
2005年11月10日
三菱自動車

<平成18年3月期中間期決算参考資料>(単独)

前中間期実績 当中間期実績 通期予想 期初('05/5)予想 前期実績

'04年9月中間期 '05年9月中間期 '06年3月期 '06年3月期 '05年3月期

(A) (B) (C) (D) (E)

売上高 5,650 億円 5,787 億円 12,000 億円 12,000 億円 11,635 億円

国内 1,339 億円 1,648 億円 4,100 億円 4,100 億円 3,204 億円

輸出 4,311 億円 4,139 億円 7,900 億円 7,900 億円 8,431 億円

営業利益 ▲401 億円 ▲206 億円 ▲350 億円 ▲350 億円 ▲622 億円

<利益率> <▲7.1%> > <▲3.6%> <▲2.9%> <▲2.9% > <▲5.3% >

(増益要因) (増益要因) (同左)

コスト低減他 77億円 コスト低減他 97億円 72 億円

為替変動 24億円 売上変動 20億円 20 億円

 増減要因 ワランティ 135億円 ワランティ 240億円 290 億円

(減益要因) (減益要因) (同左)

売上変動 ▲18億円 為替変動 ▲10億円 ▲35 億円

販売費 ▲23億円 販売費 ▲75億円 ▲75 億円

 対前年同期
     変動計 195億円  対前期変動計 272億円 272 億円 

経常利益 ▲570 億円 ▲210 億円 ▲480 億円 ▲480 億円 ▲852 億円

<利益率> <▲10.1%> > <▲3.6%> <▲4.0%> <▲4.0% > <▲7.3% >

当期利益 ▲1,518 億円 ▲642 億円 ▲900 億円 ▲900 億円 ▲5,262 億円

<利益率> <▲26.9%> > <▲11.1%> <▲7.5%> <▲7.5% > <▲45.2% >
為替 109 円/US$ 110 円/US$ 107 円/US$程度 105 円/US$程度 107 円/US$
(売上)レート 133 円/ﾕｰﾛ 136 円/ﾕ-ﾛ 135 円/ﾕ-ﾛ程度 135 円/ﾕ-ﾛ程度 135 円/ﾕｰﾛ
為替 108 円/US$ 109 円/US$ 107 円/US$程度 105 円/US$程度 108 円/US$
(入金)レート 128 円/ﾕｰﾛ 137 円/ﾕ-ﾛ 135 円/ﾕ-ﾛ程度 135 円/ﾕ-ﾛ程度 132 円/ﾕｰﾛ

308 億円 222 億円 500 億円 500 億円 506 億円

減価償却費 198 億円 142 億円 360 億円 360 億円 365 億円

研究開発費 325 億円 318 億円 630 億円 630 億円 640 億円

<売上高比> < 5.8%> > < 5.5%> < 5.3%> < 5.3% > < 5.5% >

有利子負債残高 2,943 億円 2,324 億円 2,474 億円

業績評価 増収・赤字縮小 増収・赤字縮小  減収・減益

生産台数 695 千台 670 千台 1,300 千台 1,300 千台 1,366 千台

国内生産 284 千台 317 千台 655 千台 655 千台 599 千台

海外生産 411 千台 353 千台 645 千台 645 千台 767 千台

売上台数 293 千台 309 千台 640 千台 640 千台 625 千台

国内 90 千台 104 千台 256 千台 253 千台 227 千台

輸出 203 千台 205 千台 384 千台 387 千台 398 千台

設備投資
(計上ベース)

広報・ＩＲ部

期初(05/5)公表値

5,500

▲330

▲400

▲800


