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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等を含んでおりません。 

２ 従業員数は、就業人員数(当社グループから外部への出向者を除き、外部から当社グループへの出向者を含

む。)を記載しております。 

  

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第131期

第２四半期連結
累計期間

第131期
第２四半期連結

会計期間
第130期

会計期間

自 平成20年
  ４月１日 
至 平成20年 
  ９月30日

自 平成20年
  ７月１日 
至 平成20年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成20年 
  ３月31日

売上高 (百万円) 928,470 459,289 2,000,536

経常利益 (百万円) 40,313 8,572 126,488

四半期(当期)純利益 (百万円) 23,518 2,391 80,460

純資産額 (百万円) ─ 1,302,680 1,453,996

総資産額 (百万円) ─ 2,814,621 2,965,585

１株当たり純資産額 (円) ─ 3,993.69 4,483.32

１株当たり四半期 
(当期)純利益 

(円) 75.48 7.67 257.50

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
(当期)純利益 

(円) 75.48 7.67 257.43

自己資本比率 (％) ─ 44.21 47.11

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 54,358 ─ 188,805

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △69,002 ─ △138,789

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 4,211 ─ △33,992

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高 

(百万円) ─ 107,309 121,284

従業員数 (人) ─ 40,779 39,528
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当第２四半期連結会計期間において、当社グループの事業の内容に重要な変更はありません。 

また、主要な関係会社の異動もありません。 

  

  

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

  

(1) 連結会社の状況 

平成20年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員数(当社グループから外部への出向者を除き、外部から当社グループへの出向者を含

む。)であり、臨時従業員数は［ ］内に当第２四半期連結会計期間の平均人員数を外数で記載しております。

２ 臨時従業員には、期間従業員、パートタイマー、嘱託契約の従業員および派遣社員を含めております。 

  

  

(2) 提出会社の状況 

平成20年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員数(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、臨時 

従業員数は［ ］内に当第２四半期会計期間の平均人員数を外数で記載しております。 

２ 臨時従業員には、期間従業員、パートタイマー、嘱託契約の従業員および派遣社員を含めております。 

  

  

２ 【事業の内容】

３ 【関係会社の状況】

４ 【従業員の状況】

従業員数(人) 40,779 ［10,266］

従業員数(人) 12,359 ［ 3,733］
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第２ 【事業の状況】 

(1) 生産実績 

当第２四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。 
  

 
(注) １ 金額は販売価格によっており、セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２ 「物流」については物流サービスの提供が主要な事業であるため、記載を省略しております。 

  

(2) 受注状況 

「自動車」のうち、車両、エンジン、カーエアコン用コンプレッサーについては、トヨタ自動車㈱お

よび㈱デンソーから生産計画の提示を受け、生産能力を勘案し、見込生産を行っております。 

「自動車」のうち上記以外、「産業車両」、「繊維機械」および「その他」は受注生産によってお

り、当第２四半期連結会計期間における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおり

であります。 
  

 
(注) 「物流」については物流サービスの提供が主要な事業であるため、記載を省略しております。 

  

１ 【生産、受注及び販売の状況】

事業の種類別セグメントの名称 生産高(百万円)

自動車 218,762 

産業車両 180,041 

繊維機械 7,119 

その他 14,297 

合計 420,220 

事業の種類別セグメントの名称 受注高(百万円) 受注残高(百万円)

自動車 5,944 2,001 

産業車両 160,152 137,317 

繊維機械 4,056 5,219 

その他 10,550 5,483 

合計 180,703 150,021 
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(3) 販売実績 

当第２四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。 
  

 
(注) １ セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２ 主な相手先別の販売実績および総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。 

  

 
  

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円)

自動車 219,496 

産業車両 188,070 

物流 28,959 

繊維機械 8,034 

その他 14,728 

合計 459,289 

相手先

当第２四半期連結会計期間

金額(百万円) 割合(％)

トヨタ自動車㈱ 162,869 35.5 
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当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。 

  

(1) 業績の状況 

当第２四半期連結会計期間の売上高は、前年同期と比べ減少し4,592億円となりました。利益につき

ましては、原価改善の効果がありましたものの、国内外での売上げの減少や原材料・購入部品の値上が

り、減価償却費の増加、為替変動による影響などにより、経常利益は85億円となりました。また、四半

期純利益は23億円となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりです。 

① 自動車 

自動車部門におきましては、売上高は2,194億円、営業利益は24億円となりました。 

このうち車両につきましては、ヴィッツ・RAV4ともに減少したことにより、売上高は1,102億円と

なりました。 

エンジンにつきましては、RAV4などに搭載されているAD型ディーゼルエンジンは減少しましたもの

の、IMVシリーズ用KD型ディーゼルエンジンや、海外向けランドクルーザーに搭載されているVD型デ

ィーゼルエンジンなどが増加し、売上高は442億円となりました。 

カーエアコン用コンプレッサーにつきましては、北米の自動車メーカーでの大幅な減産の影響を受

けたことに加え、欧州・国内向けも減少したことにより、売上高は554億円となりました。 

② 産業車両 

産業車両部門におきましては、主力のフォークリフトトラックは、欧州やBRICsなどは増加しまし

たものの、北米は市場の冷え込みを受けて減少したことにより、トヨタブランド・BTブランドとも世

界全体での販売台数は前年同期並みにとどまり、売上高は1,880億円、営業利益は59億円となりまし

た。 

③ 物流 

物流部門におきましては、集配金・売上金管理サービスなどが堅調に推移したことにより、売上高

は289億円、営業利益は８億円となりました。 

④ 繊維機械 

繊維機械部門におきましては、主力であるエアジェット織機が中国向けで大きく減少したことによ

り、売上高は80億円、営業損失は２億円となりました。 

⑤ その他 

売上高は147億円、営業利益は９億円となりました。 

  

所在地別セグメントの業績は次のとおりです。 

① 日本 

車両、カーエアコン用コンプレッサーの台数減少や原材料・購入部品の値上がりなどにより、売上

高は3,116億円、営業利益は115億円となりました。 

② 北米 

北米市場が冷え込んだ影響や、原材料・購入部品の値上がりなどにより、売上高は545億円、営業

損失は７億円となりました。 

２ 【経営上の重要な契約等】

３ 【財政状態及び経営成績の分析】
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③ 欧州 

フォークリフトトラックの販売台数が増加したことなどにより、売上高は780億円となりました。

また、原材料・購入部品の値上がりなどにより、営業損失は14億円となりました。 

④ その他 

売上高は149億円、営業利益は７億円となりました。 

  

(2) キャッシュ・フロー 

キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前

四半期純利益を85億円計上したことなどにより、差引94億円の資金の増加となりました。また、投資

活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得に290億円を支出したことなどにより、差引

391億円の資金の減少となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の発行による収入

が260億円ならびに社債の償還による支出が200億円あったことなどにより、差引94億円の資金の増加

となりました。これらの増減に加え、換算差額、第１四半期連結会計期間末残高などを合わせます

と、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は1,073億円となり、第１四半

期連結会計期間末に比べ256億円の減少となりました。 

  

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題 

今後の経済の見通しにつきましては、世界的金融危機の克服に向けた各国政府の具体的な行動が期

待されますものの、実体経済の先行きは不透明さを増しており、景気はさらに一層厳しい状況が続く

ものと予想されます。 

 このような環境のなかで、当社グループといたしましては、「時代は変わった」という認識に立

ち、従来にはない発想も取り入れながら、商品開発から販売・サービスまで積極的に取り組むととも

に、全ての面において総点検を行うなど、経営全般にわたる効率化を迅速かつ徹底的に推進し、足元

を固めてまいります。 

 さらに、中長期的には、グローバル連結経営を強化し、総合力を発揮できる体制をつくりあげると

ともに、その基礎となる職場力の強化や、グループの将来を担う自立した人材の育成を進めてまいり

ます。 

  

(4) 研究開発活動 

当第２四半期連結会計期間における当社グループの研究開発費は、83億円です。 

  

(注) １ 本報告書の売上高、受注高等は消費税等抜きで表示しております。 

２ 事業の種類別セグメントの業績および所在地別セグメントの業績に記載の売上高は、外部顧客に対する

売上高を表示しております。  
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第３ 【設備の状況】 

(1) 主要な設備の状況 

当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な変更はありません。 

  

  

(2) 設備の新設、除却等の計画 

当第２四半期連結会計期間において、第１四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新

設、拡充、改修、除却、売却等について、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備

の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。 
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第４ 【提出会社の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
(注) 提出日現在の発行数には、平成20年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により 

発行された株式数は含まれておりません。 

  

  

１ 【株式等の状況】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 1,100,000,000

計 1,100,000,000

種類
第２四半期会計期間末 

現在発行数(株) 
(平成20年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成20年11月13日)

上場金融商品取引所名 
又は登録認可金融 
商品取引業協会名 

内容

普通株式 325,840,640 325,840,640
東京、名古屋、大阪 

各証券取引所 
(市場第一部) 

―

計 325,840,640 325,840,640 ― ―
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(2) 【新株予約権等の状況】 

① 当社は、旧商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき新株予約権を発行しております。 

 
(注) １ ※１ 新株予約権１個当たりの目的たる株式の数は100株とします。ただし、※２に定める株式の数の調整

を行った場合は、同様の調整を行います。 

  

２ ※２ 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとしま

す。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的た

る株式の数についてのみ行われ、調整の結果生ずる１株未満の端数については、これを切り捨てるも

のとします。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割(または併合)の比率 

  

３ ※３ 時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込基準金額を

調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。 

 
  

上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控

除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読

み替えるものとします。 

また、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、払込金額を当該株式の分割または併合の比率

に応じ比例的に調整するものとし、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。 

  

株主総会の特別決議日(平成16年６月22日)

第２四半期会計期間末現在 
(平成20年９月30日) 

新株予約権の数 (個) 120※１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 (株) 12,000※２

新株予約権の行使時の払込金額 (円) １株当たり2,652※３

新株予約権の行使期間 平成18年７月１日から 
平成22年６月30日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額 (円) 

発行価格    2,652 
資本組入額   1,326 

新株予約権の行使の条件 

①権利行使時に取締役、常務役員（平成20年６月20日よ
り執行役員に名称変更）または従業員として在籍して
いることを要する。ただし、退任または退職後１年６
ヵ月を超えない場合はこの限りではない。 
②その他権利行使の条件は、株主総会決議および新株予
約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権
者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定める
ところによる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後 
払込金額

＝
調整前 
払込金額

×
新株発行前の株価

既発行株式数＋新規発行株式数

─ 10 ─



 
(注) １ ※１ 新株予約権１個当たりの目的たる株式の数は100株とします。ただし、※２に定める株式の数の調整

を行った場合は、同様の調整を行います。 

  

２ ※２ 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとしま

す。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的た

る株式の数についてのみ行われ、調整の結果生ずる１株未満の端数については、これを切り捨てるも

のとします。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割(または併合)の比率 

  

３ ※３ 時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込基準金額を

調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。 

 
  

上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控

除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読

み替えるものとします。 

また、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、払込金額を当該株式の分割または併合の比率

に応じ比例的に調整するものとし、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。 

  

株主総会の特別決議日(平成17年６月22日)

第２四半期会計期間末現在 
(平成20年９月30日) 

新株予約権の数 (個) 1,305※１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 (株) 130,500※２

新株予約権の行使時の払込金額 (円) １株当たり3,306※３

新株予約権の行使期間 平成19年７月１日から 
平成23年６月30日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額 (円) 

発行価格    3,306 
資本組入額   1,653 

新株予約権の行使の条件 

①権利行使時に取締役、常務役員（平成20年６月20日よ
り執行役員に名称変更）または従業員として在籍して
いることを要する。ただし、退任または退職後１年６
ヵ月を超えない場合はこの限りではない。 
②その他権利行使の条件は、株主総会決議および新株予
約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権
者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定める
ところによる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後 
払込金額

＝
調整前 
払込金額

×
新株発行前の株価

既発行株式数＋新規発行株式数

─ 11 ─



② 当社は、会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき新株予約権を発行しております。 

 
(注) １ ※１   新株予約権１個当たりの目的たる株式の数は100株とします。ただし、※２に定める株式の数の

調整を行った場合は、同様の調整を行います。 

２ ※２   当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ)または株式併合を行う場合、次の算式

により調整されるものとします。ただし、かかる調整は当該時点において未行使の新株予約権の

目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果により生じる１株未満の端数については、こ

れを切り捨てるものとします。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割(または併合)の比率 

３ ※３ ① 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額

を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げます。 

 
     ② 新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の

処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り

上げます。ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行いません。 

 
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自

己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるもの

とします。 

③ 新株予約権の割当日後に他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株主へ

の配当を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的

な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとします。 

  

株主総会の特別決議日(平成18年６月22日)

第２四半期会計期間末現在 
(平成20年９月30日) 

新株予約権の数 (個) 7,820※１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 (株) 782,000※２

新株予約権の行使時の払込金額 (円) １株当たり4,642※３

新株予約権の行使期間 平成20年８月１日から 
平成24年７月31日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額 (円) 

発行価格    4,642 
資本組入額は会社計算規則第40条第１項に従い算出され
る資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結
果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げ
るものとする。 

新株予約権の行使の条件 

①権利行使時に取締役、常務役員（平成20年６月20日よ
り執行役員に名称変更）または従業員として在籍して
いることを要する。ただし、退任または退職後１年６
ヵ月を超えない場合はこの限りではない。 
②その他権利行使の条件は、株主総会決議および新株予
約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権
者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定める
ところによる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承
認を要する。 

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

株式分割(または株式併合)の比率

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後 
行使価額

＝
調整前 
行使価額

×
時価

既発行株式数＋新規発行株式数

─ 12 ─



 
(注) １ ※１   新株予約権１個当たりの目的たる株式の数は100株とします。ただし、※２に定める株式の数の

調整を行った場合は、同様の調整を行います。 

２ ※２   当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ)または株式併合を行う場合、次の算式

により調整されるものとします。ただし、かかる調整は当該時点において未行使の新株予約権の

目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果により生じる１株未満の端数については、こ

れを切り捨てるものとします。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割(または併合)の比率 

３ ※３ ① 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額

を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げます。 

 
     ② 新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の

処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り

上げます。ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行いません。 

 
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自

己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるもの

とします。 

③ 新株予約権の割当日後に他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株主へ

の配当を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的

な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとします。 

  

株主総会の特別決議日(平成19年６月21日)

第２四半期会計期間末現在 
(平成20年９月30日) 

新株予約権の数 (個) 8,300※１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 (株) 830,000※２

新株予約権の行使時の払込金額 (円) １株当たり5,866※３

新株予約権の行使期間 平成21年８月１日から 
平成25年７月31日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額 (円) 

発行価格    5,866 
資本組入額は会社計算規則第40条第１項に従い算出され
る資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結
果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げ
るものとする。 

新株予約権の行使の条件 

①権利行使時に取締役、常務役員（平成20年６月20日よ
り執行役員に名称変更）または従業員として在籍して
いることを要する。ただし、退任または退職後１年６
ヵ月を超えない場合はこの限りではない。 
②新株予約権者は、権利を行使する条件に該当しなくな
った場合、直ちに新株予約権を喪失し、当社に対して
無償で返還するものとする。 
③その他権利行使の条件は、株主総会決議および新株予
約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権
者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定める
ところによる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承
認を要する。 

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

株式分割(または株式併合)の比率

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後 
行使価額

＝
調整前 
行使価額

×
時価

既発行株式数＋新規発行株式数

─ 13 ─



 
(注) １ ※１   新株予約権１個当たりの目的たる株式の数は100株とします。ただし、※２に定める株式の数の

調整を行った場合は、同様の調整を行います。 

２ ※２   当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ)または株式併合を行う場合、次の算式

により調整されるものとします。ただし、かかる調整は当該時点において未行使の新株予約権の

目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果により生じる１株未満の端数については、こ

れを切り捨てるものとします。 

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割(または併合)の比率 

３ ※３ ① 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額

を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げます。 

 
     ② 新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の

処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り

上げます。ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行いません。 

 
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自

己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるもの

とします。 

③ 新株予約権の割当日後に他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株主へ

の配当を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的

な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとします。 

  

株主総会の特別決議日(平成20年６月20日)

第２四半期会計期間末現在 
(平成20年９月30日) 

新株予約権の数 (個) 13,600※１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 (株) 1,360,000※２

新株予約権の行使時の払込金額 (円) １株当たり3,410※３

新株予約権の行使期間 平成22年８月１日から 
平成26年７月31日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額 (円) 

発行価格    3,410 
資本組入額は会社計算規則第40条第１項に従い算出され
る資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結
果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げ
るものとする。 

新株予約権の行使の条件 

①権利行使時に取締役、執行役員または従業員として在
籍していることを要する。ただし、退任または退職後
１年６ヵ月を超えない場合はこの限りではない。 
②新株予約権者は、権利を行使する条件に該当しなくな
った場合、直ちに新株予約権を喪失し、当社に対して
無償で返還するものとする。 
③その他権利行使の条件は、株主総会決議および新株予
約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権
者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定める
ところによる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承
認を要する。 

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

株式分割(または株式併合)の比率

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後 
行使価額

＝
調整前 
行使価額

×
時価

既発行株式数＋新規発行株式数
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(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

 
  

(5) 【大株主の状況】 

平成20年９月30日現在 

 
(注) １ 当社は、自己株式（14,255千株）を所有しておりますが、上記の大株主より除いております。 

２ 上記所有株式数のうち信託業務に係る株式は次のとおりであります。 

 
  

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(千株)

発行済株式
総数残高 
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 

(百万円)

平成20年７月１日～ 
平成20年９月30日 

─ 325,840 ─ 80,462 ─ 101,766

氏名又は名称 住所
所有株式数 
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

トヨタ自動車株式会社 愛知県豊田市トヨタ町１番地 76,600 23.51

株式会社デンソー 愛知県刈谷市昭和町１丁目１番地 29,647 9.10

サードアベニュー バリュー
ファンド カストディアル  
トラスト カンパニー 
(常任代理人 シティバンク 
銀行株式会社) 

101 Carnegie Center,Princeton, 
New Jersey 08540-6231 U.S.A. 
(東京都品川区東品川２丁目３番14号) 

18,576 5.70

東和不動産株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅４丁目７番１号 15,697 4.82

豊田通商株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅４丁目９番８号 8,289 2.54

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口) 

東京都港区浜松町２丁目11番３号 8,273 2.54

日本生命保険相互会社 大阪府大阪市中央区今橋３丁目５番12号 6,735 2.07

アイシン精機株式会社 愛知県刈谷市朝日町２丁目１番地 6,578 2.02

全国共済農業協同組合連合会 東京都千代田区平河町２丁目７番９号 6,097 1.87

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口４Ｇ) 

東京都中央区晴海１丁目８番11号 5,493 1.69

計 ― 181,990 55.85

サードアベニュー バリューファンド カストディアル トラスト カンパニー 18,576千株

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 8,273千株

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 5,493千株
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(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成20年９月30日現在 

 
(注) １ 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己保有株式が20株含まれております。 

２ 株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株(議決権10個)ありま

す。 

  なお、当該株式は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の中に含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成20年９月30日現在 

 
  

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】 

  

 
(注) 株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。  

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 

14,255,500 
― ―

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

311,259,700 
3,112,597 ―

単元未満株式 
普通株式 

325,440 
― ―

発行済株式総数 325,840,640 ― ― 

総株主の議決権 ― 3,112,587 ― 

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式総数
に対する所有 

株式数の割合(％)

(自己保有株式) 

株式会社豊田自動織機 
愛知県刈谷市豊田町
２丁目１番地 

14,255,500      ― 14,255,500 4.37

計 ― 14,255,500      ― 14,255,500 4.37

２ 【株価の推移】

月別 平成20年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高 (円) 3,750 3,860 3,820 3,460 3,340 3,150

最低 (円) 3,260 3,460 3,350 3,040 2,980 2,515
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前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであり

ます。 

  

 
  

３ 【役員の状況】

氏名 新役職名 旧役職名 異動年月日

佐藤 則夫 

代表取締役 
取締役副社長 

（生産統轄、品質統轄、 
自動車事業本部長、技術技能
ラーニングセンター・グロー
バル品質管理部主管） 
  

代表取締役 
取締役副社長 

（生産統轄、品質統轄、 
自動車事業本部長、技術技能
ラーニングセンター・グロー
バル品質管理部・生産調査部
主管） 

平成20年10月１日

吉田 和憲 

専務取締役 

（自動車事業本部生産統轄、 
同トヨタ営業部・生産調査部
主管、自動車事業部長、長草
工場長） 

専務取締役 

（自動車事業本部生産統轄、 
同トヨタ営業部主管、自動車
事業部長、長草工場長、生産
調査部担当） 

平成20年10月１日
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第５ 【経理の状況】 

四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内

閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

  

金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期連結会計期間(平成20年７月１日から

平成20年９月30日まで)および当第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30日まで)

に係る四半期連結財務諸表について、あらた監査法人により四半期レビューを受けております。 

  

１ 四半期連結財務諸表の作成方法について

２ 監査証明について
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１【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 90,418 115,557

受取手形及び売掛金 231,367 244,035

有価証券 59,270 40,621

商品及び製品 57,515 57,959

仕掛品 36,842 35,873

原材料及び貯蔵品 31,993 30,799

繰延税金資産 22,917 18,860

その他 58,824 54,391

貸倒引当金 △2,490 △2,486

流動資産合計 586,658 595,612

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※1  190,088 ※1  188,776

機械装置及び運搬具（純額） ※1  289,038 ※1  266,347

工具、器具及び備品（純額） ※1  29,018 ※1  28,145

土地 109,833 107,727

建設仮勘定 46,472 31,849

有形固定資産合計 664,451 622,847

無形固定資産   

のれん 125,319 137,163

ソフトウエア 12,050 12,522

無形固定資産合計 137,370 149,685

投資その他の資産   

投資有価証券 1,265,806 1,513,779

長期貸付金 6,550 8,056

繰延税金資産 9,485 8,578

その他 144,477 67,202

貸倒引当金 △179 △177

投資その他の資産合計 1,426,141 1,597,439

固定資産合計 2,227,963 2,369,972

資産合計 2,814,621 2,965,585
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 184,710 214,084

短期借入金 65,837 52,326

コマーシャル・ペーパー 30,540 33,700

1年内償還予定の社債 27,664 20,000

未払金 36,329 30,389

未払法人税等 16,490 27,137

繰延税金負債 0 1,881

役員賞与引当金 349 626

その他 169,912 157,894

流動負債合計 531,835 538,041

固定負債   

社債 227,344 230,766

長期借入金 177,771 185,513

繰延税金負債 388,402 482,787

退職給付引当金 ※2  45,228 ※2  47,102

その他 141,360 27,376

固定負債合計 980,106 973,547

負債合計 1,511,941 1,511,588

純資産の部   

株主資本   

資本金 80,462 80,462

資本剰余金 106,180 106,184

利益剰余金 477,928 466,780

自己株式 △50,657 △50,644

株主資本合計 613,913 602,783

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 600,619 752,553

繰延ヘッジ損益 109 140

為替換算調整勘定 29,732 41,477

評価・換算差額等合計 630,461 794,171

新株予約権 971 695

少数株主持分 57,333 56,345

純資産合計 1,302,680 1,453,996

負債純資産合計 2,814,621 2,965,585
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 928,470

売上原価 793,225

売上総利益 135,245

販売費及び一般管理費 ※  112,270

営業利益 22,974

営業外収益  

受取利息 7,367

受取配当金 20,650

その他 3,647

営業外収益合計 31,665

営業外費用  

支払利息 10,276

その他 4,049

営業外費用合計 14,326

経常利益 40,313

税金等調整前四半期純利益 40,313

法人税、住民税及び事業税 14,002

法人税等調整額 992

法人税等合計 14,995

少数株主利益 1,799

四半期純利益 23,518
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【第２四半期連結会計期間】 

(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 459,289

売上原価 394,267

売上総利益 65,022

販売費及び一般管理費 ※  54,866

営業利益 10,155

営業外収益  

受取利息 4,975

受取配当金 582

その他 1,432

営業外収益合計 6,990

営業外費用  

支払利息 6,945

その他 1,628

営業外費用合計 8,573

経常利益 8,572

税金等調整前四半期純利益 8,572

法人税、住民税及び事業税 2,003

法人税等調整額 3,101

法人税等合計 5,104

少数株主利益 1,075

四半期純利益 2,391
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 40,313

減価償却費 64,566

貸倒引当金の増減額（△は減少） 240

受取利息及び受取配当金 △28,018

支払利息 10,276

持分法による投資損益（△は益） △173

売上債権の増減額（△は増加） 5,866

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,371

仕入債務の増減額（△は減少） △24,974

その他 93

小計 60,819

利息及び配当金の受取額 27,975

利息の支払額 △10,318

法人税等の支払額 △24,118

営業活動によるキャッシュ・フロー 54,358

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △60,374

有形固定資産の売却による収入 4,460

投資有価証券の取得による支出 △4,846

投資有価証券の売却による収入 288

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△12

貸付けによる支出 △5,486

貸付金の回収による収入 6,975

その他 △10,007

投資活動によるキャッシュ・フロー △69,002

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 8,559

長期借入れによる収入 8,289

長期借入金の返済による支出 △6,286

社債の発行による収入 26,000

社債の償還による支出 △20,000

自己株式の取得による支出 △26

配当金の支払額 △9,970

少数株主への配当金の支払額 △754

少数株主からの払込みによる収入 575

その他 △2,173

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,211

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,542

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △13,975

現金及び現金同等物の期首残高 121,284

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  107,309
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】 
  

 
  
【簡便な会計処理】 

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日  
 至 平成20年９月30日)

１ 連結の範囲に関する事項の変更 

(1) 連結の範囲の変更 

第１四半期連結会計期間より、海外子会社のアイチコーポレーショングループ２社は新たに子会社となっ

たため、連結の範囲に含めております。また、国内子会社の須坂仁科工業㈱、アイチコーポレーショングル

ープ１社および海外子会社のトヨタ インダストリーズ スウェーデングループ４社は合併などにより減少

しております。 

 当第２四半期連結会計期間より、海外子会社のトヨタ インダストリーズ スウェーデングループ２社は

出資比率の増加などにより増加し、１社は合併により減少しております。 

(2) 変更後の連結子会社の数 

160社 

 

２ 持分法の適用に関する事項の変更 

(1) 持分法適用関連会社の変更 

当第２四半期連結会計期間より、トヨタ インダストリーズ スウェーデングループ２社は出資比率の増

加などにより、持分法適用関連会社から連結子会社へと異動しております。 

(2) 変更後の持分法適用関連会社の数 

13社 

３ 会計処理基準に関する事項の変更 

(1) 「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）

を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価

切り下げの方法）に変更しております。なお、この変更の損益に与える影響はありません。 

(2) 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会 平成

18年５月17日 実務対応報告第18号）を第１四半期連結会計期間から適用しております。これにより、営業

利益は645百万円増加、経常利益および税金等調整前四半期純利益は329百万円減少、期首の利益剰余金は

2,400百万円減少しております。 

(3) 「リース取引に関する会計基準」等の適用 

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３月30日

企業会計基準第13号）および「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成６年

１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連結会計期間から早期

に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しております。 

 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法

により、ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準については、リース料受取時に売上高と売上原価

を計上する方法によっております。これにより、営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益は151

百万円増加しております。 

なお、リース取引開始日が会計基準適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き適用しております。 

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日  
 至 平成20年９月30日)

１ 固定資産の減価償却費の算定方法 

減価償却の方法として、定率法を採用している資産については、当連結会計年度に係る減価償却費の額を期間

按分して算定する方法によっております。 

２ 法人税等ならびに繰延税金資産および繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によ

っております。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められる場合には、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・

プランニングを利用する方法によっております。 
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【追加情報】 

 
  

【注記事項】 

(四半期連結貸借対照表関係) 

  

 
  

(四半期連結損益計算書関係) 

  

 
  

 
  

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日  
  至 平成20年９月30日)

（有形固定資産の耐用年数の変更） 

 法人税法の改正に伴い耐用年数を見直した結果、第１四半期連結会計期間より、改正後の法人税法に基づく耐用

年数に変更しております。これにより、営業利益は3,014百万円、経常利益および税金等調整前四半期純利益は

3,025百万円減少しております。 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成20年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

763,871百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

703,879百万円

※２ このうち5,234百万円は役員（執行役員を含む）の

退任慰労引当金であります。 

※２ このうち5,276百万円は役員（常務役員を含む）の

退任慰労引当金であります。 

（注）平成20年６月20日より常務役員の名称を執行役
員に変更しております。  

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日  
  至 平成20年９月30日)

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額は次のとおりであります。 

 

給料及び手当 41,962 百万円 

研究開発費 12,238 

当第２四半期連結会計期間
(自 平成20年７月１日  
  至 平成20年９月30日)

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額は次のとおりであります。 

給料及び手当 20,640 百万円 

研究開発費 5,869 

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日  
 至 平成20年９月30日)

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

 

現金及び預金勘定 90,418 百万円 

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △4,018 

取得日から３ヵ月以内に満期日または

償還日の到来する短期投資(有価証券) 
59,261 

現金集配金業務用現金及び預金 △38,351 

現金及び現金同等物 107,309 
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(株主資本等関係) 

当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）および当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平

成20年９月30日) 

１ 発行済株式の種類および総数 

 
  

２ 自己株式の種類および株式数 

 
  

３ 新株予約権等に関する事項 

 
  

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  
 (2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の

効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの 

 
  

５ 株主資本の著しい変動に関する事項 

   第１四半期連結会計期間において9,970百万円の剰余金の配当を行っております。 

 また、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委

員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を第１四半期連結会計期間から適用しております。こ

れにより、期首の利益剰余金が2,400百万円減少しております。 

  

  

  

  

普通株式 325,840,640株

普通株式 14,255,520株

会社名 内訳
当第２四半期

連結会計期間末残高 
(百万円)

連結財務諸表提出会社 ストックオプションとしての新株予約権 971

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年６月20日 
定時株主総会 

普通株式 9,970 32 平成20年３月31日 平成20年６月23日 利益剰余金

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年10月30日 
取締役会 

普通株式 9,347 30 平成20年９月30日 平成20年11月26日 利益剰余金
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第２四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日) 
  

 
  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 
  

 
(注) １ 事業区分は、製品の種類・性質により区分しております。 

２ 各事業区分の主要製品・サービス 

  自動車 ………… 車両、エンジン、カーエアコン用コンプレッサー、鋳造品、電子機器 

  産業車両 ……… フォークリフト、ウェアハウス用機器、自動倉庫、高所作業車 

  物流 …………… 陸上運送サービス、集配金・売上金管理サービス、情報保管管理・集配サービス 

  繊維機械 ……… 織機、紡機 

  そ の 他 ……… 半導体パッケージ基板 

３ 「追加情報」（有形固定資産の耐用年数の変更）に記載のとおり、法人税法の改正に伴い耐用年数を見直し

た結果、第１四半期連結会計期間より、改正後の法人税法に基づく耐用年数に変更しております。これによ

り当第２四半期連結累計期間の営業利益は、「自動車」が2,506百万円、「産業車両」が228百万円、「物

流」が１百万円、「その他」が277百万円減少しております。 

  

自動車 
(百万円)

産業車両
(百万円)

物流
(百万円)

繊維機械
(百万円)

その他
(百万円)

計 
(百万円)

消去又は
全社 

(百万円)

連結
(百万円)

売上高 

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高 

219,496 188,070 28,959 8,034 14,728 459,289 ― 459,289

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

5,716 1,556 2,065 3 6,631 15,972 △15,972 ―

計 225,213 189,626 31,024 8,038 21,359 475,262 △15,972 459,289

営業利益 2,417 5,989 899 △244 989 10,050 104 10,155

自動車 
(百万円)

産業車両
(百万円)

物流
(百万円)

繊維機械
(百万円)

その他
(百万円)

計 
(百万円)

消去又は
全社 

(百万円)

連結
(百万円)

売上高 

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高 

445,405 371,827 59,414 24,474 27,347 928,470 ― 928,470

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

11,850 1,773 4,045 3 11,043 28,715 △28,715 ―

計 457,255 373,601 63,459 24,478 38,390 957,185 △28,715 928,470

営業利益 7,300 12,199 1,469 887 966 22,823 151 22,974
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【所在地別セグメント情報】 

当第２四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日) 
  

 
  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 
  

 
(注) １ 国または地域の区分は、地理的近接度により区分しております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国または地域 

  北米 ………… アメリカ、カナダ 

  欧州 ………… スウェーデン、ドイツ、フランス 

  その他 ……… オーストラリア、中国、ブラジル 

３ 「追加情報」（有形固定資産の耐用年数の変更）に記載のとおり、法人税法の改正に伴い耐用年数を見直し

た結果、第１四半期連結会計期間より、改正後の法人税法に基づく耐用年数に変更しております。これによ

り当第２四半期連結累計期間の営業利益は、「日本」が3,014百万円減少しております。 

  

日本 
(百万円)

北米
(百万円)

欧州
(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結
(百万円)

売上高 

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高 

311,690 54,555 78,068 14,974 459,289 ― 459,289

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

29,723 492 1,159 2,061 33,436 △33,436 ―

計 341,414 55,047 79,228 17,036 492,726 △33,436 459,289

営業利益 11,501 △766 △1,440 739 10,034 121 10,155

日本 
(百万円)

北米
(百万円)

欧州
(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結
(百万円)

売上高 

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高 

624,146 111,162 162,785 30,375 928,470 ― 928,470

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

58,688 951 3,099 3,904 66,644 △66,644 ―

計 682,835 112,114 165,884 34,280 995,114 △66,644 928,470

営業利益 20,799 △615 371 1,880 22,437 537 22,974
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【海外売上高】 

当第２四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日) 
  

 
  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 
  

 
(注) １ 国または地域の区分は、地理的近接度により区分しております。 

２ 各区分に属する主な国または地域 

  北米……… アメリカ、カナダ 

  欧州……… ドイツ、フランス、ロシア 

    その他…… 中国、オーストラリア、ブラジル 

３ 海外売上高は、四半期連結財務諸表提出会社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高で

あります。 

北米 欧州 その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 54,855 87,509 39,754 182,119

Ⅱ 連結売上高(百万円) 459,289

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 

11.9 19.1 8.7 39.7

北米 欧州 その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 111,314 182,877 87,724 381,916

Ⅱ 連結売上高(百万円) 928,470

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 

12.0 19.7 9.4 41.1
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(有価証券関係) 

当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日） 

 
  

  

(ストックオプション等関係) 

当第２四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日) 

１ ストックオプションに係る当第２四半期連結会計期間における費用計上額および科目名 

販売費及び一般管理費  130百万円 

  

２ 当第２四半期連結会計期間に付与したストックオプションの内容 

 
※ 株式の種類別のストックオプション付与数は、株式数に換算して記載しております。 

種類
取得原価
(百万円)

連結貸借対照表 
計上額(百万円)

差額
(百万円)

その他有価証券で時価のあるもの 
株式 230,675 1,230,740 1,000,064

その他 77 77 ─

合計 230,752 1,230,817 1,000,064

平成20年ストックオプション

付与対象者の 
区分及び人数

当社取締役17名
当社執行役員および従業員159名 

株式の種類別のストックオプション付与数※
普通株式

1,360,000株

付与日 平成20年８月１日

権利確定条件

①権利行使時に取締役、執行役員または従業員
として在籍していることを要する。ただし退
任または退職後１年６ヵ月を超えない場合は
この限りではない。 

②新株予約権者は、権利を行使する条件に該当
しなくなった場合、直ちに新株予約権を喪失
し、当社に対して無償で返還するものとす
る。 

③その他権利行使の条件は、株主総会決議およ
び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権
者との間で締結する「新株予約権割当契約」
に定めるところによる。 

対象勤務期間 平成20年8月1日～平成22年7月31日

権利行使期間 平成22年8月1日～平成26年7月31日

権利行使価格（円） 3,410 

付与日における公正な評価単価（円） 421 
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(１株当たり情報) 

１ １株当たり純資産額 

  

 
  

２ １株当たり四半期純利益および潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 

当第２四半期連結累計期間 

  

 
(注) １株当たり四半期純利益および潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであ

ります。 

 
  

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成20年３月31日)

１株当たり純資産額 3,993円69銭 １株当たり純資産額 4,483円32銭

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日  
 至 平成20年９月30日)

１株当たり四半期純利益 75円48銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 75円48銭

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日  
 至 平成20年９月30日)

１ １株当たり四半期純利益 

四半期純利益 (百万円) 23,518

普通株主に帰属しない金額 (百万円) ─

普通株式に係る四半期純利益 (百万円) 23,518

普通株式の期中平均株式数 (千株) 311,587

２ 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 

四半期純利益調整額 (百万円) ─

普通株式増加数 (千株) 3

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり四半期純利益の算定に含まれなかった

潜在株式について前連結会計年度末から重要な

変動がある場合の概要 

―――――――― 
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当第２四半期連結会計期間 

  

 
(注) １株当たり四半期純利益および潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであ

ります。 

 
  

  

(重要な後発事象) 

該当する事項はありません。 

  

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日  
  至 平成20年９月30日)

１株当たり四半期純利益 ７円67銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ７円67銭

当第２四半期連結会計期間
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日)

１ １株当たり四半期純利益 

四半期純利益 (百万円) 2,391

普通株主に帰属しない金額 (百万円) ─

普通株式に係る四半期純利益 (百万円) 2,391

普通株式の期中平均株式数 (千株) 311,586

２ 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 

四半期純利益調整額 (百万円) ─

普通株式増加数 (千株) 1

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり四半期純利益の算定に含まれなかった

潜在株式について前連結会計年度末から重要な

変動がある場合の概要 

―――――――― 
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中間配当に関し、次のとおり取締役会において決議されました。 

 
（注）平成20年９月30日現在の株主名簿および実質株主名簿に記載または記録された株主に対して支払を行います。

  

２【その他】

①決議年月日 平成20年10月30日

②中間配当金の総額 9,347百万円

③１株当たりの金額 30円

④効力発生日ならびに支払開始日 平成20年11月26日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 
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平成20年11月13日

株式会社豊田自動織機 

取締役会 御中 

  
 

  
 

  
 

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株

式会社豊田自動織機の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期

間(平成20年７月１日から平成20年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成

20年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書

及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作

成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明するこ

とにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビ

ューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公

正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行

われた。 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社豊田自動織機及び連結子会社の平

成20年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期

間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさ

せる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

  

追記情報 

追加情報に記載されているとおり、法人税法の改正に伴い耐用年数を見直した結果、第１四半期連結会計

期間より、改正後の法人税法に基づく耐用年数に変更している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

 
２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 

  

独立監査人の四半期レビュー報告書

あらた監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  堀 江 正 樹 

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  川 原 光 爵 

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。 
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