるLSの導入を
予定しています。（特集：P7～8）

＞ 北米市場へのハイブリッド車の積極的な投入

当社は、北米市場におけるハイブリッド車の需要の高まりを受け、北米で初となる
ハイブリッド車の生産を2006年後半より、ケンタッキー工場（TMMK*）で開始しま
す。TMMKで生産されるのは、現在同工場で生産されている「カムリ」のハイブリ
ッド車で、月4,000台程度を生産する予定です。当社は、ハイブリッド車の一層の
普及に向けた積極的な商品投入を行い、2010年代のできるだけ早い時期に、
ハイブリッド車100万台販売（全世界）を目指してまいります。
*Toyota Motor Manufacturing, Kentucky, Inc.

上：レクサスGS   下：カムリ
（現行・北米モデル）

上：新しいプリクラッシュセーフティシステム
下：トヨタFCHV
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＞ ロシア工場の起工式を実施
本年6月、ロシアでトヨタ初となる車両生産工場TMMR*の起工式をサンクトペテ
ルブルグ市で実施しました。TMMRの当初の生産能力は年間5万台程度となる
予定で、生産開始以降「カムリ」を当面年間2万台程度生産し、ロシアトヨタ有限
会社（TMR）を通じ、ロシア市場での販売を行います。生産開始は2007年内を予
定しています。
*OOO“Toyota Motor Manufacturing Russia”

＞ 南アフリカでIMVシリーズ「ハイラックス」の生産を開始
南アフリカトヨタ（TSAM*）は、本年4月から、IMV(Innovative International
Multi-purpose Vehicle）シリーズの新型ピックアップトラック「ハイラックス」の生産を
開始しました。IMVの生産国としては、タイ、インドネシア、アルゼンチン、フィリピン、インド、
マレーシアに続いて7カ国目です。当社はTSAMを欧州、アフリカ等向けのピック
アップトラックとSUVの供給拠点として位置付けており、「ハイラックス」を南アフリカ
国内で販売するほか、欧州、アフリカ等70を超える国と地域に輸出する予定です。
*Toyota South Africa Motors (Pty) Ltd.

■ 世界最適生産・供給体制

■ 原価低減活動 ■ 環境対策

＞ 新VI（Value Innovation）プロジェクトで品目単位からシス
テム単位の改革へ

当社は本年4月から新たな原価低減の取り組みとしてVI（Value
Innovation）活動を立ち上げました。2000年から展開していた
総原価低減活動（CCC21*）は目覚ましい成果を上げましたが、
今後は、CCC21を更に進化させたVI活動を推進してまいります。
VI活動は、従来の品目単位での原価改善に加え、活動範囲を
システム単位にまで拡大したものです。これにより、品目単位での
原価低減では成し得なかった抜本的な原価低減を目指します。
*Construction of Cost Competitiveness for the 21st Century

＞ 第4次「トヨタ環境取組プラン」を策定
本年5月、第4次「トヨタ環境取組プラン」を策
定し、2006年度から2010年度までの5ヵ年計
画として展開を図っていきます。具体的には、
2020～ 2030年に予想される環境問題を再
確認した上で、（1）エネルギー／温暖化（2）資源
循環（3）環境負荷物質（4）大気環境を4大テー
マとし、開発・設計、調達・生産・物流、販売・
リサイクルの各分野での取り組みを策定したも
のです。トヨタの成長と社会との共生を両立させ、
持続可能な社会構築に寄与するために、より一
層グローバルに諸活動を推進する実行計画と
なっています。なお、2000年に策定した現行
の第3次プランは、2005年度末までにはすべ
ての項目で目標を達成する見通しです。

上：ロシア工場の起工式
下：南アフリカでの「ハイラックス」の発表会

サプライヤーとの打ち合わせ風景 IMVでの原価低減活動

レクサス IS
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レクサスは本年8月に日本で開業し、新型GS、SCを発売、また9月より新型 ISを発売いたしました。1989年に北米で

創設し、その後欧州やアジアなど世界に展開してきた「レクサスブランド」は、日本での開業を機に、「高級の本質」を常に追求し、

「個性」や「プレミアム感」を重視するお客様のご要望にお応えする「グローバルプレミアムブランド」の確立を目指してまいります。

＞ レクサスブランドの哲学

“レクサスは「高級の本質」の追求をテーマに、「ときめき」と「やすらぎ」に満ちた

「最高の時間」を提供します。”

創設以来一貫して変わらないレクサスの基本精神が、「高級の本質」の追求です。「高級の本質」

とは、最高の商品を最高の販売・サービスで提供することを意味します。「ときめき」と「やすらぎ」は、

レクサスと過ごす、すべての瞬間に織り込まれ、色あせることのない最高の時間を創造します。

完璧を求める精神やモノづくりの匠の技によってもたらされる最高の技術力に、「もてなしの心」など

日本人ならではの感性を融合した、新しいプレミアムカー、それこそがレクサスです。

“レクサスの原点となった初代LS400。その開発で培われた完璧を求める精神が、

今日のレクサスに受け継がれています。”

初代LS400の開発チームは、「完璧へのあくなき追及」により、数々の困難に直面しながらも

その壁を打ち破ってきました。レクサスでは、「高級の本質」を追求する過程で培われてきた、

妥協を排する真摯な取り組みや精神をクルマづくりのDNAとして受け継いでいます。

＞ レクサスの商品開発

“ブランドとしての統一性と独自の魅力を与えるために、I.D.E.A.L.というキーワードの

もと、商品開発を進めています。”

商品開発においては、レクサス独自のデザインフィロソフィ『L-finesse*（エル・フィネス）』を掲

げるとともに、全てのレクサス車に共通する、五つの開発キーワード『I.D.E.A.L.**（アイディアル）』

を定めています。そして、数値性能から感性品質に至る約500項目に及ぶレクサス独自の商

品化基準『レクサスMUSTs（マスツ）』にそって、プレミアムブランドにふさわしい卓越した商品性

とレクサスブランドとしての統一性、独自の魅力の付与を追求しています。

* Leading-Edge（先鋭）とfinesse（精妙）を組み合わせた造語。「先鋭-精妙の美」の意。

**Impressive（印象的）・Dynamic（動的）・Elegant（優雅）・Advanced（先進）・Lasting（普遍）

レクサスのDNA

� 静粛性と軽量化といった二
律相反する要求を妥協無く
追求する「Yet*の思想」

� ものごとの本質を根本から
問い直す「源流主義」

*英語で「なおかつ」の意

特集 : レクサスブランド特集 : レクサスブランド
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＞ レクサスの販売・サービス

“「人・店舗・おもてなし」の要素を徹底的に追求し、お客様に感動を与える「最高の

販売・サービス」をお届けします。”

真の「グローバルプレミアムブランド」を確立するため、レクサスは「最高の商品」だけではなく、

「最高の販売・サービス」を提供するための環境をつくりあげています。目指しているのは「あらゆ

るサービス産業の中でも最高だと認められる」ことです。その実現のために、レクサスでは「人・店

舗・おもてなし」の要素を徹底的に追求してまいります。

レクサスの販売計画

日本でのレクサスの販売ネットワークは、本年８月にレクサス

のみを扱う143店舗が立ち上がり、年内に約150店舗、

その後もネットワークの充実・強化を進め、将来的には180

店舗を目指してまいります。国内販売台数は、来年にGSに

ハイブリッドシステムを搭載したGS450h、フラッグシップ

セダンとなるLSの導入を見込み、年間５万台から６万台の

販売を目標としています。また、プレミアムブランドの本拠地

でもある欧州においても、販売ネットワークを拡充するなど積

極的な展開を図り、2006年には、全世界で50万台の販

売を目指してまいります。

’00 ’01 ’02 ’03 ’04 ’06 

（万台） 

レクサスの販売台数（全世界） 

50

20

30

10

40

0
目標値 

50万台 

GS 走りのパフォーマンスはもとより感性の
領域に至るまで「新しいプレミアム価
値の提供」を追求したグランドセダン

GS 「レクサスの華」をテーマに極限の
美しさを追求したスポーツクーペ

GS 「感動と快感の走り」をテーマにドライ
ビングを愉しむための走りを追求し
たインテリジェントスポーツセダン

GS SC IS

「最高の商品」にふさわしい、
「最高の販売・サービス」を提
供するレクサス店
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連結損益計算書

単位：百万円

当中間期 前年中間期

科　　目

売上高 ...................................................................................................................................... 9,953,160 9,025,665

商品・製品売上高 ............................................................................................................... 9,500,166 8,651,257

金融収益 .............................................................................................................................. 452,994 374,408

売上原価並びに販売費及び一般管理費 ............................................................................ 9,143,669 8,159,416

売上原価 .............................................................................................................................. 7,710,268 6,961,521

金融費用 .............................................................................................................................. 270,944 177,728

販売費及び一般管理費 ..................................................................................................... 1,162,457 1,020,167

営業利益 .................................................................................................................................. 809,491 866,249

その他の収益（△費用）......................................................................................................... 46,506 46,966

受取利息及び受取配当金 ................................................................................................. 46,955 33,128

支払利息 .............................................................................................................................. △11,048 △7,944

為替差益＜純額＞............................................................................................................... 5,584 6,196

その他＜純額＞ ................................................................................................................... 5,015 15,586

税金等調整前中間純利益 ..................................................................................................... 855,997 913,215

法人税等 .................................................................................................................................. 325,116 361,338

少数株主持分損益及び持分法
投資損益前中間純利益 ......................................................................................................... 530,881 551,877

少数株主持分損益 ................................................................................................................. △31,003 △26,652

持分法投資損益 ...................................................................................................................... 70,642 58,813

中間純利益 .............................................................................................................................. 570,520 584,038

単位：円

基本１株当たり中間純利益 ................................................................................................... 175.13 176.32

希薄化後１株当たり中間純利益 ........................................................................................... 175.10 176.28

百万円未満四捨五入

( )平成 17年 4月 1日から
平成 17年 9月 30日まで ( )平成 16年 4月 1日から

平成 16年 9月 30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

当中間期 前　期
科　　目 (平成17年9月30日現在) (平成17年3月31日現在)

（資産の部）

流動資産 ............................ 9,786,178 9,440,105

現金及び現金同等物 ... 1,695,897 1,483,753

定期預金 ........................ 59,988 63,609

有価証券 ........................ 517,784 543,124

受取手形及び
売掛金 ............................ 1,414,966 1,616,341
＜貸倒引当金控除後＞

金融債権＜純額＞ ....... 3,157,323 3,010,135

たな卸資産 .................... 1,443,333 1,306,709

その他 ............................ 1,496,887 1,416,434

長期金融債権＜純額＞ .... 4,547,430 3,976,941

投資及びその他の資産 ... 5,486,546 5,122,371

有形固定資産 .................... 6,437,438 5,795,594

土地 ................................ 1,204,454 1,182,768

建物 ................................ 3,051,281 2,935,274

機械装置 ........................ 8,052,513 7,897,509

賃貸用車両及び器具 ... 2,240,308 1,828,697

建設仮勘定 .................... 339,242 214,781

減価償却
累計額＜控除＞............. △ 8,450,360 △ 8,263,435

資産合計 ............................ 26,257,592 24,335,011

単位：百万円

当中間期 前　期
科　　目 (平成17年9月30日現在) (平成17年3月31日現在)

（負債の部）

流動負債 ............................ 9,074,606 8,227,206

短期借入債務 ............... 2,769,166 2,381,827

１年以内に返済予定
の長期借入債務 ........... 1,484,076 1,150,920

支払手形及び買掛金 ... 1,823,606 1,856,799

その他 ............................ 2,997,758 2,837,660

固定負債 ............................ 6,963,433 6,557,926

長期借入債務 ............... 5,307,694 5,014,925

未払退職・年金費用 .... 644,518 646,989

その他 ............................ 1,011,221 896,012

負債合計 ............................ 16,038,039 14,785,132

（少数株主持分）

少数株主持分 .................... 526,788 504,929

（資本の部）

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

資本剰余金 ........................ 495,580 495,707

利益剰余金 ........................ 9,771,972 9,332,176

その他の包括利益
（△損失）累計額 ............... 187,280 △ 80,660

自己株式 ............................ △ 1,159,117 △ 1,099,323

資本合計 ............................ 9,692,765 9,044,950

負債･少数株主持分及び
資本合計 ............................ 26,257,592 24,335,011

百万円未満四捨五入
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連結キャッシュ･フロー計算書

単位：百万円

当中間期 前年中間期
科　　目

営業活動からのキャッシュ・フロー
中間純利益 .......................................................................................................................... 570,520 584,038
営業活動から得た現金＜純額＞への中間純利益の調整
減価償却費 ...................................................................................................................... 547,036 485,311
貸倒引当金及び金融損失引当金繰入額 .................................................................... 28,923 31,966
退職・年金費用＜支払額控除後＞ ............................................................................. 13,514 3,085
固定資産処分損 ............................................................................................................. 26,993 18,914
売却可能有価証券の未実現評価損＜純額＞ ........................................................... 4,460 1,997
繰延税額 .......................................................................................................................... △ 15,862 49,858
少数株主持分損益 ......................................................................................................... 31,003 26,652
持分法投資損益 ............................................................................................................. △ 70,642 △ 58,813
資産及び負債の増減ほか ............................................................................................. 203,513 258,126

営業活動から得た現金＜純額＞ .................................................................... 1,339,458 1,401,134

投資活動からのキャッシュ・フロー
金融債権の増加 ............................................................................................................. △ 3,148,381 △ 2,381,567
金融債権の回収及び売却 ............................................................................................. 2,638,589 1,827,105
有形固定資産の購入＜賃貸資産を除く＞ ................................................................ △ 716,530 △ 538,886
賃貸資産の購入 ............................................................................................................. △ 624,732 △ 361,708
有形固定資産の売却＜賃貸資産を除く＞ ................................................................ 39,122 29,152
賃貸資産の売却 ............................................................................................................. 195,222 152,433
有価証券及び投資有価証券の購入 ............................................................................ △ 401,268 △ 747,373
有価証券及び投資有価証券の売却及び満期償還 ................................................... 430,054 226,907
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＞ ........................... △ 129 △ 683
投資及びその他の資産の増減ほか ............................................................................ △ 62,730 1,168

投資活動に使用した現金＜純額＞ ................................................................. △ 1,650,783 △ 1,793,452

財務活動からのキャッシュ・フロー
自己株式の取得 ............................................................................................................. △ 59,734 △ 206,917
長期借入債務の増加 ..................................................................................................... 875,706 921,299
長期借入債務の返済 ..................................................................................................... △ 508,550 △ 538,467
短期借入債務の増加 ..................................................................................................... 313,266 58,904
配当金支払額 ................................................................................................................. △ 130,724 △ 83,250

財務活動から得た現金＜純額＞ ..................................................................... 489,964 151,569
為替相場変動の現金及び現金同等物に対する影響額 ................................................... 33,505 39,216
現金及び現金同等物純増加（減少）額 ................................................................................ 212,144 △ 201,533
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中間期末残高 .................................................................................... 1,695,897 1,528,243

百万円未満四捨五入

( )平成 17年 4月 1日から
平成 17年 9月 30日まで ( )平成 16年 4月 1日から

平成 16年 9月 30日まで

（注）連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金
および容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期投資からなります。
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単独決算の概要

単独損益計算書の要旨

単位：百万円

当前半期 前年同期
科　　目

売上高 ...................................................................................................................................... 4,664,015 4,459,736

売上原価 .............................................................................................................................. 3,795,039 3,570,278

販売費及び一般管理費 ..................................................................................................... 571,319 497,062

営業利益 .................................................................................................................................. 297,657 392,395

営業外収益 .......................................................................................................................... 175,173 132,913

営業外費用 .......................................................................................................................... 56,219 82,927

経常利益 .................................................................................................................................. 416,610 442,382

特別損失 .................................................................................................................................. — 24,996

税引前当前半期純利益 ......................................................................................................... 416,610 417,385

当前半期純利益 ...................................................................................................................... 283,675 263,740

前期繰越利益 .......................................................................................................................... 512,778 497,867

自己株式処分差損 ................................................................................................................. 184 114

当前半期未処分利益 ............................................................................................................. 796,269 761,493

百万円未満切り捨て

( )平成 17年 4月 1日から
平成 17年 9月 30日まで ( )平成 16年 4月 1日から

平成 16年 9月 30日まで

中間配当金について

平成17年11月4日開催の取締役会において、平成17年9月30日の最終の株主名簿（実質株主名簿を含む）記載

の株主または登録質権者に対して行う中間配当につき、次のとおり決議しました。

1. 中 間 配 当 金

2. 支払請求権の効力発生日
お よ び 支 払 開 始 日

1株につき 35円

平成17年11月25日
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単独貸借対照表の要旨

単位：百万円

当前半期 前期
科　　目 (平成17年9月30日現在) (平成17年3月31日現在)

（資産の部）
流動資産 ............................ 3,346,221 3,453,441
現金及び預金 ............... 131,405 60,275
売掛金 ............................ 939,377 1,088,735
有価証券 ........................ 872,744 870,735
たな卸資産 .................... 258,851 221,772
その他 ............................ 1,143,842 1,211,921

固定資産 ............................ 5,838,232 5,617,550
有形固定資産 ............... 1,268,255 1,258,835
投資その他の資産 ....... 4,569,977 4,358,714

合計 .................................... 9,184,453 9,070,991

単位：百万円

当前半期 前期
科　　目 (平成17年9月30日現在) (平成17年3月31日現在)

（負債の部）
流動負債 ............................ 2,086,381 2,180,374
固定負債 ............................ 828,905 832,806
社債 ................................ 500,000 500,000
退職給付引当金 ........... 289,113 289,694
その他 ............................ 39,792 43,111
負債計 ................................ 2,915,286 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 ........................ 6,246,631 6,094,528
その他有価証券評価差額金 ... 398,767 279,780
自己株式 ............................ △ 1,190,253 △ 1,130,519
資本計 ................................ 6,269,166 6,057,810
合計 .................................... 9,184,453 9,070,991

百万円未満切り捨て

前半期 

18/3前半期 17/316/315/314/3

（兆円） 

売上高 

10

4

8

6

2

0

前半期 

18/3前半期 17/316/315/314/3

（億円） 

経常利益 

10,000

4,000

8,000

6,000

2,000

0

前半期 

18/3前半期 17/316/315/314/3

（億円） 

当期純利益 

8,000

4,000

6,000

2,000

0
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常務役員

株　主　数 326,016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 267,733千株

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 224,960

株式会社　豊田自動織機 200,025

日本生命保険相互会社 130,848

資産管理サービス信託銀行株式会社 106,193

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 98,977

ヒーローアンドカンパニー 84,774

東京海上日動火災保険株式会社 83,821

ザ チェースマンハッタンバンクエヌエイロンドン 65,850

（注）1. 上記のほか、当社が所有している自己株式357,297千株があります。

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。

取締役および監査役
（平成17年9月30日現在）

株式状況

（平成17年9月30日現在）

（平成17年9月30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 
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

連 絡 先

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

三菱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〕

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

（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)

■「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。




