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将来予測・インサイダー取引について将来予測・インサイダー取引について将来予測・インサイダー取引について将来予測・インサイダー取引について将来予測・インサイダー取引について将来予測・インサイダー取引について将来予測・インサイダー取引について将来予測・インサイダー取引について

　本資料のうち、業績見通し等に記載されている各数値は、現在入手可能な情報による判断および　　本資料のうち、業績見通し等に記載されている各数値は、現在入手可能な情報による判断および　　本資料のうち、業績見通し等に記載されている各数値は、現在入手可能な情報による判断および　　本資料のうち、業績見通し等に記載されている各数値は、現在入手可能な情報による判断および　
仮定に基づき算定しており、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　仮定に基づき算定しており、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　仮定に基づき算定しており、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　仮定に基づき算定しており、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、実際の業績等が見通しの数値と大きく異なる可能性があります。変化等による変動可能性に照らし、実際の業績等が見通しの数値と大きく異なる可能性があります。変化等による変動可能性に照らし、実際の業績等が見通しの数値と大きく異なる可能性があります。変化等による変動可能性に照らし、実際の業績等が見通しの数値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としては、主に以下のようなものがあります。なお、上記の不確定性および変動可能性を有する要素としては、主に以下のようなものがあります。なお、上記の不確定性および変動可能性を有する要素としては、主に以下のようなものがあります。なお、上記の不確定性および変動可能性を有する要素としては、主に以下のようなものがあります。

主要市場における経済情勢および需要の変動主要市場における経済情勢および需要の変動主要市場における経済情勢および需要の変動主要市場における経済情勢および需要の変動
為替相場の変動（主に円／米ドル相場、円／ユーロ相場）為替相場の変動（主に円／米ドル相場、円／ユーロ相場）為替相場の変動（主に円／米ドル相場、円／ユーロ相場）為替相場の変動（主に円／米ドル相場、円／ユーロ相場）
原価低減や設備投資を計画通り実施する当社および連結子会社の能力原価低減や設備投資を計画通り実施する当社および連結子会社の能力原価低減や設備投資を計画通り実施する当社および連結子会社の能力原価低減や設備投資を計画通り実施する当社および連結子会社の能力
主要市場における貿易規制、および環境保全、自動車排ガス、燃費効率、安全性等に関する主要市場における貿易規制、および環境保全、自動車排ガス、燃費効率、安全性等に関する主要市場における貿易規制、および環境保全、自動車排ガス、燃費効率、安全性等に関する主要市場における貿易規制、および環境保全、自動車排ガス、燃費効率、安全性等に関する

　　　　 各種法律、規制各種法律、規制各種法律、規制各種法律、規制
主要市場における政治情勢主要市場における政治情勢主要市場における政治情勢主要市場における政治情勢
適宜、新製品を開発し市場へ投入する当社および連結子会社の能力適宜、新製品を開発し市場へ投入する当社および連結子会社の能力適宜、新製品を開発し市場へ投入する当社および連結子会社の能力適宜、新製品を開発し市場へ投入する当社および連結子会社の能力
当社および連結子会社が事業活動を行う上で生じる当社および連結子会社の責に帰すことの当社および連結子会社が事業活動を行う上で生じる当社および連結子会社の責に帰すことの当社および連結子会社が事業活動を行う上で生じる当社および連結子会社の責に帰すことの当社および連結子会社が事業活動を行う上で生じる当社および連結子会社の責に帰すことの

　　　　 できない様々な障害できない様々な障害できない様々な障害できない様々な障害

インサイダー取引に関するご注意：インサイダー取引に関するご注意：インサイダー取引に関するご注意：インサイダー取引に関するご注意：
企業から直接、未公開の重要事実の伝達を受けた投資家（第一次情報受領者）は、企業から直接、未公開の重要事実の伝達を受けた投資家（第一次情報受領者）は、企業から直接、未公開の重要事実の伝達を受けた投資家（第一次情報受領者）は、企業から直接、未公開の重要事実の伝達を受けた投資家（第一次情報受領者）は、
当該情報が「公表」される前に株式売買等を行うことが禁じられています（証券取引法当該情報が「公表」される前に株式売買等を行うことが禁じられています（証券取引法当該情報が「公表」される前に株式売買等を行うことが禁じられています（証券取引法当該情報が「公表」される前に株式売買等を行うことが禁じられています（証券取引法166166166166条）。条）。条）。条）。
同法施行令により、二以上の報道機関に対して企業が当該情報を公開してから同法施行令により、二以上の報道機関に対して企業が当該情報を公開してから同法施行令により、二以上の報道機関に対して企業が当該情報を公開してから同法施行令により、二以上の報道機関に対して企業が当該情報を公開してから
周知のために必要な期間として周知のために必要な期間として周知のために必要な期間として周知のために必要な期間として12121212時間が経過した時点を以って時間が経過した時点を以って時間が経過した時点を以って時間が経過した時点を以って
「公表」されたものとみなされます（「公表」されたものとみなされます（「公表」されたものとみなされます（「公表」されたものとみなされます（12121212時間ルール）。時間ルール）。時間ルール）。時間ルール）。
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ⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠ. . . . . . . . 連結決算の概況連結決算の概況連結決算の概況連結決算の概況連結決算の概況連結決算の概況連結決算の概況連結決算の概況
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はじめにはじめに
連結連結

①中間連結財務諸表作成基準（日本基準）に準じて作成①中間連結財務諸表作成基準（日本基準）に準じて作成①中間連結財務諸表作成基準（日本基準）に準じて作成①中間連結財務諸表作成基準（日本基準）に準じて作成
　　　　

②中央青山監査法人によるレビューを実施②中央青山監査法人によるレビューを実施②中央青山監査法人によるレビューを実施②中央青山監査法人によるレビューを実施

③比較期→・台数、③比較期→・台数、③比較期→・台数、③比較期→・台数、P/LP/LP/LP/L：：：：01/401/401/401/4----6666期期期期
　　　　　　　　　　　（欧州・その他地域は、　　　　　　　（欧州・その他地域は、　　　　　　　（欧州・その他地域は、　　　　　　　（欧州・その他地域は、01/101/101/101/1----3333期）期）期）期）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・・・・B/SB/SB/SB/S：：：：02/302/302/302/3期期期期

④厚生年金基金の代行部分返上益を計上④厚生年金基金の代行部分返上益を計上④厚生年金基金の代行部分返上益を計上④厚生年金基金の代行部分返上益を計上
　　　　

今回の決算値今回の決算値今回の決算値今回の決算値今回の決算値今回の決算値今回の決算値今回の決算値
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連結決算要約

億円億円億円億円 億円億円億円億円 億円億円億円億円 　　　　　％％％％

売売売売 上上上上 高高高高 40,21140,21140,21140,211 33,47733,47733,47733,477 6,7346,7346,7346,734 (20.1)(20.1)(20.1)(20.1)

億円億円億円億円 億円億円億円億円 億円億円億円億円

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益 3,9453,9453,9453,945 2,9132,9132,9132,913 1,0321,0321,0321,032 (35.4)(35.4)(35.4)(35.4)

億円億円億円億円 億円億円億円億円 億円億円億円億円

経経経経 常常常常 利利利利 益益益益 4,4994,4994,4994,499 2,9752,9752,9752,975 1,5241,5241,5241,524 (51.2)(51.2)(51.2)(51.2)

億円億円億円億円 億円億円億円億円 億円億円億円億円     

税引前当期純利益税引前当期純利益税引前当期純利益税引前当期純利益 6,1366,1366,1366,136 2,9752,9752,9752,975 3,1613,1613,1613,161 (106.2)(106.2)(106.2)(106.2)

億円億円億円億円 億円億円億円億円 億円億円億円億円     

当当当当 期期期期 純純純純 利利利利 益益益益 3,5233,5233,5233,523 1,6231,6231,6231,623 1,9001,9001,9001,900 (117.1)(117.1)(117.1)(117.1)

連結連結

当第当第当第当第当第当第当第当第11111111四半期四半期四半期四半期四半期四半期四半期四半期
(02/4(02/4(02/4(02/4(02/4(02/4(02/4(02/4--------6)6)6)6)6)6)6)6)

前年第１四半期前年第１四半期前年第１四半期前年第１四半期前年第１四半期前年第１四半期前年第１四半期前年第１四半期

(01/4(01/4(01/4(01/4(01/4(01/4(01/4(01/4--------6)6)6)6)6)6)6)6)
増減増減増減増減増減増減増減増減

（　　）内は前年同期比増減率（　　）内は前年同期比増減率（　　）内は前年同期比増減率（　　）内は前年同期比増減率
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538538538538

792792792792

494494494494
(△44)(△44)(△44)(△44)

1,0101,0101,0101,010
(+218)(+218)(+218)(+218)

0000

500500500500

1,0001,0001,0001,000

1,5001,5001,5001,500

2,0002,0002,0002,000

'01/4-6'01/4-6'01/4-6'01/4-6 '02/4-6'02/4-6'02/4-6'02/4-6

販売台数①
連結連結

1,3301,3301,3301,330 1,504 1,504 1,504 1,504 (+174)(+174)(+174)(+174)

千台千台千台千台 〔１〔１〔１〔１,490,490,490,490〕〕〕〕 〔〔〔〔1,5451,5451,5451,545〕〕〕〕

〔〔〔〔 〕内はトヨタ・ダイハツ・日野ブランドの総小売台数〕内はトヨタ・ダイハツ・日野ブランドの総小売台数〕内はトヨタ・ダイハツ・日野ブランドの総小売台数〕内はトヨタ・ダイハツ・日野ブランドの総小売台数

海外海外海外海外

国内国内国内国内
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422422422422
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0000
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1,0001,0001,0001,000

1,5001,5001,5001,500

2,0002,0002,0002,000

'01/4-6'01/4-6'01/4-6'01/4-6 '02/4-6'02/4-6'02/4-6'02/4-6

販売台数②

国内国内国内国内

連結連結

千台千台千台千台

(+102)(+102)(+102)(+102)

(+27)(+27)(+27)(+27)

(+89)(+89)(+89)(+89)
北米北米北米北米

欧州欧州欧州欧州

その他その他その他その他

((((△△△△44)44)44)44)

〔１〔１〔１〔１,490,490,490,490〕〕〕〕

1,3301,3301,3301,330

〔〔〔〔1,5451,5451,5451,545〕〕〕〕

1,504 1,504 1,504 1,504 (+174)(+174)(+174)(+174)

〔〔〔〔 〕内はトヨタ・ダイハツ・日野ブランドの総小売台数〕内はトヨタ・ダイハツ・日野ブランドの総小売台数〕内はトヨタ・ダイハツ・日野ブランドの総小売台数〕内はトヨタ・ダイハツ・日野ブランドの総小売台数
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営業利益の増減要因営業利益の増減要因

研究開発費および　　　　　研究開発費および　　　　　研究開発費および　　　　　研究開発費および　　　　　
　減価償却費の増加ほか　減価償却費の増加ほか　減価償却費の増加ほか　減価償却費の増加ほか

　　　△５６８　　　△５６８　　　△５６８　　　△５６８ 億円億円億円億円

減益要因減益要因減益要因減益要因減益要因減益要因減益要因減益要因 568568568568568568568568億円億円億円億円億円億円億円億円

原価改善の努力　７００原価改善の努力　７００原価改善の努力　７００原価改善の努力　７００ 億円億円億円億円

為替変動の影響　７００為替変動の影響　７００為替変動の影響　７００為替変動の影響　７００ 億円億円億円億円
　　　　　　　　　　　　ド　ル：１２３円→１２７円ド　ル：１２３円→１２７円ド　ル：１２３円→１２７円ド　ル：１２３円→１２７円****
　　　　　　　　 ユーロ：１０７円→１１７円ユーロ：１０７円→１１７円ユーロ：１０７円→１１７円ユーロ：１０７円→１１７円****

販売面での影響　２００販売面での影響　２００販売面での影響　２００販売面での影響　２００ 億円億円億円億円

増益要因増益要因増益要因増益要因増益要因増益要因増益要因増益要因 １１１１１１１１,600,600,600,600,600,600,600,600億円億円億円億円億円億円億円億円

1,0321,0321,0321,0321,0321,0321,0321,032億円の増益億円の増益億円の増益億円の増益億円の増益億円の増益億円の増益億円の増益

連結連結

＊＊＊＊期中平均レート期中平均レート期中平均レート期中平均レート
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所在地別セグメント：国内
連結連結

％％％％
21.0480

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2,282

億円億円億円億円
2,762営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益

増減率増減率増減率増減率増減率増減率増減率増減率増減増減増減増減増減増減増減増減前年同期前年同期前年同期前年同期前年同期前年同期前年同期前年同期当第当第当第当第当第当第当第当第11四半期四半期四半期四半期四半期四半期四半期四半期
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所在地別セグメント：北米
連結連結

％％％％

67.5431639
億円億円億円億円

1,070営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益

増減率増減率増減率増減率増減率増減率増減率増減率増減増減増減増減増減増減増減増減前年同期前年同期前年同期前年同期前年同期前年同期前年同期前年同期当第当第当第当第当第当第当第当第11四半期四半期四半期四半期四半期四半期四半期四半期

北米の主な生産能力増強計画北米の主な生産能力増強計画北米の主な生産能力増強計画北米の主な生産能力増強計画北米の主な生産能力増強計画北米の主な生産能力増強計画北米の主な生産能力増強計画北米の主な生産能力増強計画

（１２５万台→１４５万台）（１２５万台→１４５万台）（１２５万台→１４５万台）（１２５万台→１４５万台）（１２５万台→１４５万台）（１２５万台→１４５万台）（１２５万台→１４５万台）（１２５万台→１４５万台）

02020202年　　　ｳｴｽﾄｳﾞｧｰｼﾞﾆｱ工場能力増強年　　　ｳｴｽﾄｳﾞｧｰｼﾞﾆｱ工場能力増強年　　　ｳｴｽﾄｳﾞｧｰｼﾞﾆｱ工場能力増強年　　　ｳｴｽﾄｳﾞｧｰｼﾞﾆｱ工場能力増強****

03030303年初頭　インディアナ工場能力増強年初頭　インディアナ工場能力増強年初頭　インディアナ工場能力増強年初頭　インディアナ工場能力増強

03030303年夏　　ｱﾗﾊﾞﾏ工場生産開始年夏　　ｱﾗﾊﾞﾏ工場生産開始年夏　　ｱﾗﾊﾞﾏ工場生産開始年夏　　ｱﾗﾊﾞﾏ工場生産開始****

03030303年秋　　カナダ工場能力増強年秋　　カナダ工場能力増強年秋　　カナダ工場能力増強年秋　　カナダ工場能力増強

＊＊＊＊エンジン・トランスミッション工場エンジン・トランスミッション工場エンジン・トランスミッション工場エンジン・トランスミッション工場
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所在地別セグメント：欧州
連結連結

倍倍倍倍
11.3293

億円億円億円億円
32営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益

増減率増減率増減率増減率増減率増減率増減率増減率増減増減増減増減増減増減増減増減前年同期前年同期前年同期前年同期前年同期前年同期前年同期前年同期当第当第当第当第当第当第当第当第11四半期四半期四半期四半期四半期四半期四半期四半期

欧州の主な生産能力増強計画欧州の主な生産能力増強計画欧州の主な生産能力増強計画欧州の主な生産能力増強計画欧州の主な生産能力増強計画欧州の主な生産能力増強計画欧州の主な生産能力増強計画欧州の主な生産能力増強計画

02020202年年年年4444月　ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ　ﾏﾆｭｱﾙﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝ工場　　月　ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ　ﾏﾆｭｱﾙﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝ工場　　月　ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ　ﾏﾆｭｱﾙﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝ工場　　月　ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ　ﾏﾆｭｱﾙﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝ工場　　

　　　　　　　　　　　　　　　生産開始　　　　　　　　　　　　　　　　生産開始　　　　　　　　　　　　　　　　生産開始　　　　　　　　　　　　　　　　生産開始　

03030303年初　フランス　能力増強（年初　フランス　能力増強（年初　フランス　能力増強（年初　フランス　能力増強（15151515→→→→18181818万台）万台）万台）万台）

　　　　　　　　　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ組付開始　　　　　　　　　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ組付開始　　　　　　　　　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ組付開始　　　　　　　　　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ組付開始

03030303年　　ＵＫ　　　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ組付開始年　　ＵＫ　　　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ組付開始年　　ＵＫ　　　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ組付開始年　　ＵＫ　　　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ組付開始

05050505年　　チェコ　　生産開始　　　　　　　年　　チェコ　　生産開始　　　　　　　年　　チェコ　　生産開始　　　　　　　年　　チェコ　　生産開始　　　　　　　

　　　　　　　　　（ﾌﾟｼﾞｮｰ・ｼﾄﾛｴﾝ合弁）　　　　　　　　　（ﾌﾟｼﾞｮｰ・ｼﾄﾛｴﾝ合弁）　　　　　　　　　（ﾌﾟｼﾞｮｰ・ｼﾄﾛｴﾝ合弁）　　　　　　　　　（ﾌﾟｼﾞｮｰ・ｼﾄﾛｴﾝ合弁）
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　　　 所在地別セグメント：その他連結連結

倍倍倍倍
3.47331

億円億円億円億円
104営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益

増減率増減率増減率増減率増減率増減率増減率増減率増減増減増減増減増減増減増減増減前年同期前年同期前年同期前年同期前年同期前年同期前年同期前年同期当第当第当第当第当第当第当第当第11四半期四半期四半期四半期四半期四半期四半期四半期

＊＊＊＊02020202年年年年10101010月　中国　天津工場生産開始月　中国　天津工場生産開始月　中国　天津工場生産開始月　中国　天津工場生産開始

カムリカムリカムリカムリ

カローラ　カローラ　カローラ　カローラ　

アルティスアルティスアルティスアルティス
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金融事業
連結連結

◆　金融ビジネスの拡大ほか　　　　　　　　　　１３４億円金融ビジネスの拡大ほか　　　　　　　　　　１３４億円金融ビジネスの拡大ほか　　　　　　　　　　１３４億円金融ビジネスの拡大ほか　　　　　　　　　　１３４億円金融ビジネスの拡大ほか　　　　　　　　　　１３４億円金融ビジネスの拡大ほか　　　　　　　　　　１３４億円金融ビジネスの拡大ほか　　　　　　　　　　１３４億円金融ビジネスの拡大ほか　　　　　　　　　　１３４億円

◆　米国の販売金融子会社の金利スワップ取引　　　　　　　米国の販売金融子会社の金利スワップ取引　　　　　　　米国の販売金融子会社の金利スワップ取引　　　　　　　米国の販売金融子会社の金利スワップ取引　　　　　　　米国の販売金融子会社の金利スワップ取引　　　　　　　米国の販売金融子会社の金利スワップ取引　　　　　　　米国の販売金融子会社の金利スワップ取引　　　　　　　米国の販売金融子会社の金利スワップ取引　　　　　　　

　　などの評価損　　　　　　　　　　　　　　△２７３億円　　などの評価損　　　　　　　　　　　　　　△２７３億円　　などの評価損　　　　　　　　　　　　　　△２７３億円　　などの評価損　　　　　　　　　　　　　　△２７３億円　　などの評価損　　　　　　　　　　　　　　△２７３億円　　などの評価損　　　　　　　　　　　　　　△２７３億円　　などの評価損　　　　　　　　　　　　　　△２７３億円　　などの評価損　　　　　　　　　　　　　　△２７３億円

営業利益　１３９億円の減益営業利益　１３９億円の減益営業利益　１３９億円の減益営業利益　１３９億円の減益営業利益　１３９億円の減益営業利益　１３９億円の減益営業利益　１３９億円の減益営業利益　１３９億円の減益　　



15

　　　設備投資・減価償却費・研究開発費　　　設備投資・減価償却費・研究開発費　　　設備投資・減価償却費・研究開発費　　　設備投資・減価償却費・研究開発費　　　設備投資・減価償却費・研究開発費　　　設備投資・減価償却費・研究開発費　　　設備投資・減価償却費・研究開発費　　　設備投資・減価償却費・研究開発費

連連連連 結結結結 計計計計 2,0372,0372,0372,037 1,7621,7621,7621,762 1,5011,5011,5011,501

　　　　　　国内　　　　　　国内　　　　　　国内　　　　　　国内 1,2371,2371,2371,237 1,1281,1281,1281,128 　　　　

　　　　　　北米　　　　　　北米　　　　　　北米　　　　　　北米 505505505505 413413413413 　　　　

         　　欧州         　　欧州         　　欧州         　　欧州 143143143143 125125125125 　　　　

         　　 他　         　　 他　         　　 他　         　　 他　 152152152152 96969696 　　　　

　　　　 　　　　

設備投資設備投資設備投資設備投資設備投資設備投資設備投資設備投資
（億円）（億円）（億円）（億円）（億円）（億円）（億円）（億円）

減価償却費減価償却費減価償却費減価償却費減価償却費減価償却費減価償却費減価償却費
（億円）（億円）（億円）（億円）（億円）（億円）（億円）（億円）

連結連結

研究開発費研究開発費研究開発費研究開発費研究開発費研究開発費研究開発費研究開発費
（億円）（億円）（億円）（億円）（億円）（億円）（億円）（億円）
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営業外損益ほか営業外損益ほか
連結連結

営業外損益　増益　４９２億円営業外損益　増益　４９２億円営業外損益　増益　４９２億円営業外損益　増益　４９２億円営業外損益　増益　４９２億円営業外損益　増益　４９２億円営業外損益　増益　４９２億円営業外損益　増益　４９２億円

◆　厚生年金基金の代行部分返上益　　　２４０億円厚生年金基金の代行部分返上益　　　２４０億円厚生年金基金の代行部分返上益　　　２４０億円厚生年金基金の代行部分返上益　　　２４０億円
　　　　（持分法適用会社）　　　　（持分法適用会社）　　　　（持分法適用会社）　　　　（持分法適用会社）

特別損益　　増益　１，６３７億円特別損益　　増益　１，６３７億円特別損益　　増益　１，６３７億円特別損益　　増益　１，６３７億円特別損益　　増益　１，６３７億円特別損益　　増益　１，６３７億円特別損益　　増益　１，６３７億円特別損益　　増益　１，６３７億円

◆　◆　◆　◆　厚生年金基金の代行部分返上益　　１厚生年金基金の代行部分返上益　　１厚生年金基金の代行部分返上益　　１厚生年金基金の代行部分返上益　　１,,,,６３７億円６３７億円６３７億円６３７億円
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単独決算要約

億円億円億円億円 億円億円億円億円 億円億円億円億円 %%%%

売売売売 上上上上 高高高高 20,81520,81520,81520,815 19,82719,82719,82719,827 988988988988 ( 5.0)( 5.0)( 5.0)( 5.0)

億円億円億円億円 億円億円億円億円 億円億円億円億円     

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益 2,4422,4422,4422,442 1,9651,9651,9651,965 477477477477 (24.3)(24.3)(24.3)(24.3)

億円億円億円億円 億円億円億円億円 億円億円億円億円     

経経経経 常常常常 利利利利 益益益益 2,8552,8552,8552,855 2,4372,4372,4372,437 418418418418 (17.1)(17.1)(17.1)(17.1)

億円億円億円億円 億円億円億円億円 億円億円億円億円     

当当当当期期期期純純純純利利利利益益益益 2,6302,6302,6302,630 1,4311,4311,4311,431 1,1991,1991,1991,199 (83.8)(83.8)(83.8)(83.8)

単独単独

当第当第当第当第当第当第当第当第11111111期半期期半期期半期期半期期半期期半期期半期期半期
(02/4(02/4(02/4(02/4(02/4(02/4(02/4(02/4--------6)6)6)6)6)6)6)6)

前年第１四半期前年第１四半期前年第１四半期前年第１四半期前年第１四半期前年第１四半期前年第１四半期前年第１四半期

(01/4(01/4(01/4(01/4(01/4(01/4(01/4(01/4--------6)6)6)6)6)6)6)6)
増減増減増減増減増減増減増減増減

ⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡ. . . . . . . . 単独決算の概況単独決算の概況単独決算の概況単独決算の概況単独決算の概況単独決算の概況単独決算の概況単独決算の概況

（　）内は前年同期比増減率（　）内は前年同期比増減率（　）内は前年同期比増減率（　）内は前年同期比増減率
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ⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢ. . . . . . . . 通期の見通し通期の見通し通期の見通し通期の見通し通期の見通し通期の見通し通期の見通し通期の見通し
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当期販売台数見通し当期販売台数見通し

    

(＋57)(＋57)(＋57)(＋57) (+44)(+44)(+44)(+44) 　　　　

連連連連 結結結結 611611611611 598598598598 554554554554     

(＋ 4)(＋ 4)(＋ 4)(＋ 4) (+ 6)(+ 6)(+ 6)(+ 6) 　　　　

（（（（ 国国国国 内内内内 ）））） 226226226226 228228228228 222222222222

(＋16)(＋16)(＋16)(＋16) (+ 9)(+ 9)(+ 9)(+ 9) 　　　　

（（（（ 北北北北 米米米米 ）））） 194194194194 187187187187 178178178178

(＋ 5)(＋ 5)(＋ 5)(＋ 5) (＋ 5)(＋ 5)(＋ 5)(＋ 5) 　　　　

（（（（ 欧欧欧欧 州州州州 ）））） 78787878 78787878 73737373

(＋32)(＋32)(＋32)(＋32) (+24)(+24)(+24)(+24) 　　　　

（（（（そそそそのののの他他他他）））） 113113113113 105105105105 81818181

連結連結

（（（（ ）内）内）内）内 は前期からの増減は前期からの増減は前期からの増減は前期からの増減

今回見通し今回見通し今回見通し今回見通し今回見通し今回見通し今回見通し今回見通し
（万台）（万台）（万台）（万台）（万台）（万台）（万台）（万台）

期初見通し期初見通し期初見通し期初見通し期初見通し期初見通し期初見通し期初見通し
（万台）（万台）（万台）（万台）（万台）（万台）（万台）（万台）

前期実績前期実績前期実績前期実績前期実績前期実績前期実績前期実績
（万台）（万台）（万台）（万台）（万台）（万台）（万台）（万台）

＊前期実績は１２ヶ月換算値＊前期実績は１２ヶ月換算値＊前期実績は１２ヶ月換算値＊前期実績は１２ヶ月換算値



20

台数等の見通し

生産生産生産生産 国内国内国内国内 345345345345 万台万台万台万台 326326326326 336336336336

海外海外海外海外 215215215215 215215215215 183183183183

国内販売国内販売国内販売国内販売 175175175175 175175175175 172172172172

輸出輸出輸出輸出 175175175175 160160160160 170170170170

　　　　 海外現地販売海外現地販売海外現地販売海外現地販売 380380380380 370370370370 360360360360

住宅住宅住宅住宅 3,4003,4003,4003,400 戸戸戸戸 3,4003,4003,4003,400 3,0953,0953,0953,095

今回見通し今回見通し今回見通し今回見通し今回見通し今回見通し今回見通し今回見通し
(02/4(02/4(02/4(02/4(02/4(02/4(02/4(02/4--------03/3)03/3)03/3)03/3)03/3)03/3)03/3)03/3)

前期実績前期実績前期実績前期実績前期実績前期実績前期実績前期実績
(01/4(01/4(01/4(01/4(01/4(01/4(01/4(01/4--------02/3)02/3)02/3)02/3)02/3)02/3)02/3)02/3)

単独単独

期初見通し期初見通し期初見通し期初見通し期初見通し期初見通し期初見通し期初見通し
(02/4(02/4(02/4(02/4(02/4(02/4(02/4(02/4--------03/3)03/3)03/3)03/3)03/3)03/3)03/3)03/3)
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業績見通し

億円億円億円億円

売売売売 上上上上 高高高高     83,00083,00083,00083,000
億円億円億円億円

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益     7,5007,5007,5007,500
億円億円億円億円

経経経経 常常常常 利利利利 益益益益     7,7007,7007,7007,700
億円億円億円億円

当当当当 期期期期 利利利利 益益益益     5,5005,5005,5005,500

為替レート為替レート為替レート為替レート 125円/$125円/$125円/$125円/$

110円/ユーロ110円/ユーロ110円/ユーロ110円/ユーロ

期初見通し期初見通し期初見通し期初見通し期初見通し期初見通し期初見通し期初見通し
(02/4(02/4(02/4(02/4(02/4(02/4(02/4(02/4--------03/3)03/3)03/3)03/3)03/3)03/3)03/3)03/3)

単独単独

　現時点で　　　現時点で　　　現時点で　　　現時点で　　　現時点で　　　現時点で　　　現時点で　　　現時点で　　

　期初の見通し　期初の見通し　期初の見通し　期初の見通し　期初の見通し　期初の見通し　期初の見通し　期初の見通し

　は変更しない　は変更しない　は変更しない　は変更しない　は変更しない　は変更しない　は変更しない　は変更しない

今回見通し今回見通し今回見通し今回見通し今回見通し今回見通し今回見通し今回見通し
(02/4(02/4(02/4(02/4(02/4(02/4(02/4(02/4--------03/3)03/3)03/3)03/3)03/3)03/3)03/3)03/3)
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ⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣ. . . . . . . . ご参考ご参考ご参考ご参考ご参考ご参考ご参考ご参考
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株主構成の変化
単独単独

'99/9'99/9'99/9'99/9 '02/3'02/3'02/3'02/3

信託口信託口信託口信託口

銀行銀行銀行銀行

生損保生損保生損保生損保

事業法人他事業法人他事業法人他事業法人他

外国人外国人外国人外国人

個人個人個人個人

自己株自己株自己株自己株

３４％３４％３４％３４％３４％３４％３４％３４％ １９％１９％１９％１９％１９％１９％１９％１９％

１１％１１％１１％１１％１１％１１％１１％１１％
２２％２２％２２％２２％２２％２２％２２％２２％金金金金金金金金

融融融融融融融融

機機機機機機機機

関関関関関関関関
１７％１７％１７％１７％１７％１７％１７％１７％

１４％１４％１４％１４％１４％１４％１４％１４％

６２％６２％６２％６２％６２％６２％６２％６２％ ５５％５５％５５％５５％５５％５５％５５％５５％
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