
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 
  
  

 

 
  
  

 

   

  

 

 
(％表示は、対前期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

1．平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9月30日）

(1)連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期第2四半期 762,959 5.6 37,210 27.4 42,440 15.4 24,075 △7.2
24年3月期第2四半期 722,638 △1.0 29,210 △19.3 36,770 △4.2 25,929 9.5

(注) 包括利益 25年3月期第2四半期 △98,168百万円( ― ％) 24年3月期第2四半期 △97,992百万円( ― ％)

１株当たり 
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 

四半期純利益
円 銭 円 銭

25年3月期第2四半期 77.24 ―
24年3月期第2四半期 83.21 ―

(2)連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 2,407,306 1,083,138 43.1
24年3月期 2,656,984 1,197,841 43.0

(参考) 自己資本 25年3月期第2四半期 1,036,403百万円 24年3月期 1,141,480百万円

2．配当の状況

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

24年3月期 ― 25.00 ― 25.00 50.00

25年3月期 ― 25.00

25年3月期(予想) ― 30.00 55.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3．平成25年3月期の連結業績予想（平成24年4月1日～平成25年3月31日）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 1,600,000 3.7 80,000 14.1 88,000 8.8 51,000 △13.0 163.63

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



  

 

 

 
  

  

 
  

  

 
(注)「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」第10条の5に該当するものであります。詳細は、添

付資料3ページ「会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 
  

  

 
  

  

 

 

 

 
  

※ 注記事項

(1)当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ― 社（社名） 、除外 ― 社（社名）

(2)四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(3)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

④ 修正再表示 ： 無

(4)発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年3月期2Ｑ 325,840,640株 24年3月期 325,840,640株

② 期末自己株式数 25年3月期2Ｑ 14,154,808株 24年3月期 14,153,619株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Ｑ 311,686,390株 24年3月期2Ｑ 311,605,545株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

本四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続を実施中です。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
・本四半期決算短信に記載されている将来に関する事項は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断

する一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績は、経済
情勢・為替相場の変動等の不確実性により、変更される可能性があります。

・為替レートにつきましては、通期で1USドル79円、1ユーロ100円を前提としております。
・業績予想に関する事項は、添付資料2ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。
・四半期決算補足説明資料は速やかに当社ウェブサイトに掲載する予定です。
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当第２四半期連結累計期間の売上高は、前年同期を403億円(6％)上回る7,629億円となりました。 

 これをセグメントについてみますと、自動車におきましては、東日本大震災により生産活動が影響を

受けた前年同期に比べ、422億円(12％)上回る4,028億円の売上高となりました。 

 このうち車両につきましては、ヴィッツ・ＲＡＶ４が増加し、売上高は前年同期を21億円(1％)上回

る1,573億円となりました。 

エンジンにつきましては、主にＫＤ型ディーゼルエンジン、ＡＲ型ガソリンエンジンが増加したことに

より、売上高は前年同期を146億円(16％)上回る1,052億円となりました。 

カーエアコン用コンプレッサーにつきましては、国内・海外ともに増加した結果、売上高は前年同期を

150億円(16％)上回る1,117億円となりました。 

鋳造品・電子機器ほかにつきましては、主にプリウス・アクア向けの電子機器が増加したことにより、

売上高は前年同期を103億円(57％)上回る283億円となりました。 

 産業車両におきましては、主力のフォークリフトトラックが海外で前期並みに推移したものの、国内

が増加したことにより、売上高は前年同期を41億円(1％)上回る2,810億円となりました。 

 物流におきましては、自動車関連部品の運送事業が増加したものの、子会社でありました株式会社通

販物流サービスの保有株式を2011年5月にすべて売却したことにより物流受託事業が減少し、売上高は

前年同期を3億円(1％)下回る460億円となりました。 

 繊維機械におきましては、2012年2月にウースター テクノロジーズ株式会社を子会社化した一方、主

力の紡機、織機がともに減少したことにより、売上高は前年同期を17億円(8％)下回る180億円となりま

した。 

 その他におきましては、株式会社ティーアイビーシーの整理に伴い、売上高は前年同期を41億円

(21％)下回る149億円となりました。                                                  

 利益につきましては、研究開発費の増加、人件費の増加などがありましたものの、売上げの増加に加

え、グループあげての原価改善活動の推進などにより、営業利益は前年同期を80億円(27％)上回る372

億円、経常利益は前年同期を57億円(15％)上回る424億円となりました。四半期純利益は第１四半期に

おいて、株式会社ティーアイビーシーの整理に伴う損失66億円を特別損失として計上したことなどによ

り、前年同期を19億円(7％)下回る240億円となりました。 

  

総資産につきましては、主に投資有価証券の時価評価額が減少したことにより、前連結会計年度末に

比べ2,496億円減少し、2兆4,073億円となりました。負債につきましては、主に繰延税金負債が減少し

たことにより、前連結会計年度末に比べ1,350億円減少し、1兆3,241億円となりました。純資産につき

ましては、前連結会計年度末に比べ1,147億円減少し、1兆831億円となりました。 

  

通期の業績予想につきましては、当第２四半期連結累計期間の業績を踏まえ、連結売上高 1兆6,000

億円、営業利益 800億円、経常利益 880億円、当期純利益 510億円に修正しております。 

 なお、為替レートにつきましては、通期で1USドル79円、1ユーロ100円を前提としております。 

  

1．当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更) 

当社および国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月

１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更してお

ります。 

  

2．サマリー情報(注記事項)に関する事項

(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

株式会社豊田自動織機(6201)平成25年3月期 第2四半期決算短信

- 3 -



3．四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 274,710 254,464

受取手形及び売掛金 195,391 172,274

リース投資資産 36,570 35,753

有価証券 92,249 53,176

商品及び製品 48,183 50,796

仕掛品 33,727 33,483

原材料及び貯蔵品 34,536 30,162

繰延税金資産 20,368 20,751

その他 36,358 35,617

貸倒引当金 △2,740 △2,588

流動資産合計 769,356 683,893

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 141,412 134,077

機械装置及び運搬具（純額） 180,146 173,259

工具、器具及び備品（純額） 24,448 25,772

土地 116,526 116,301

建設仮勘定 18,519 29,042

有形固定資産合計 481,053 478,452

無形固定資産

のれん 68,824 73,301

その他 37,952 38,143

無形固定資産合計 106,777 111,444

投資その他の資産

投資有価証券 1,177,591 1,008,790

繰延税金資産 10,758 10,463

リース投資資産 76,566 76,884

その他 35,034 37,524

貸倒引当金 △152 △148

投資その他の資産合計 1,299,798 1,133,515

固定資産合計 1,887,628 1,723,412

資産合計 2,656,984 2,407,306
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 168,465 141,972

短期借入金 110,212 41,016

コマーシャル・ペーパー 12,897 15,984

1年内償還予定の社債 54,105 53,891

リース債務 37,619 37,694

未払金 18,169 15,190

未払法人税等 12,510 12,434

繰延税金負債 3 －

役員賞与引当金 525 278

その他 165,018 160,985

流動負債合計 579,527 479,448

固定負債

社債 187,238 186,946

長期借入金 249,183 275,701

リース債務 85,754 83,511

繰延税金負債 297,304 239,005

退職給付引当金 48,973 48,619

その他 11,160 10,935

固定負債合計 879,615 844,720

負債合計 1,459,142 1,324,168

純資産の部

株主資本

資本金 80,462 80,462

資本剰余金 106,128 106,128

利益剰余金 455,042 471,326

自己株式 △50,266 △50,269

株主資本合計 591,367 607,648

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 565,007 455,516

繰延ヘッジ損益 △131 151

為替換算調整勘定 △14,763 △26,913

その他の包括利益累計額合計 550,112 428,755

新株予約権 2,310 2,086

少数株主持分 54,051 44,648

純資産合計 1,197,841 1,083,138

負債純資産合計 2,656,984 2,407,306
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(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

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)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

売上高 722,638 762,959

売上原価 609,607 634,268

売上総利益 113,031 128,690

販売費及び一般管理費 83,820 91,479

営業利益 29,210 37,210

営業外収益

受取利息 4,668 4,318

受取配当金 10,554 10,732

その他 5,094 3,017

営業外収益合計 20,317 18,068

営業外費用

支払利息 7,933 7,303

その他 4,824 5,534

営業外費用合計 12,757 12,838

経常利益 36,770 42,440

特別損失

関係会社整理損 － 6,616

特別損失合計 － 6,616

税金等調整前四半期純利益 36,770 35,824

法人税、住民税及び事業税 10,399 12,926

法人税等調整額 △739 △286

法人税等合計 9,659 12,640

少数株主損益調整前四半期純利益 27,110 23,184

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1,181 △891

四半期純利益 25,929 24,075
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四半期連結包括利益計算書

 第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 27,110 23,184

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △107,791 △109,586

繰延ヘッジ損益 △24 282

為替換算調整勘定 △16,805 △11,880

持分法適用会社に対する持分相当額 △481 △167

その他の包括利益合計 △125,103 △121,352

四半期包括利益 △97,992 △98,168

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △98,119 △97,281

少数株主に係る四半期包括利益 127 △886
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該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日) 

(単位：百万円) 

 
(注)  １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、その主要な製品は、半導体パッ

ケージ基板であります。 

２ セグメント利益の調整額140百万円は、セグメント間取引消去であります。 

３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

当第２四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年９月30日) 

(単位：百万円) 

 
(注)  １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。 

２ セグメント利益の調整額 3百万円は、セグメント間取引消去であります。 

３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) セグメント情報

四半期
連結損益 
計算書 
計上額 
（注）３

自動車 産業車両 物流 繊維機械 その他 合計 調整額

（注）１ （注）２

売上高

外部顧客への売上高 360,620 276,937 46,335 19,703 19,041 722,638 ― 722,638

セグメント間の内部 
売上高又は振替高

11,339 270 4,308 24 5,376 21,319 △21,319 ―

計 371,959 277,208 50,643 19,728 24,418 743,958 △21,319 722,638

セグメント利益 6,181 18,977 1,614 952 1,343 29,070 140 29,210

四半期
連結損益 
計算書 
計上額 
（注）３

自動車 産業車両 物流 繊維機械 その他 合計 調整額

（注）１ （注）２

売上高

外部顧客への売上高 402,805 281,040 46,063 18,062 14,986 762,959 ― 762,959

セグメント間の内部 
売上高又は振替高

10,842 263 4,333 57 5,938 21,436 △21,436 ―

計 413,648 281,304 50,397 18,119 20,925 784,395 △21,436 762,959

セグメント利益又は損失(△) 14,865 18,642 2,339 △61 1,421 37,207 3 37,210
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当第２四半期連結累計期間において、7,792百万円の剰余金の配当を行っております。 

  

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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