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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
平成20年度
第２四半期
連結累計期間

平成20年度
第２四半期
連結会計期間

平成19年度

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 1,213,973 603,875 2,682,103

経常利益 百万円 20,854 4,461 85,731

四半期（当期）純利益 百万円 12,772 2,474 34,710

純資産額 百万円 － 308,546 328,132

総資産額 百万円 － 1,523,902 1,609,408

１株当たり純資産額 円 － △25.42 △21.81

１株当たり四半期（当期）

純利益金額
円 2.31 0.45 6.30

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益金額
円 1.40 0.27 3.81

自己資本比率 ％ － 19.48 19.69

営業活動による

キャッシュ・フロー
百万円 25,777 － 188,279

投資活動による

キャッシュ・フロー
百万円 △53,767 － △48,865

財務活動による

キャッシュ・フロー
百万円 △23,747 － △132,593

現金及び現金同等物の

四半期末（期末）残高
百万円 － 307,595 360,902

従業員数 人 － 33,873 33,202

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して　い

ない。

　　　　２. 売上高は、消費税等を含んでいない。　　　

　　　　３. 従業員数は就業人員を表示している。　　　
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２【事業の内容】

　当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重

要な変更はない。また、主要な関係会社に異動はない。

３【関係会社の状況】

　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ない。

４【従業員の状況】

(1）連結会社における従業員数

　 平成20年９月30日現在

従業員数（人） 33,873 (6,195)

　（注）１．人員数は、就業人員である。（役員を除く。）

２．臨時従業員（パートタイマー、期間社員、派遣社員等）は（　）内に当第２四半期連結会計期間の期末人員を

外数で表示している。

(2）提出会社における従業員数

　 平成20年９月30日現在

従業員数（人） 13,046 (3,693)

　（注）１．人員数は、就業人員である。（役員を除く。）

２. 臨時従業員（パートタイマー、期間社員、派遣社員等）は（　）内に当第２四半期連結会計期間の期末人員を

外数で表示している。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(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は次のとおりである。

 

平成20年度第２四半期連結会計期間
数量（台）

（自　平成20年７月１日）
  至　平成20年９月30日）

国内 214,845

海外 73,513

合計 288,358

(2）受注状況

　当社は、大口需要等特別の場合を除き、見込生産を行っている。

(3）販売実績

　当第２四半期連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。

事業の種類別セグメントの名称

平成20年度第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）

数量（台） 金額（百万円）

自動車事業 288,868 600,827

金融事業 － 3,007

消去又は全社 － 39

合計 288,868 603,875

　（注）１．セグメント間の取引については消去又は全社に表示している。

２．当第２四半期連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対す

る割合は次のとおりである。

相手先

平成20年度第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）

金額（百万円） 割合（％）

　MC AUTOMOBILE(EUROPE) N.V. 94,562 15.7

　三菱商事株式会社 80,862 13.4

３．上記数量は、四半期報告書提出時点での速報値である。

４．上記金額は、消費税等を含んでいない。
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２【経営上の重要な契約等】

(1) 当第２四半期連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約はない。　

(2) 当第２四半期連結会計期間において、変更及び終了した経営上の重要な契約は次のとおりである。　

当社、日本アイ・ビー・エム株式会社間にて締結した平成14年９月19日付、情報技術サービス契約は、期間満了に

より終了した。

３【財政状態及び経営成績の分析】

（1）業績の状況　

当第２四半期連結会計期間における事業環境は、金融システムの動揺が実体経済に波及し、先進国の景気後退

色が強まったことに加え、比較的堅調であった多くの新興国においても景気の減速感が鮮明になりつつあり、更

に、原材料価格・為替レートが大幅に変動するなど、一段と厳しさと不安定さを増していた。

　このような中で、当社グループの当第２四半期連結会計期間の業績は、売上高は6,039億円、営業利益は153億円、

経常利益は45億円、四半期純利益は25億円となった。

　販売台数（小売）は、日本、北米、欧州及びアジア・その他の全ての地域で減少し、全体では289千台（前年同期

比64千台、18%減）となった。

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりである。

①　自動車事業

    当第２四半期連結会計期間における自動車事業に係る売上高は6,008億円となり、営業利益は149億円と

　なった。

②　金融事業

    当第２四半期連結会計期間における金融事業に係る売上高は30億円となり、営業利益は4億円となった。

所在地別セグメントの業績は次のとおりである。

①　日本

    日本では、売上高は5,039億円となり、営業利益は167億円となった。

②　北米

    北米では、売上高は691億円となり、営業損失は49億円となった。

③　欧州

    欧州では、売上高は1,097億円となり、営業損失は17億円となった。

④　アジア

    アジアでは、売上高は928億円となり、営業利益は19億円となった。

⑤　その他

    その他の地域では、売上高は520億円となり、営業利益は１億円となった。

（2）キャッシュ・フローの状況

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、3,076億円となり、第１四半期連結会計期

間末残高3,636億円に比べ560億円減少した。キャッシュ・フローの状況は次のとおりである。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

  営業活動によるキャッシュ・フローは、販売金融債権の増加及び豪州子会社工場閉鎖費用の支払いなどによ　　

　り81億円の支出となった。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

  投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資などにより319億円の支出となった。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

  財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の返済などにより67億円の支出となった。

（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が対処すべき課題について、

全世界的な金融・商品市場の急激な変化の下、従来課題としてきた「持続的な成長への基盤づくり」を一層加速

すると共に事業環境の変化に迅速かつ柔軟に対応していく。

（4）研究開発活動

　当第２四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、10,017百万円である。

　なお、当第２四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はない。
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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異動はない。

(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、前四半期連結会計期間末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重

要な変更はない。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はない。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 9,958,285,000

Ａ種優先株式 438,000

Ｂ種優先株式 374,000

Ｃ種優先株式 500,000

Ｄ種優先株式 500,000

Ｅ種優先株式 500,000

Ｆ種優先株式 500,000

Ｇ種優先株式 500,000

計 9,961,597,000

（注）「発行可能株式総数」欄には、平成20年９月30日現在の当社定款に記載されている株式の総数を記載している。
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②【発行済株式】

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）

(注)１

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 5,537,898,840 5,537,898,840

株式会社東京証券取引所

株式会社大阪証券取引所

各市場第一部

権利内容に何ら

限定のない当社

における標準と

なる株式

第１回Ａ種優先株式 73,000 73,000 － (注) ２，９

第２回Ａ種優先株式 25,000 25,000 － (注) ３，９

第３回Ａ種優先株式 1,000 1,000 － (注) ４，９

第１回Ｇ種優先株式 130,000 130,000 － (注) ５，９

第２回Ｇ種優先株式 168,393 168,393 － (注) ６，９

第３回Ｇ種優先株式 10,200 10,200 － (注) ７，９

第４回Ｇ種優先株式 30,000 30,000 － (注) ８，９

計 5,538,336,433 5,538,336,433 － －

（注）１．「提出日現在発行数」欄には、平成20年11月１日からこの四半期報告書提出日までの優先株式の普通株式へ

の転換による増減及び新株予約権の行使による増加は含まれていない。

２．第１回Ａ種優先株式の内容は次のとおりである。

（１）優先配当金

① 優先配当金

当社は、定款第45条に定める期末配当金の支払いを行うときは、毎年３月31日の最終の株主名簿に記載

又は記録された第１回Ａ種優先株主又は第１回Ａ種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録

株式質権者に先立ち、かつ下記（注）９（１）に定める支払順位に従い、第１回Ａ種優先株式１株につ

き各事業年度において以下に定める第１回Ａ種優先配当金を支払う。

平成21年３月31日に終了する事業年度までは、第１回Ａ種優先配当金の額は無配とする。

平成21年４月１日に開始する事業年度以降は、第１回Ａ種優先配当金の額は50,000円とする。　

② 非累積条項

ある事業年度において第１回Ａ種優先株主又は第１回Ａ種優先登録株式質権者に対して支払う剰余金

の配当の額が第１回Ａ種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しな

い。　　

③ 非参加条項

第１回Ａ種優先株主又は第１回Ａ種優先登録株式質権者に対しては、第１回Ａ種優先配当金を超えて配

当はしない。

（２）優先中間配当金

当社は、定款第46条に定める中間配当金の支払いを行うときは、毎年９月30日の最終の株主名簿に記載又

は記録された第１回Ａ種優先株主又は第１回Ａ種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式

質権者に先立ち、かつ下記（注）９（２）に定める支払順位に従い、第１回Ａ種優先株式１株につき、第１

回Ａ種優先配当金の２分の１に相当する額の金銭を支払う。第１回Ａ種優先中間配当金が支払われた場合

においては、第１回Ａ種優先配当金の支払いは、当該第１回Ａ種優先中間配当金を控除した額による。

（３）残余財産の分配

当社は、残余財産を分配するときは、第１回Ａ種優先株主又は第１回Ａ種優先登録株式質権者に対し、普通

株主及び普通登録株式質権者に先立ち、かつ下記（注）９（３）に定める支払順位に従い、第１回Ａ種優

先株式１株につき金100万円を支払う。第１回Ａ種優先株主又は第１回Ａ種優先登録株式質権者に対して

は、上記のほか、残余財産の分配は行わない。
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（４）株式の併合又は分割、募集株式の割当て等

当社は、法令に定める場合を除き、第１回Ａ種優先株式について株式の併合又は分割を行わない。当社は、

第１回Ａ種優先株主又は第１回Ａ種優先登録株式質権者には、会社法第202条第１項に基づく募集株式の

割当て又は同法第241条第１項に基づく募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。

（５）議決権

第１回Ａ種優先株主は、法令に定める場合を除き、株主総会において議決権を有しない。 　

（６）転換請求権

第１回Ａ種優先株主は、以下に定める転換を請求し得べき期間中、以下に定める転換の条件で、当社に対

し、第１回Ａ種優先株主が有する第１回Ａ種優先株式を取得し、これと引換えに当社の普通株式を交付す

ること（以下、当社がある種類の株式を取得し、それと引換えに当社の他の種類の株式を交付することを

「転換」という。）を請求することができる。但し、下記①に定める各転換請求可能日において、剰余授権

株式数（第１回Ａ種優先株式発行要項に定義される。）が請求対象普通株式総数（第１回Ａ種優先株式発

行要項に定義される。）を下回る場合には、（I）各第１回Ａ種優先株主が当該転換請求可能日に普通株式

への転換を請求した第１回Ａ種優先株式の数に、（II）剰余授権株式数を請求対象普通株式総数で除して

得られる数を乗じた数（小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り下げる。また、０を下回る場合は０

とする。）の第１回Ａ種優先株式についてのみ、当該第１回Ａ種優先株主の請求に基づくその有する第１

回Ａ種優先株式の普通株式への転換の効力が生じるものとし、転換の効力が生じる当該第１回Ａ種優先株

式以外の転換請求にかかる第１回Ａ種優先株式については、転換請求がなされなかったものとみなす。

① 転換を請求し得べき期間

平成17年10月１日から平成26年６月10日（当該日が営業日でない場合には翌営業日）までのうち、毎月

10日（当該日が営業日でない場合には翌営業日）（以下「転換請求可能日」という。）とする。

② 転換の条件

第１回Ａ種優先株式は、下記の転換の条件で当社の普通株式に転換することができる。

（ａ）当初転換価額

当初転換価額は、116円とする。

（ｂ）転換価額の修正

転換価額は、平成17年10月１日以降平成26年６月10日（当該日が営業日でない場合には翌営業日）ま

での各転換請求可能日において、第１回Ａ種優先株式の全部又は一部について転換請求がなされる場

合には、当該転換請求可能日をもって、当該転換請求可能日に先立つ20取引日（売買高加重平均価格

のない日を除く。）の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎取引日の売買

高加重平均価格の平均値に修正されるものとする。但し、当該平均値が当初転換価額の50％に相当す

る額（以下「下限転換価額」という。）を下回る場合には、修正後転換価額は下限転換価額とする。ま

た、当該平均値が当初転換価額の100％に相当する額（以下「上限転換価額」という。）を上回る

場合には、修正後転換価額は上限転換価額とする。

（ｃ）転換価額の調整

転換価額、下限転換価額及び上限転換価額は、平成16年８月28日以降、時価を下回る払込金額をもって

普通株式を発行する場合その他所定の場合には、下記の算式により調整される。

    （既発行普通株式数

　－自己株式数）
＋

　新規発行

　普通株式数
×

１株当たりの

　　　払込金額

調整後転換価額 ＝ 調整前転換価額 ×
１株当たりの時価

（既発行普通株式数－自己株式数）＋ 新規発行普通株式数

但し、普通株式の株式併合をするときは、株式併合の効力発生の時をもって次の算式により、転換価額

を調整する。

調整後転換価額 ＝ 調整前転換価額 ×
併合前発行済普通株式数

併合後発行済普通株式数

また、転換価額、下限転換価額及び上限転換価額は、合併その他一定の場合にも適宜調整される。
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（ｄ）転換により交付すべき普通株式の数

第１回Ａ種優先株式の転換により交付すべき普通株式の数の算出方法は、次のとおりとする。

転換により交付すべき普通株式数 ＝

第１回Ａ種優先株主が転換請求のために提出した

第１回Ａ種優先株式の払込金額相当額の総額

転換価額

（７）強制転換条項

上記（６）①の転換を請求し得べき期間中に転換請求のなかった第１回Ａ種優先株式は、同期間の末日の

翌日（以下「第１回Ａ種優先株式転換基準日」という。）以降の日で取締役会で定める日をもって、第１

回Ａ種優先株式１株の払込金額相当額を第１回Ａ種優先株式転換基準日に先立つ45取引日目に始まる30

取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）

の平均値（終値のない日数を除く。）で、除して得られる数の普通株式となる。

３．　第２回Ａ種優先株式の内容は次のとおりである。

（１）優先配当金

① 優先配当金

当社は、定款第45条に定める期末配当金の支払いを行うときは、毎年３月31日の最終の株主名簿に記載

又は記録された第２回Ａ種優先株主又は第２回Ａ種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録

株式質権者に先立ち、かつ下記（注）９（１）に定める支払順位に従い、第２回Ａ種優先株式１株につ

き各事業年度において以下に定める第２回Ａ種優先配当金を支払う。

平成21年３月31日に終了する事業年度までは、第２回Ａ種優先配当金の額は無配とする。

平成21年４月１日に開始する事業年度以降は、第２回Ａ種優先配当金の額は50,000円とする。　

② 非累積条項

ある事業年度において第２回Ａ種優先株主又は第２回Ａ種優先登録株式質権者に対して支払う剰余金

の配当の額が第２回Ａ種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しな

い。

③ 非参加条項

第２回Ａ種優先株主又は第２回Ａ種優先登録株式質権者に対しては、第２回Ａ種優先配当金を超えて配

当はしない。

（２）優先中間配当金

当社は、定款第46条に定める中間配当金の支払いを行うときは、毎年９月30日の最終の株主名簿に記載又

は記録された第２回Ａ種優先株主又は第２回Ａ種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式

質権者に先立ち、かつ下記（注）９（２）に定める支払順位に従い、第２回Ａ種優先株式１株につき、第２

回Ａ種優先配当金の２分の１に相当する額の金銭を支払う。第２回Ａ種優先中間配当金が支払われた場合

においては、第２回Ａ種優先配当金の支払いは、当該第２回Ａ種優先中間配当金を控除した額による。

（３）残余財産の分配

当社は、残余財産を分配するときは、第２回Ａ種優先株主又は第２回Ａ種優先登録株式質権者に対し、普通

株主及び普通登録株式質権者に先立ち、かつ下記（注）９（３）に定める支払順位に従い、第２回Ａ種優

先株式１株につき金100万円を支払う。第２回Ａ種優先株主又は第２回Ａ種優先登録株式質権者に対して

は、上記のほか、残余財産の分配は行わない。

（４）株式の併合又は分割、募集株式の割当て等

当社は、法令に定める場合を除き、第２回Ａ種優先株式について株式の併合又は分割を行わない。当社は、

第２回Ａ種優先株主又は第２回Ａ種優先登録株式質権者には、会社法第202条第１項に基づく募集株式の

割当て又は、同法第241条第１項に基づく募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。

（５）議決権

第２回Ａ種優先株主は、法令に定める場合を除き、株主総会において議決権を有しない。

（６）転換請求権

第２回Ａ種優先株主は、以下に定める転換を請求し得べき期間中、以下に定める転換の条件で、その有する

第２回Ａ種優先株式の普通株式への転換を請求することができる。

① 転換を請求し得べき期間

平成17年10月１日から平成26年６月10日（当該日が営業日でない場合には翌営業日）までのうち、毎月

10日（当該日が営業日でない場合には翌営業日）（以下「転換請求可能日」という。）とする。
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② 転換の条件

第２回Ａ種優先株式は、下記の転換の条件で当社の普通株式に転換することができる。

（ａ）当初転換価額

当初転換価額は、116円とする。

（ｂ）転換価額の修正

転換価額は、平成17年10月１日以降平成26年６月10日（当該日が営業日でない場合には翌営業日）ま

での各転換請求可能日において、第２回Ａ種優先株式の全部又は一部について転換請求がなされる場

合には、当該転換請求可能日をもって、当該転換請求可能日に先立つ20取引日（売買高加重平均価格

のない日を除く。）の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎取引日の売買

高加重平均価格の平均値に修正されるものとする。但し、当該平均値が当初転換価額の50％に相当す

る額（但し、下限を30円とする。）（以下「下限転換価額」という。）を下回る場合には、修正後転換

価額は下限転換価額とする。また、当該平均値が当初転換価額の100％に相当する額（以下「上限転換

価額」という。）を上回る場合には、修正後転換価額は上限転換価額とする。

（ｃ）転換価額の調整

転換価額、下限転換価額及び上限転換価額は、平成16年８月28日以降、時価を下回る払込金額をもって

普通株式を発行する場合その他所定の場合には、下記の算式により調整される。

    （既発行普通株式数

　－自己株式数）
＋

 新規発行

 普通株式数
×

１株当たりの

払込金額

調整後転換価額 ＝ 調整前転換価額 ×
１株当たりの時価

（既発行普通株式数－自己株式数）＋ 新規発行普通株式数

但し、普通株式の株式併合をするときは、株式併合の効力発生の時をもって次の算式により、転換価額

を調整する。

調整後転換価額 ＝ 調整前転換価額 ×
併合前発行済普通株式数

併合後発行済普通株式数

また、転換価額、下限転換価額及び上限転換価額は、合併その他一定の場合にも適宜調整される。

（ｄ）転換により交付すべき普通株式の数

第２回Ａ種優先株式の転換により交付すべき普通株式の数の算出方法は、次のとおりとする。

転換により交付すべき普通株式数 ＝

第２回Ａ種優先株主が転換請求のために提出した

第２回Ａ種優先株式の払込金額相当額の総額

転換価額

（７）強制転換条項

上記（６）①の転換を請求し得べき期間中に転換請求のなかった第２回Ａ種優先株式は、同期間の末日の

翌日（以下「第２回Ａ種優先株式転換基準日」という。）以降の日で取締役会で定める日をもって、第２

回Ａ種優先株式１株の払込金額相当額を第２回Ａ種優先株式転換基準日に先立つ45取引日目に始まる30

取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）

の平均値（終値のない日数を除く。）で、除して得られる数の普通株式となる。
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４．第３回Ａ種優先株式の内容は次のとおりである。

（１）優先配当金

① 優先配当金 

当社は、定款第45条に定める期末配当金の支払いを行うときは、毎年３月31日の最終の株主名簿に記載

又は記録された第３回Ａ種優先株主又は第３回Ａ種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録

株式質権者に先立ち、かつ下記（注）９（1）に定める支払順位に従い、第３回Ａ種優先株式１株につき

各事業年度において以下に定める第３回Ａ種優先配当金を支払う。

平成21年３月31日に終了する事業年度までは、第３回Ａ種優先配当金の額は無配とする。

平成21年４月１日に開始する事業年度以降は、第３回Ａ種優先配当金の額は50,000円とする。　

② 非累積条項

ある事業年度において第３回Ａ種優先株主又は第３回Ａ種優先登録株式質権者に対して支払う剰余金

の配当の額が第３回Ａ種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しな

い。

③ 非参加条項

第３回Ａ種優先株主又は第３回Ａ種優先登録株式質権者に対しては、第３回Ａ種優先配当金を超えて配

当はしない。

（２）優先中間配当金

当社は、定款第46条に定める中間配当金の支払いを行うときは、毎年９月30日の最終の株主名簿に記載又

は記録された第３回Ａ種優先株主又は第３回Ａ種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式

質権者に先立ち、かつ下記（注）９（２）に定める支払順位に従い、第３回Ａ種優先株式１株につき、第３

回Ａ種優先配当金の２分の１に相当する額の金銭を支払う。第３回Ａ種優先中間配当金が支払われた場合

においては、第３回Ａ種優先配当金の支払いは、当該第３回Ａ種優先中間配当金を控除した額による。

（３）残余財産の分配

当社は、残余財産を分配するときは、第３回Ａ種優先株主又は第３回Ａ種優先登録株式質権者に対し、普通

株主及び普通登録株式質権者に先立ち、かつ下記（注）９（３）に定める支払順位に従い、第３回Ａ種優

先株式１株につき金100万円を支払う。第３回Ａ種優先株主又は第３回Ａ種優先登録株式質権者に対して

は、上記のほか、残余財産の分配は行わない。

（４）株式の併合又は分割、募集株式の割当て等

当社は、法令に定める場合を除き、第３回Ａ種優先株式について株式の併合又は分割を行わない。当社は、

第３回Ａ種優先株主又は第３回Ａ種優先登録株式質権者には、会社法第202条第１項に基づく募集株式の

割当て又は同法第241条第１項に基づく募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。

（５）議決権

第３回Ａ種優先株主は、法令に定める場合を除き、株主総会において議決権を有しない。

（６）転換請求権

第３回Ａ種優先株主は、以下に定める転換を請求し得べき期間中、以下に定める転換の条件で、その有する

第３回Ａ種優先株式の普通株式への転換を請求することができる。

 ① 転換を請求し得べき期間

平成17年10月１日から平成26年６月10日（当該日が営業日でない場合には翌営業日）までのうち、毎月

10日（当該日が営業日でない場合には翌営業日）（以下「転換請求可能日」という。）とする。

 ② 転換の条件

第３回Ａ種優先株式は、下記の転換の条件で当社の普通株式に転換することができる。

（ａ）当初転換価額

当初転換価額は、96円とする。
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（ｂ）転換価額の修正

転換価額は、平成17年10月１日以降平成26年６月10日（当該日が営業日でない場合には翌営業日）ま

での各転換請求可能日において、第３回Ａ種優先株式の全部又は一部について転換請求がなされる場

合には、当該転換請求可能日をもって、当該転換請求可能日に先立つ20取引日（売買高加重平均価格

のない日を除く。）の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎取引日の売買

高加重平均価格の平均値に修正されるものとする。但し、当該平均値が当初転換価額の

50％に相当する額（但し、下限30円とする。）（以下「下限転換価額」という。）を下回る場合

には、修正後転換価額は下限転換価額とする。また、当該平均値が当初転換価額の100％に相当する額

（以下「上限転換価額」という。）を上回る場合には、修正後転換価額は上限転換価額とする。

（ｃ）転換価額の調整

転換価額、下限転換価額及び上限転換価額は、当初転換価額が決定された日の翌日以降、時価を下回る

払込金額をもって普通株式を発行する場合その他所定の場合には、下記の算式により調整される。

    （既発行普通株式数

　－自己株式数）
＋

新規発行

普通株式数
×

１株当たりの

払込金額

調整後転換価額 ＝ 調整前転換価額 ×
１株当たりの時価

（既発行普通株式数－自己株式数）＋ 新規発行普通株式数

但し、普通株式の株式併合をするときは、株式併合の効力発生の時をもって次の算式により、転換価額

を調整する。

調整後転換価額 ＝ 調整前転換価額 ×
併合前発行済普通株式数

併合後発行済普通株式数

また、転換価額、下限転換価額及び上限転換価額は、合併その他一定の場合にも適宜調整される。

（ｄ）転換により交付すべき普通株式の数

第３回Ａ種優先株式の転換により交付すべき普通株式の数の算出方法は、次のとおりとする。

転換により発行すべき普通株式数 ＝

第３回Ａ種優先株主が転換請求のために提出した

第３回Ａ種優先株式の払込金額相当額の総額

転換価額

（７）強制転換条項

上記（６）①の転換を請求し得べき期間中に転換請求のなかった第３回Ａ種優先株式は、同期間の末日の

翌日（以下「第３回Ａ種優先株式転換基準日」という。）以降の日で取締役会で定める日をもって、第３

回Ａ種優先株式１株の払込金額相当額を第３回Ａ種優先株式転換基準日に先立つ45取引日目に始まる30

取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）

の平均値（終値のない日数を除く。）で、除して得られる数の普通株式となる。
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５．　第１回Ｇ種優先株式の内容は次のとおりである。

（１）優先配当金

① 優先配当金

当社は、定款第45条に定める期末配当金の支払いを行うときは、毎年３月31日の最終の株主名簿に記載

又は記録された第１回Ｇ種優先株主又は第１回Ｇ種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録

株式質権者に先立ち、かつ下記（注）９（１）に定める支払順位に従い、第１回Ｇ種優先株式１株につ

き各事業年度において以下に定める第１回Ｇ種優先配当金を支払う。

平成21年３月31日に終了する事業年度までは、第１回Ｇ種優先配当金の額は無配とする。

平成21年４月１日に開始する事業年度以降は、第１回Ｇ種優先配当金の額は50,000円とする。

② 非累積条項

ある事業年度において第１回Ｇ種優先株主又は第１回Ｇ種優先登録株式質権者に対して支払う剰余金

の配当の額が第１回Ｇ種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しな

い。

③ 非参加条項

第１回Ｇ種優先株主又は第１回Ｇ種優先登録株式質権者に対しては、第１回Ｇ種優先配当金を超えて配

当はしない。

（２）優先中間配当金

当社は、定款第46条に定める中間配当金の支払いを行うときは、毎年９月30日の最終の株主名簿に記載又

は記録した第１回Ｇ種優先株主又は第１回Ｇ種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質

権者に先立ち、かつ下記（注）９（２）の定める支払順位に従い、第１回Ｇ種優先株式１株につき、第１回

Ｇ種優先配当金の２分の１に相当する額の金銭を支払う。第１回Ｇ種優先中間配当金が支払われた場合に

おいては、第１回Ｇ種優先配当金の支払いは、当該第１回Ｇ種優先中間配当金を控除した額による。 

（３）残余財産の分配

当社は、残余財産を分配するときは、第１回Ｇ種優先株主又は第１回Ｇ種優先登録株式質権者に対し、普通

株主及び普通登録株式質権者に先立ち、かつ下記（注）９（３）に定める支払順位に従い、第１回Ｇ種優

先株式１株につき金100万円を支払う。第１回Ｇ種優先株主又は第１回Ｇ種優先登録株式質権者に対して

は、上記のほか、残余財産の分配は行わない。

（４）株式の併合又は分割、募集株式の割当て等

当社は、法令に定める場合を除き、第１回Ｇ種優先株式について株式の併合又は分割を行わない。当社は、

第１回Ｇ種優先株主又は第１回Ｇ種優先登録株式質権者には、会社法第202条第１項に基づく募集株式の

割当て又は同法第241条第１項に基づく募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。

（５）議決権

第１回Ｇ種優先株主は、法令に定める場合を除き、株主総会において議決権を有しない。 

（６）転換請求権

第１回Ｇ種優先株主は、以下に定める転換を請求し得べき期間中、以下に定める転換の条件で、その有する

第１回Ｇ種優先株式の普通株式への転換を請求することができる。但し、下記①に定める各転換請求可能

日において、剰余授権株式数（第１回Ｇ種優先株式発行要項に定義される。）が請求対象普通株式総数

（第１回Ｇ種優先株式発行要項に定義される。）を下回る場合には、（I）各第１回Ｇ種優先株主が当該転

換請求可能日に普通株式への転換を請求した第１回Ｇ種優先株式の数に、（II）剰余授権株式数を請求対

象普通株式総数で除して得られる数を乗じた数（小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り下げる。

また、０を下回る場合は０とする。）の第１回Ｇ種優先株式についてのみ、当該第１回Ｇ種優先株主の請求

に基づくその有する第１回Ｇ種優先株式の普通株式への転換の効力が生じるものとし、転換の効力が生じ

る当該第１回Ｇ種優先株式以外の転換請求にかかる第１回Ｇ種優先株式については、転換請求がなされな

かったものとみなす。

① 転換を請求し得べき期間

平成17年10月１日以降のうち、毎月10日（当該日が営業日でない場合には翌営業日）（以下「転換請求

可能日」という。）とする。

②　転換の条件

第１回Ｇ種優先株式は、下記の転換の条件で当社の普通株式に転換することができる。

（ａ）当初転換価額

当初転換価額は、113円とする。
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（ｂ）転換価額の修正

転換価額は、平成17年10月１日以降の各転換請求可能日において、第１回Ｇ種優先株式の全部又は一

部について転換請求がなされる場合には、当該転換請求可能日をもって、当該転換請求可能日に先立

つ20取引日（売買高加重平均価格のない日を除く。）の株式会社東京証券取引所における当社の普通

株式の普通取引の毎取引日の売買高加重平均価格の平均値に修正されるものとする。但し、当該平均

値が当初転換価額の50％に相当する額（以下「下限転換価額」という。）を下回る場合には、修正後

転換価額は下限転換価額とする。また、当該平均値が当初転換価額の100％に相当する額（以下「上限

転換価額」という。）を上回る場合には、修正後転換価額は上限転換価額とする。

（ｃ）転換価額の調整

転換価額、上限転換価額及び下限転換価額は、平成16年９月１日以降、時価を下回る払込金額もって普

通株式を発行する場合その他所定の場合には、下記の算式により調整される。 

    （既発行普通株式数

　－自己株式数）
＋

新規発行

普通株式数
×

１株当たりの

払込金額

調整後転換価額 ＝ 調整前転換価額 ×
１株当たりの時価

（既発行普通株式数－自己株式数）＋ 新規発行普通株式数

但し、普通株式の株式併合をするときは、株式併合の効力発生の時をもって次の算式により、転換価額

を調整する。

調整後転換価額 ＝ 調整前転換価額 ×
併合前発行済普通株式数

併合後発行済普通株式数

また、転換価額、下限転換価額及び上限転換価額は、合併その他一定の場合にも適宜調整される。 

（ｄ）転換により交付すべき普通株式の数

第１回Ｇ種優先株式の転換により交付すべき普通株式の数の算出方法は、次のとおりとする。

転換により交付すべき普通株式数 ＝

第１回Ｇ種優先株主が転換請求のために提出した

第１回Ｇ種優先株式の払込金額相当額の総額

転換価額

６．　第２回Ｇ種優先株式の内容は次のとおりである。

（１）優先配当金

① 優先配当金

当社は、定款第45条に定める期末配当金の支払いを行うときは、毎年３月31日の最終の株主名簿に記載

又は記録された第２回Ｇ種優先株主又は第２回Ｇ種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録

株式質権者に先立ち、かつ下記（注）９（１）に定める支払順位に従い、第２回Ｇ種優先株式１株につ

き各事業年度において以下に定める第２回Ｇ種優先配当金を支払う。

平成21年３月31日に終了する事業年度までは、第２回Ｇ種優先配当金の額は無配とする。

平成21年４月１日に開始する事業年度以降は、第２回Ｇ種優先配当金の額は50,000円とする。

② 非累積条項

ある事業年度において第２回Ｇ種優先株主又は第２回Ｇ種優先登録株式質権者に対して支払う剰余金

の配当の額が第２回Ｇ種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しな

い。

③ 非参加条項

第２回Ｇ種優先株主又は第２回Ｇ種優先登録株式質権者に対しては、第２回Ｇ種優先配当金を超えて配

当はしない。

（２）優先中間配当金

当社は、定款第46条に定める中間配当金の支払いを行うときは、毎年９月30日の最終の株主名簿に記載又

は記録した第２回Ｇ種優先株主又は第２回Ｇ種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質

権者に先立ち、かつ下記（注）９（２）の定める支払順位に従い、第２回Ｇ種優先株式１株につき、第２回

Ｇ種優先配当金の２分の１に相当する額の金銭を支払う。第２回Ｇ種優先中間配当金が支払われた場合に

おいては、第２回Ｇ種優先配当金の支払いは、当該第２回Ｇ種優先中間配当金を控除した額による。 

（３）残余財産の分配
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当社は、残余財産を分配するときは、第２回Ｇ種優先株主又は第２回Ｇ種優先登録株式質権者に対し、普通

株主及び普通登録株式質権者に先立ち、かつ下記（注）９（３）に定める支払順位に従い、第２回Ｇ種優

先株式１株につき金100万円を支払う。第２回Ｇ種優先株主又は第２回Ｇ種優先登録株式質権者に対して

は、上記のほか、残余財産の分配は行わない。

（４）株式の併合又は分割、募集株式の割当て等

当社は、法令に定める場合を除き、第２回Ｇ種優先株式について株式の併合又は分割を行わない。当社は、

第２回Ｇ種優先株主又は第２回Ｇ種優先登録株式質権者には、会社法第202条第１項に基づく募集株式の

割当て又は同法第241条第１項に基づく募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。

（５）議決権

第２回Ｇ種優先株主は、法令に定める場合を除き、株主総会において議決権を有しない。 

（６）転換請求権

第２回Ｇ種優先株主は、以下に定める転換を請求し得べき期間中、以下に定める転換の条件で、その有する

第２回Ｇ種優先株式の普通株式への転換を請求することができる。但し、下記①に定める各転換請求可能

日において、剰余授権株式数（第２回Ｇ種優先株式発行要項に定義される。）が請求対象普通株式総数

（第２回Ｇ種優先株式発行要項に定義される。）を下回る場合には、（I）各第２回Ｇ種優先株主が当該転

換請求可能日に普通株式への転換を請求した第２回Ｇ種優先株式の数に、（II）剰余授権株式数を請求対

象普通株式総数で除して得られる数を乗じた数（小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り下げる。

また、０を下回る場合は０とする。）の第２回Ｇ種優先株式についてのみ、当該第２回Ｇ種優先株主の請求

に基づくその有する第２回Ｇ種優先株式の普通株式への転換の効力が生じるものとし、転換の効力が生じ

る当該第２回Ｇ種優先株式以外の転換請求にかかる第２回Ｇ種優先株式については、転換請求がなされな

かったものとみなす。

① 転換を請求し得べき期間

平成17年10月１日以降のうち、毎月10日（当該日が営業日でない場合には翌営業日）（以下「転換請求

可能日」という。）とする。

②　転換の条件

第２回Ｇ種優先株式は、下記の転換の条件で当社の普通株式に転換することができる。

（ａ）当初転換価額

当初転換価額は、143円とする。
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（ｂ）転換価額の修正

転換価額は、平成17年10月１日以降の各転換請求可能日において、第２回Ｇ種優先株式の全部又は一

部について転換請求がなされる場合には、当該転換請求可能日をもって、当該転換請求可能日に先立

つ20取引日（売買高加重平均価格のない日を除く。）の株式会社東京証券取引所における当社の普通

株式の普通取引の毎取引日の売買高加重平均価格の平均値に修正されるものとする。但し、当該平均

値が当初転換価額の50％に相当する額（以下「下限転換価額」という。）を下回る場合には、修正後

転換価額は下限転換価額とする。また、当該平均値が当初転換価額の100％に相当する額（以下「上限

転換価額」という。）を上回る場合には、修正後転換価額は上限転換価額とする。

（ｃ）転換価額の調整

転換価額、上限転換価額及び下限転換価額は、平成17年３月11日以降、時価を下回る払込金額をもって

普通株式を発行する場合その他所定の場合には、下記の算式により調整される。 

    （既発行普通株式数

　－自己株式数）
＋

新規発行

普通株式数
×

１株当たりの

払込金額

調整後転換価額 ＝ 調整前転換価額 ×
１株当たりの時価

（既発行普通株式数－自己株式数）＋ 新規発行普通株式数

但し、普通株式の株式併合をするときは、株式併合の効力発生の時をもって次の算式により、転換価額

を調整する。

調整後転換価額 ＝ 調整前転換価額 ×
併合前発行済普通株式数

併合後発行済普通株式数

また、転換価額、下限転換価額及び上限転換価額は、合併その他一定の場合にも適宜調整される。 

（ｄ）転換により交付すべき普通株式の数

第２回Ｇ種優先株式の転換により交付すべき普通株式の数の算出方法は、次のとおりとする。

転換により交付すべき普通株式数 ＝

第２回Ｇ種優先株主が転換請求のために提出した

第２回Ｇ種優先株式の払込金額相当額の総額

転換価額

７．　第３回Ｇ種優先株式の内容は次のとおりである。

（１）優先配当金

① 優先配当金

当社は、定款第45条に定める期末配当金の支払いを行うときは、毎年３月31日の最終の株主名簿に記載

又は記録された第３回Ｇ種優先株主又は第３回Ｇ種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録

株式質権者に先立ち、かつ下記（注）９（１）に定める支払順位に従い、第３回Ｇ種優先株式１株につ

き各事業年度において以下に定める第３回Ｇ種優先配当金を支払う。

平成21年３月31日に終了する事業年度までは、第３回Ｇ種優先配当金の額は無配とする。

平成21年４月１日に開始する事業年度以降は、第３回Ｇ種優先配当金の額は50,000円とする。

② 非累積条項

ある事業年度において第３回Ｇ種優先株主又は第３回Ｇ種優先登録株式質権者に対して支払う剰余金

の配当の額が第３回Ｇ種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しな

い。

③ 非参加条項

第３回Ｇ種優先株主又は第３回Ｇ種優先登録株式質権者に対しては、第３回Ｇ種優先配当金を超えて配

当はしない。

（２）優先中間配当金

当社は、定款第46条に定める中間配当金の支払いを行うときは、毎年９月30日の最終の株主名簿に記載又

は記録された第３回Ｇ種優先株主又は第３回Ｇ種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式

質権者に先立ち、かつ下記（注）９（２）の定める支払順位に従い、第３回Ｇ種優先株式１株につき、第３

回Ｇ種優先配当金の２分の１に相当する額の金銭を支払う。第３回Ｇ種優先中間配当金が支払われた場合

においては、第３回Ｇ種優先配当金の支払いは、当該第３回Ｇ種優先中間配当金を控除した額による。

（３）残余財産の分配
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当社は、残余財産を分配するときは、第３回Ｇ種優先株主又は第３回Ｇ種優先登録株式質権者に対し、普通

株主及び普通登録株式質権者に先立ち、かつ下記（注）９（３）に定める支払順位に従い、第３回Ｇ種優

先株式１株につき金100万円を支払う。第３回Ｇ種優先株主又は第３回Ｇ種優先登録株式質権者に対して

は、上記のほか、残余財産の分配は行わない。

（４）株式の併合又は分割、募集株式の割当て等

当社は、法令に定める場合を除き、第３回Ｇ種優先株式について株式の併合又は分割を行わない。当社は、

第３回Ｇ種優先株主又は第３回Ｇ種優先登録株式質権者には、会社法第202条第１項に基づく募集株式の

割当て又は同法第241条第１項に基づく募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。

（５）議決権

第３回Ｇ種優先株主は、法令に定める場合を除き、株主総会において議決権を有しない。 

（６）転換請求権

第３回Ｇ種優先株主は、以下に定める転換を請求し得べき期間中、以下に定める転換の条件で、その有する

第３回Ｇ種優先株式の普通株式への転換を請求することができる。但し、下記①に定める各転換請求可能

日において、剰余授権株式数（第３回Ｇ種優先株式発行要項に定義される。）が請求対象普通株式総数

（第３回Ｇ種優先株式発行要項に定義される。）を下回る場合には、（I）各第３回Ｇ種優先株主が当該転

換請求可能日に普通株式への転換を請求した第３回Ｇ種優先株式の数に、（II）剰余授権株式数を請求対

象普通株式総数で除して得られる数を乗じた数（小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り下げる。

また、０を下回る場合は０とする。）の第３回Ｇ種優先株式についてのみ、当該第３回Ｇ種優先株主の請求

に基づくその有する第３回Ｇ種優先株式の普通株式への転換の効力が生じるものとし、転換の効力が生じ

る当該第３回Ｇ種優先株式以外の転換請求にかかる第３回Ｇ種優先株式については、転換請求がなされな

かったものとみなす。

① 転換を請求し得べき期間

平成17年10月１日以降のうち、毎月10日（当該日が営業日でない場合には翌営業日）（以下「転換請求

可能日」という。）とする。

② 転換の条件

第３回Ｇ種優先株式は、下記の転換の条件で当社の普通株式に転換することができる。

（ａ）当初転換価額

当初転換価額は、139円とする。
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（ｂ）転換価額の修正

転換価額は、平成17年10月１日以降の各転換請求可能日において、第３回Ｇ種優先株式の全部又は一

部について転換請求がなされる場合には、当該転換請求可能日をもって、当該転換請求可能日に先立

つ20取引日（売買高加重平均価格のない日を除く。）の株式会社東京証券取引所における当社の普通

株式の普通取引の毎取引日の売買高加重平均価格の平均値に修正されるものとする。但し、当該平均

値が当初転換価額の50％に相当する額（以下「下限転換価額」という。）を下回る場合には、修正後

転換価額は下限転換価額とする。また、当該平均値が当初転換価額の100％に相当する額（以下「上限

転換価額」という。）を上回る場合には、修正後転換価額は上限転換価額とする。

（ｃ）転換価額の調整

転換価額、上限転換価額及び下限転換価額は、平成17年３月23日以降、時価を下回る払込金額をもって

普通株式を発行する場合その他所定の場合には、下記の算式により調整される。 

    （既発行普通株式数

　－自己株式数）
＋

新規発行

普通株式数
×

１株当たりの

払込金額

調整後転換価額 ＝ 調整前転換価額 ×
１株当たりの時価

（既発行普通株式数－自己株式数）＋ 新規発行普通株式数

但し、普通株式の株式併合をするときは、株式併合の効力発生の時をもって次の算式により、転換価額

を調整する。

調整後転換価額 ＝ 調整前転換価額 ×
併合前発行済普通株式数

併合後発行済普通株式数

また、転換価額、下限転換価額及び上限転換価額は、合併その他一定の場合にも適宜調整される。 

（ｄ）転換により交付すべき普通株式の数

第３回Ｇ種優先株式の転換により交付すべき普通株式の数の算出方法は、次のとおりとする。

転換により交付すべき普通株式数 ＝

第３回Ｇ種優先株主が転換請求のために提出した

第３回Ｇ種優先株式の払込金額相当額の総額

転換価額

 ８． 第４回Ｇ種優先株式の内容は次のとおりである。

（１）優先配当金

 ① 優先配当金

当社は、定款第45条に定める期末配当金の支払いを行うときは、毎年３月31日の最終の株主名簿に記載

又は記録された第４回Ｇ種優先株主又は第４回Ｇ種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録

株式質権者に先立ち、かつ下記（注）９（１）に定める支払順位に従い、第４回Ｇ種優先株式１株につ

き各事業年度において以下に定める第４回Ｇ種優先配当金を支払う。

平成21年３月31日に終了する事業年度までは、第４回Ｇ種優先配当金の額は無配とする。

平成21年４月１日に開始する事業年度以降は、第４回Ｇ種優先配当金の額は50,000円とする。

 ② 非累積条項

ある事業年度において第４回Ｇ種優先株主又は第４回Ｇ種優先登録株式質権者に対して支払う剰余金

の配当の額が第４回Ｇ種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しな

い。

 ③ 非参加条項

第４回Ｇ種優先株主又は第４回Ｇ種優先登録株式質権者に対しては、第４回Ｇ種優先配当金を超えて配

当はしない。

（２）優先中間配当金

当社は、定款第46条に定める中間配当金の支払いを行うときは、毎年９月30日の最終の株主名簿に記載又

は記録された第４回Ｇ種優先株主又は第４回Ｇ種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式

質権者に先立ち、かつ下記（注）９（２）の定める支払順位に従い、第４回Ｇ種優先株式１株につき、第４

回Ｇ種優先配当金の２分の１に相当する額の金銭を支払う。第４回Ｇ種優先中間配当金が支払われた場合

においては、第４回Ｇ種優先配当金の支払いは、当該第４回Ｇ種優先中間配当金を控除した額による。

（３）残余財産の分配

当社は、残余財産を分配するときは、第４回Ｇ種優先株主又は第４回Ｇ種優先登録株式質権者に対し、普通

株主及び普通登録株式質権者に先立ち、かつ下記（注）９（３）に定める支払順位に従い、第４回Ｇ種優
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先株式１株につき金100万円を支払う。第４回Ｇ種優先株主又は第４回Ｇ種優先登録株式質権者に対して

は、上記のほか、残余財産の分配は行わない。

（４）株式の併合又は分割、募集株式の割当て等

当社は、法令に定める場合を除き、第４回Ｇ種優先株式について株式の併合又は分割を行わない。当社は、

第４回Ｇ種優先株主又は第４回Ｇ種優先登録株式質権者には、会社法第202条第１項に基づく募集株式の

割当て又は同法第241条第１項に基づく募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。

（５）議決権

 第４回Ｇ種優先株主は、法令に定める場合を除き、株主総会において議決権を有しない。

（６）転換請求権

 第４回Ｇ種優先株主は、以下に定める転換を請求し得べき期間中、以下に定める転換の条件で、その有す

る第４回Ｇ種優先株式の普通株式への転換を請求することができる。但し、下記①に定める各転換請求可

能日において、剰余授権株式数（第４回Ｇ種優先株式発行要項に定義される。）が請求対象普通株式総数

（第４回Ｇ種優先株式発行要項に定義される。）を下回る場合には、（I）各第４回Ｇ種優先株主が当該転

換請求可能日に普通株式への転換を請求した第４回Ｇ種優先株式の数に、（II）剰余授権株式数を請求対

象普通株式総数で除して得られる数を乗じた数（小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り下げる。

また、０を下回る場合は０とする。）の第４回Ｇ種優先株式についてのみ、当該第４回Ｇ種優先株主の請求

に基づくその有する第４回Ｇ種優先株式の普通株式への転換の効力が生じるものとし、転換の効力が生じ

る当該第４回Ｇ種優先株式以外の転換請求にかかる第４回Ｇ種優先株式については、転換請求がなされな

かったものとみなす。

① 転換を請求し得べき期間

平成19年10月１日以降のうち、毎月10日（当該日が営業日でない場合には翌営業日）（以下「転換請求

可能日」という。）とする。

② 転換の条件

第４回Ｇ種優先株式は、下記の転換の条件で当社の普通株式に転換することができる。

（ａ）当初転換価額

当初転換価額は、258円とする。
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（ｂ）転換価額の修正

転換価額は、平成19年10月１日以降の各転換請求可能日において、第４回Ｇ種優先株式の全部又は一

部について転換請求がなされる場合には、当該転換請求可能日をもって、当該転換請求可能日に先立

つ20取引日（売買高加重平均価格のない日を除く。）の株式会社東京証券取引所における当社の普通

株式の普通取引の毎取引日の売買高加重平均価格の平均値に修正されるものとする。但し、当該平均

値が当初転換価額の30％に相当する額（以下「下限転換価額」という。）を下回る場合には、修正後

転換価額は下限転換価額とする。また、当該平均値が当初転換価額の100％に相当する額（以下「上限

転換価額」という。）を上回る場合には、修正後転換価額は上限転換価額とする。

（ｃ）転換価額の調整

転換価額、上限転換価額及び下限転換価額は、平成18年１月31日以降、時価を下回る払込金額をもって

普通株式を発行する場合その他所定の場合には、下記の算式により調整される。 

    （既発行普通株式数

　－自己株式数）
＋

新規発行

普通株式数
×

１株当たりの

払込金額

調整後転換価額 ＝ 調整前転換価額 ×
１株当たりの時価

（既発行普通株式数－自己株式数）＋ 新規発行普通株式数

但し、普通株式の株式併合をするときは、株式併合の効力発生の時をもって次の算式により、転換価額

を調整する。

調整後転換価額 ＝ 調整前転換価額 ×
併合前発行済普通株式数

併合後発行済普通株式数

また、転換価額、下限転換価額及び上限転換価額は、合併その他一定の場合にも適宜調整される。 

（ｄ）転換により交付すべき普通株式の数

第４回Ｇ種優先株式の転換により交付すべき普通株式の数の算出方法は、次のとおりとする。

転換により交付すべき普通株式数 ＝

第４回Ｇ種優先株主が転換請求のために提出した

第４回Ｇ種優先株式の発行価格の総額

転換価額

９． 優先順位

（１）優先配当金の優先順位

Ａ種優先配当金、Ｂ種優先配当金、Ｄ種優先配当金、Ｅ種優先配当金、Ｆ種優先配当金及びＧ種優先配当金

の支払順位は、Ｂ種優先配当金及びＦ種優先配当金を第１順位（それらの間では同順位）とし、Ａ種優先

配当金、Ｄ種優先配当金、Ｅ種優先配当金及びＧ種優先配当金を第２順位（それらの間では同順位）とす

る。

（２）優先中間配当金の優先順位

Ａ種優先中間配当金、Ｂ種優先中間配当金、Ｄ種優先中間配当金、Ｅ種優先中間配当金、Ｆ種優先中間配当

金及びＧ種優先中間配当金の支払順位は、Ｂ種優先中間配当金及びＦ種優先中間配当金を第１順位（それ

らの間では同順位）とし、Ａ種優先中間配当金、Ｄ種優先中間配当金、Ｅ種優先中間配当金及びＧ種優先中

間配当金を第２順位（それらの間では同順位）とする 。

（３）残余財産の分配の優先順位

Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式、Ｆ種優先株式及びＧ種優先株式

にかかる残余財産の分配の支払順位は、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｆ種優先株式及びＧ種優先株式にか

かる残余財産の分配の支払いを第１順位（それらの間では同順位）とし、Ａ種優先株式、Ｄ種優先株式及

びＥ種優先株式にかかる残余財産の分配の支払いを第２順位（それらの間では同順位）とする。 
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（２）【新株予約権等の状況】

 新株予約権、新株予約権付社債及びその他提出会社に対して新株の発行を請求できる権利（ストックオプショ

ン）に関する事項は、次のとおりである。

 平成14年６月25日定時株主総会決議

 
提出日の前月末現在
（平成20年10月31日）

新株予約権の数（個） 966

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） 966,000

新株予約権の行使時の払込金額（円）　（注）１ 173

新株予約権の行使期間
平成16年７月１日～

平成21年６月30日

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）　　　　（注）１

発行価格　 173

資本組入額  87

新株予約権の行使の条件 （注）２

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 －

（注）１．「新株予約権の行使時の払込金額」及び「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」の変更は、優先株の普通株への転換による調整のためである。

優先株の普通株への転換が発生した場合、行使価格の調整は発生の都度ではなく発生月翌月に１回のみ行うこと

とし、発生月の月末日時点の行使価格を当該月の翌月15日より適用する。

発生月の月末日以降翌月15日までの間に、他の事由による普通株式新規発行が生じた場合は、かかる事由による

行使価格の調整をおこなう。

    
既発行株式数 ＋

　新規発行

　株式数
×

１株当たりの　　　

払込金額

調整後行使価格 ＝ 調整前行使価格 ×
時価

既発行株式数　＋　新規発行株式数

 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する。

なお、発行日以降、当社普通株式の分割又は併合が行われる場合には、行使価格は当該株式の分割又は併合の比率

に応じ比例的に調整されるものとし、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

さらに、発行日以降、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、行使価格の調整を必要とするやむを得

ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価格を調整す

る。

２．（１）各新株予約権の一部行使はできないものとする。

（２）新株予約権の第三者への譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。

（３）新株予約権の割り当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、執行役員又

は社員の地位にあることを要す。ただし、当社又は当社子会社の取締役又は執行役員を任期満了により退任

した場合、当社社員を定年退職した場合、その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。また、新株予約

権の割り当てを受けた者が死亡した場合は、相続人が新株予約権を行使することができる。ただし、いずれ

の場合も新株予約権割当契約に定める条件によるものとする。

（４）上記のほか、新株予約権割当契約で新株予約権の行使の制限その他に関して定めるものとする。
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（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はない。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高
（千円）

　

自平成20年７月１日

至平成20年９月30日

普通株式（注）

1,000 5,537,898,840 87 657,350,013 86 433,197,071

　（注）平成20年７月１日から平成20年９月30日までの間に新株予約権の行使により資本金が87千円増加し、資本金残

高は657,350,013千円に、資本準備金は86千円増加し、資本準備金残高は433,197,071千円となった。
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（５）【大株主の状況】

　
① 普通株式

平成20年９月30日現在

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（％）

三菱重工業株式会社 東京都港区港南二丁目16番５号 839,942 15.17

三菱商事株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目３番１号 774,768 13.99

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 268,763 4.85

日本トラスティ・サービス信託銀行株

式会社（信託口４Ｇ）
東京都中央区晴海一丁目８番11号 121,563 2.20

エムエルピーエフエスカストディー

（常任代理人：メリルリンチ日本証券

株式会社）

SOUTH TOWER WORLD FINANC

IAL CENTER

NEW YORK NY 10080-0801 USA

（東京都中央区日本橋一丁目４番１号

　日本橋一丁目ビルディング）

61,381 1.10

日本トラスティ・サービス信託銀行株

式会社（信託口）
東京都中央区晴海一丁目８番11号 52,797 0.95

日本マスタートラスト信託銀行株式会

社（信託口）
東京都港区浜松町二丁目11番３号 35,574 0.64

三菱UFJ信託銀行株式会社

（常任代理人：日本マスタートラスト

信託銀行株式会社）

東京都千代田区丸の内二丁目７番１号

（東京都港区浜松町二丁目11番３号）

 

32,106 0.57

ジェーピーエムシーエヌエイアイ

ティーエスロンドンクライアンツアカ

ウントモルガンスタンレイアンドカン

パニーインターナショナル　

（常任代理人：株式会社みずほコーポ

レート銀行兜町証券決済業務室）

25.CABOT SQUARE,

LONDON E14 4QA,

UNITED KINGDOM 

 

 

（中央区日本橋兜町６番７号

  決済事業部）

27,641 0.49

三菱自動車取引先持株会 東京都港区芝五丁目33番８号 22,888 0.41

計 － 2,237,425 40.40

　（注）１．平成17年12月14日付にて、三菱重工業株式会社、株式会社田町ビル、米国三菱重工業株式会社、三菱重工環境エ

ンジニアリング株式会社、株式会社リョーイン、三菱重工工事株式会社（平成18年４月１日付にて、三菱重工

橋梁エンジニアリング株式会社に社名変更）、三菱重工プラント建設株式会社、株式会社春秋社、関東菱重興

産株式会社（平成18年10月１日付にて、菱重エステート株式会社に社名変更）、名古屋菱重興産株式会社、近

畿菱重興産株式会社、東中国菱重興産株式会社、広島菱重興産株式会社及び西日本菱重興産株式会社を共同

保有者として、各社から変更報告書が提出されている。平成20年９月30日現在、同共同保有者の所有株式数の

合計は868,660千株である。

２．平成18年5月12日付にて三菱商事株式会社から変更報告書が提出されている。平成20年９月30日現在、同社と

共同保有者の株式会社葵商店の所有株式数合計は774,833千株である。

３．平成19年１月４日付にて株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、三菱ＵＦＪ証券株式

会社、三菱セキュリティーズインターナショナル及び三菱ＵＦＪ投信株式会社を共同保有者として、各社か

ら変更報告書が提出されている。平成20年９月30日現在、同共同保有者の所有株式数の合計は309,881千株で

ある。
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② 第１回Ａ種優先株式

平成20年９月30日現在

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（％）

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 33 45.21

三菱商事株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目３番１号 18 24.66

三菱重工業株式会社 東京都港区港南二丁目16番５号 12 16.44

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 10 13.70

計 － 73 100.00

　 ③ 第２回Ａ種優先株式

平成20年９月30日現在

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（％）

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目２番１号 10 40.00

明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内二丁目１番１号 7 28.00

三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目７番３号 2.5 10.00

日本郵船株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目３番２号 2.5 10.00

三菱マテリアル株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 1 4.00

三菱化学株式会社 東京都港区芝四丁目14番１号 1 4.00

三菱倉庫株式会社 東京都中央区日本橋一丁目19番１号 1 4.00

計 － 25 100.00
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④ 第３回Ａ種優先株式

平成20年９月30日現在

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（％）

新日本石油株式会社 東京都港区西新橋一丁目３番12号 １ 100.00

計 － １ 100.00

　
⑤ 第１回Ｇ種優先株式

平成20年９月30日現在

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（％）

 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行  東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 90 69.23

 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社  東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 40 30.77

計 － 130 100.00

　
⑥ 第２回Ｇ種優先株式

平成20年９月30日現在

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（％）

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行  東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 137.264 81.51

 三菱商事株式会社  東京都千代田区丸の内二丁目３番１号 18.654 11.08

 三菱重工業株式会社  東京都港区港南二丁目16番５号 12.475 7.41

計 － 168.393 100.00

　 ⑦ 第３回Ｇ種優先株式

平成20年９月30日現在

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（％）

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 10.2 100.00

計 － 10.2 100.00

　
⑧ 第４回Ｇ種優先株式

平成20年９月30日現在

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（％）

三菱商事株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目３番１号 30 100.00

計 － 30 100.00
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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

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式

第１回Ａ種優先株式  73,000

第２回Ａ種優先株式  25,000

第３回Ａ種優先株式   1,000

第１回Ｇ種優先株式 130,000

第２回Ｇ種優先株式 168,393

第３回Ｇ種優先株式  10,200

第４回Ｇ種優先株式  30,000

－ (注)１．

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） 普通株式　　82,000 － －

完全議決権株式（その他）
普通株式　　5,537,431,000

（注）２．
5,536,906

権利内容に何ら限定のない

当社における標準となる株式

単元未満株式
普通株式　　385,840

（注）３．
－ 同上

発行済株式総数 5,538,336,433 － －

総株主の議決権 － 5,536,906 －

　（注）１．（１）株式の総数等 ②発行済株式（注）２．～（注）９．を参照。

２．「完全議決権株式（その他）」の欄には証券保管振替機構名義の株式525,000株（議決権の数525個）が含ま

れている。

３．「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式4株が含まれている。

②【自己株式等】

　 平成20年９月30日現在

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（％）

三菱自動車工業株式会社
東京都港区芝五丁目

33番８号
82,000 － 82,000 0.00

計 － 82,000 － 82,000 0.00

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
４月

平成20年
５月

平成20年
６月

平成20年
７月

平成20年
８月

平成20年
９月

最高（円） 168 187 212 195 180 186

最低（円） 156 161 191 177 158 141

　（注）　株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。
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３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次の通りである。

(１)役職の異動

新役名　 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月

（代表取締役）

取締役副社長

ステップアップ2010

推進室長

ロシア組立事業推進・

ＭｉＥＶ事業統括担当

（代表取締役）

取締役副社長

ステップアップ2010

推進室長
前田 眞人　 平成20年８月１日

　(注)執行役員の異動はない。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の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いる。

　なお、第１四半期連結会計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）から、「財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第

５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づき作成している。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、平成20年度第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）及び平成20年度第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、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けている。
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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）

平成20年度第２四半期
連結会計期間末

(平成20年９月30日)

平成19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 312,714 355,896

受取手形及び売掛金 ※3
 144,404

※3
 174,076

有価証券 5,146 5,754

商品及び製品 168,610 174,999

仕掛品 38,177 73,058

原材料及び貯蔵品 63,165 51,586

その他 ※3
 123,525

※3
 139,658

貸倒引当金 △10,048 △10,897

流動資産合計 845,695 964,133

固定資産

有形固定資産 ※1
 509,397

※1
 453,453

無形固定資産 ※4
 17,777

※4
 31,825

投資その他の資産

投資有価証券 58,436 75,999

その他 ※3
 105,956

※3
 98,548

貸倒引当金 △13,360 △14,551

投資その他の資産合計 151,032 159,996

固定資産合計 678,207 645,274

資産合計 1,523,902 1,609,408

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 379,471 423,729

短期借入金 215,988 272,042

1年内償還予定の社債 46,810 24,260

未払金及び未払費用 152,497 178,508

未払法人税等 5,573 8,115

製品保証引当金 49,800 50,320

その他 87,229 73,936

流動負債合計 937,370 1,030,913

固定負債

社債 200 25,800

長期借入金 71,108 31,806

退職給付引当金 105,754 103,295

役員退職慰労引当金 929 936

その他 99,993 88,524

固定負債合計 277,986 250,362

負債合計 1,215,356 1,281,275
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（単位：百万円）

平成20年度第２四半期
連結会計期間末

(平成20年９月30日)

平成19年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 657,350 657,349

資本剰余金 432,661 432,661

利益剰余金 △703,094 △702,432

自己株式 △14 △14

株主資本合計 386,902 387,564

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 724 10,676

繰延ヘッジ損益 1,587 3,157

為替換算調整勘定 △92,381 △84,584

評価・換算差額等合計 △90,069 △70,750

少数株主持分 11,712 11,318

純資産合計 308,546 328,132

負債純資産合計 1,523,902 1,609,408
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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）

平成20年度
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 1,213,973

売上原価 1,006,063

売上総利益 207,910

販売費及び一般管理費

広告宣伝費及び販売促進費 54,228

運賃 28,608

役員報酬及び給料手当 36,256

退職給付引当金繰入額 2,505

減価償却費 7,165

研究開発費 19,604

その他 34,180

販売費及び一般管理費合計 182,548

営業利益 25,361

営業外収益

受取利息 4,172

持分法による投資利益 1,548

為替差益 655

その他 1,168

営業外収益合計 7,544

営業外費用

支払利息 7,911

その他 4,140

営業外費用合計 12,051

経常利益 20,854

特別利益

固定資産売却益 583

豪州子会社工場閉鎖費用戻入益 1,629

その他 337

特別利益合計 2,551

特別損失

固定資産除却損 1,114

早期退職金 1,151

その他 705

特別損失合計 2,971

税金等調整前四半期純利益 20,434

法人税、住民税及び事業税 4,136

法人税等調整額 2,079

法人税等合計 6,216

少数株主利益 1,446

四半期純利益 12,772
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

平成20年度
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 603,875

売上原価 495,632

売上総利益 108,242

販売費及び一般管理費

広告宣伝費及び販売促進費 26,974

運賃 16,157

貸倒引当金繰入額 216

役員報酬及び給料手当 18,017

退職給付引当金繰入額 1,170

減価償却費 3,505

研究開発費 10,017

その他 16,894

販売費及び一般管理費合計 92,954

営業利益 15,288

営業外収益

受取利息 1,890

その他 1,056

営業外収益合計 2,946

営業外費用

支払利息 3,897

為替差損 7,753

その他 2,122

営業外費用合計 13,772

経常利益 4,461

特別利益

固定資産売却益 419

豪州子会社工場閉鎖費用戻入益 1,836

その他 142

特別利益合計 2,398

特別損失

固定資産除却損 747

その他 545

特別損失合計 1,293

税金等調整前四半期純利益 5,566

法人税、住民税及び事業税 1,836

法人税等調整額 542

法人税等合計 2,378

少数株主利益 714

四半期純利益 2,474
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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）

平成20年度
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 20,434

減価償却費 41,943

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,228

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,692

受取利息及び受取配当金 △4,803

支払利息 7,911

持分法による投資損益（△は益） △1,548

固定資産除売却損益（△は益） 590

売上債権の増減額（△は増加） 22,034

たな卸資産の増減額（△は増加） △11,110

仕入債務の増減額（△は減少） △19,234

早期退職金 1,151

その他 △10,778

小計 47,054

利息及び配当金の受取額 7,131

利息の支払額 △8,052

株式譲渡契約に基づく損失補償の支払額 △10,896

早期退職金の支払額 △3,195

法人税等の支払額 △6,263

営業活動によるキャッシュ・フロー 25,777

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 △53,065

有形固定資産の売却による収入 12,383

投資有価証券の取得による支出 △562

長期貸付けによる支出 △644

長期貸付金の回収による収入 222

その他 △12,100

投資活動によるキャッシュ・フロー △53,767

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） △68,738

長期借入れによる収入 74,867

長期借入金の返済による支出 △23,175

少数株主への配当金の支払額 △578

その他 △6,122

財務活動によるキャッシュ・フロー △23,747

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,236

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △53,973

現金及び現金同等物の期首残高 360,902

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

666

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 307,595
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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】

平成20年度第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、エムエムシー

エー・オート・オーナー・トラスト・2008-Aは新

規設立のため、新潟三菱自動車販売株式会社は相

対的重要性の観点から、連結の範囲に含めている。

また、エクース・リーシング・ビー・ブイは新た

に株式を取得したため、当第２四半期連結会計期

間より連結の範囲に含め、エムエムシーエー・

サービシズ・エルエルシーは、当第２四半期連結

会計期間において清算したため連結の範囲から除

外している。

（２）変更後の連結子会社の数

　52社

２．会計処理基準に関する事項の変更

（１）重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

 たな卸資産

たな卸資産については、四半期連結財務諸表提出

会社及び国内連結子会社は、従来、主として先入先

出法による原価法、または個別法による原価法を採

用していたが、第１四半期連結会計期間より「棚卸

資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第

９号　平成18年７月５日）が適用されたことに伴

い、主として先入先出法による原価法（貸借対照表

価額については収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法）、または個別法による原価法（貸借対照表

価額については収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法）を採用している。

これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前

四半期純利益への影響は軽微である。
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平成20年度第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）

（２）リース取引に関する会計基準の適用

所有権移転外ファイナンス・リース取引につい

ては、四半期連結財務諸表提出会社及び国内連結子

会社は、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理によっていたが、「リース取引に関する会計基

準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日

（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改

正））及び「リース取引に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年

１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員

会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１

日以後に開始する連結会計年度に係る四半期連結

財務諸表から適用できることとなったことに伴い、

第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等

を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によって

いる。また、所有権移転外ファイナンス・リース取

引に係るリース資産の減価償却の方法については、

リース期間を耐用年数とした定額法を採用してお

り、残存価額については、リース契約上に残価保証

の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以

外のものは零としている。なお、リース取引開始日

が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス

・リース取引については、期首に前連結会計年度末

における未経過リース料残高を取得価額として取

得したものとしてリース資産を計上する方法に

よっている。

これにより、有形固定資産が24,172百万円増加し

ている。なお、営業利益、経常利益及び税金等調整前

四半期純利益への影響は軽微である。

また、リース取引に関する会計基準等の適用に併

せて、従来、ファイナンス・リース取引の通常の売

買処理に係る会計処理に準じて仕掛品に計上して

いた購入品金型の未償却残高を、第１四半期連結会

計期間から有形固定資産に計上している。これによ

り、仕掛品が35,102百万円減少し、有形固定資産が

同額増加している。

（３）「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

第１四半期連結会計期間より「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」（実務対応報告第18号　平成18年５月17

日）を適用し、連結上必要な修正を行っている。

これにより、期首利益剰余金が13,455百万円減少

し、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利

益及び税金等調整前四半期純利益が971百万円増加

している。

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所

に記載している。
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【簡便な会計処理】

平成20年度第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

　定率法を採用している固定資産の減価償却費は、連結会

計年度に係る減価償却費の額を期間按分して計算してい

る。

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

平成20年度第２四半期連結会計期間末
（平成20年９月30日）

平成19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  1,129,416百万円 ※１．有形固定資産の減価償却累計額  1,280,402百万円

　２．保証債務等 　２．保証債務等

(１) 保証債務 (１) 保証債務

被保証者
保証金額
（百万円）

被保証債務の
内容

従業員 2,633 「社員財形住宅
貸金」等に係る
銀行借入金

その他 1,598 銀行借入金他

計 4,232  

被保証者
保証金額
（百万円）

被保証債務の
内容

従業員 2,857 「社員財形住宅
貸金」等に係る
銀行借入金

その他 1,841 銀行借入金他

計 4,699  

（２） 保証債務に準ずる債務 (２) 保証債務に準ずる債務

対象者
対象金額
（百万円）

対象債務の内容

イーグル・ウィングス
・インダストリーズ・
インク

1,734 銀行借入金

計 1,734  

対象者
対象金額
（百万円）

対象債務の内容

イーグル・ウィングス
・インダストリーズ・
インク

2,028 銀行借入金

計 2,028  

※３．債権流動化による譲渡残高が受取手形及び売掛金

から8,000百万円、流動資産のその他及び投資その他

の資産のその他から27,011百万円除かれている。

※３．債権流動化による譲渡残高が受取手形及び売掛金

から8,000百万円、流動資産のその他及び投資その他

の資産のその他から29,646百万円除かれている。

※４．当第２四半期連結会計期間末の無形固定資産には、

のれん177百万円が含まれている。

※４．当連結会計年度末の無形固定資産には、のれん252

百万円が含まれている。
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

平成20年度第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．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

（平成20年９月30日）

現金及び預金 312,714百万円

預入期間が３ヶ月を超える定
期預金

△10,265百万円

有価証券（取得日から３ヶ月
以内に償還期限の到来する短
期投資）

5,146百万円

現金及び現金同等物 307,595百万円

　

（株主資本等関係）

平成20年度第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）及び平成20年度第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．発行済株式の種類及び総数

普通株式　5,537,898千株

優先株式　　　　437千株

２．自己株式の種類及び株式数

普通株式　　　　 82千株

３．株主資本の金額の著しい変動

　第１四半期連結会計期間より「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」（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用している。これにより、期首利益剰余金が13,455百万

円減少している。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

平成20年度第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）

 
自動車事業
（百万円）

金融事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高及び営業損益      

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 600,867 3,007 603,875 － 603,875

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高

(39) － (39) 39 －

計 600,827 3,007 603,835 39 603,875

営業利益 14,896 351 15,248 39 15,288

平成20年度第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）

 
自動車事業
（百万円）

金融事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高及び営業損益      

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 1,207,758 6,214 1,213,973 － 1,213,973

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高

(75) － (75) 75 －

計 1,207,683 6,214 1,213,897 75 1,213,973

営業利益 23,913 1,373 25,286 75 25,361

　（注）１．事業区分の方法は、産業区分及び市場の類似性に基づいている。

２．各事業区分の主要製品等

(１）自動車……乗用車等
(２）金融………販売金融等

３．会計処理の方法の変更 

（１）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

「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」２．（３）に記載のとおり、第

１四半期連結会計期間より「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」（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用している。これにより、従来の方法によった場合

と比較して、「自動車事業」について、当第２四半期連結累計期間の営業利益が971百万円増加してい

る。
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【所在地別セグメント情報】

平成20年度第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）

 
日本

（百万円）

北米

（百万円）

欧州

（百万円）

アジア

（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）

売上高及び営業損益         

売上高         

(1)外部顧客に対する売上高 373,739 62,882 91,752 23,542 51,958 603,875 － 603,875

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高

130,179 6,240 17,978 69,228 52 223,678 (223,678) －

計 503,918 69,122 109,730 92,770 52,011 827,553 (223,678) 603,875

営業利益（又は営業損失） 16,656 (4,875) (1,711) 1,929 85 12,083 3,204 15,288

平成20年度第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）

 
日本

（百万円）

北米

（百万円）

欧州

（百万円）

アジア

（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）

売上高及び営業損益         

売上高         

(1)外部顧客に対する売上高 712,026 139,863 196,956 52,831 112,295 1,213,973 － 1,213,973

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高

256,969 11,573 27,742 124,521 164 420,972 (420,972) －

計 968,996 151,437 224,699 177,352 112,460 1,634,946 (420,972) 1,213,973

営業利益（又は営業損失） 25,582 (8,586) (3,708) 8,444 1,300 23,032 2,328 25,361

　（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度及び事業活動の相互関連性によっている。

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(１）北米………米国
(２）欧州………オランダ
(３）アジア……タイ、フィリピン
(４）その他……オーストラリア、ニュージーランド、Ｕ.Ａ.Ｅ.、プエルトリコ

国または地域の区分は、「地理的近接度及び事業活動の相互関連性」によっているが、社内管理との

整合性を図るため、前連結会計年度まで「北米」に含めていたプエルトリコを第１四半期連結会計期

間より「その他」に含めて表示している。

　この変更により従来と同一の方法に比べ、当第２四半期連結累計期間の売上高は「その他」で13,508

百万円増加し、「北米」で12,552百万円減少し、また「消去又は全社」で956百万円減少している。当第

２四半期連結累計期間の営業利益は「その他」で221百万円増加し、「北米」で194百万円減少し、また

「消去又は全社」で27百万円減少している。

３．会計処理の方法の変更 

（１）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

「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」２．（３）に記載のとおり、第

１四半期連結会計期間より「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」

（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用している。これにより、従来の方法によった場合と比

較して、「アジア」について、当第２四半期連結累計期間の営業利益が971百万円増加している。
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【海外売上高】

平成20年度第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）

 北米 欧州 アジア その他 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 69,877 216,701 53,520 158,293 498,393

Ⅱ　連結売上高（百万円）     603,875

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 11.6％ 35.9％ 8.8％ 26.2％ 82.5％

平成20年度第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）

 北米 欧州 アジア その他 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 152,386 439,681 120,632 301,256 1,013,955

Ⅱ　連結売上高（百万円）     1,213,973

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 12.6％ 36.2％ 9.9％ 24.8％ 83.5％

（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度及び事業活動の相互関連性によっている。

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(１）北米………米国
(２）欧州………オランダ、イタリア、ドイツ、ロシア、ウクライナ
(３）アジア……タイ、マレーシア、台湾
(４）その他……オーストラリア、ニュージーランド、プエルトリコ

国または地域の区分は、「地理的近接度及び事業活動の相互関連性」によっているが、社内管理との

整合性を図るため、前連結会計年度まで「北米」に含めていたプエルトリコを第１四半期連結会計期

間より「その他」に含めて表示している。

　この変更により従来と同一の方法に比べ、当第２四半期連結累計期間の海外売上高は「その他」で

13,508百万円増加し、「北米」で同額減少している。

３．海外売上高は、四半期連結財務諸表提出会社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であ

　る。
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（有価証券関係）

　平成20年度第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）

　その他有価証券で時価のあるものが、企業集団の事業運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年

度の末日に比べて著しい変動が認められる。

種類
取得原価
（百万円）

四半期連結貸借対照表計上額
（百万円）

差額
（百万円）

株式 10,784 12,534 1,749

合計 10,784 12,534 1,749

（注）時価が著しく下落し回復の見込みがないと判断されるものは減損処理を実施し、

　　　減損処理後の帳簿価額を取得原価として記載している。 

（デリバティブ取引関係）

　平成20年度第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）

　対象物の種類が通貨及び金利であるデリバティブ取引が、企業集団の事業の運営において重要なものとなってお

り、かつ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められる。

対象物
の種類 取引の種類 契約額等

（百万円）
時価

（百万円）
評価損益
（百万円）

通貨

為替予約取引 　 　 　

売建 123,609 126,551 △2,942

買建 290 297 6

通貨金利スワップ取引    

買建 49 0 0

金利
金利スワップ取引    

支払固定・受取変動 20,456 20 20

合計 － － △2,915

　（注）１．時価の計算は、取引先金融機関から提示された価格等に基づいている。

２．ヘッジ会計及び金利スワップ特例処理が適用されるものについては、記載対象から除いている。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

平成20年度第２四半期連結会計期間末
（平成20年９月30日）

平成19年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 △25.42円 １株当たり純資産額 △21.81円

２．１株当たり四半期純利益金額等

平成20年度第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）

平成20年度第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金額 2.31円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
1.40円

１株当たり四半期純利益金額 0.45円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
0.27円

　（注）　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

である。

　

平成20年度第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）

平成20年度第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金額   

四半期純利益（百万円） 12,772 2,474

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） 12,772 2,474

普通株式の期中平均株式数（千株） 5,537,817 5,537,817

　   

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（千株） 3,590,632 3,556,208

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めなかった潜在株式

で、前連結会計年度末から重要な変動があったもの

の概要

───── ───── 

（重要な後発事象）

平成20年度第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）

　該当事項はない。

２【その他】

　該当事項はない。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項なし。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年11月13日

三菱自動車工業株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 上田　雅之　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 武内　清信　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 坂本　邦夫　　印

　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」に掲げられている三菱自動車工業株式

会社の平成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、三菱自動車工業株式会社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

　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に記載されているとおり、会社は、第１四半期連結会

計期間より「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」を適用している。

　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

　（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、その原本は当社が別途保管している。

　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ない。
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