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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

23年3月期第2四半期 605,701 54.3 16,417 ― 13,488 ― 5,844 ―

22年3月期第2四半期 392,479 △39.2 △22,009 ― △25,742 ― △29,004 ―

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

23年3月期第2四半期 10.24 10.24
22年3月期第2四半期 △50.71 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年3月期第2四半期 737,427 227,107 28.1 363.20
22年3月期 777,809 227,717 26.8 364.88

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  206,986百万円 22年3月期  208,418百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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

22年3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00

23年3月期 ― 2.00

23年3月期 
（予想）

― 3.00 5.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有  
 

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 1,200,000 17.2 25,000 ― 20,000 ― 8,000 ― 14.03



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法 
 に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・平成22年７月28日に公表いたしました通期の業績予想を本資料において修正しております。 
・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお 
 り、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等 
 については、【添付資料】 ２ページ「１．当四半期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」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】 ３ページ「２．その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 574,580,850株 22年3月期  574,580,850株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  4,680,545株 22年3月期  3,384,307株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 570,769,626株 22年3月期2Q 572,019,294株
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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 

 当第２四半期（６か月）における国内普通トラック（大型・中型トラック）市場につきましては、企業

収益の改善等により総需要は 26 千台と前年同四半期に比べ 8 千台(46.4％)増加いたしました。また、小

型トラック市場におきましても、総需要は 26 千台と前年同四半期に比べ 4 千台(19.6％)増加いたしまし

た。 

国内売上台数につきましては、前述の需要増加に伴いトラック・バス総合計で 13 千台と前年同四半期

に比べ 2千台(18.7％)増加いたしました。 

 海外市場につきましては、世界経済の回復を背景に、トラック・バスの売上台数は 38 千台と前年同四

半期に比べ 14 千台(58.4％)増加いたしました。 

 以上により、日野ブランド事業のトラック・バスの総売上台数は 51 千台となり、前年同四半期に比べ

16 千台(45.9％)増加いたしました。 

 トヨタ自動車株式会社からの受託生産車につきましては、アジア・中東・オセアニア向けを中心とした

「ランドクルーザープラド」の生産が増加した結果、総生産台数は 81 千台と前年同四半期に比べ 42 千台

(2.1 倍)増加いたしました。 

 以上により、売上高は 605,701 百万円と前年同四半期に比べ 213,221 百万円(54.3％)の増収となりまし

た。また、損益面におきましては、売上高が増加したことにより営業利益は 16,417 百万円、経常利益は

13,488 百万円、四半期純利益は 5,844 百万円となり、いずれも前年同四半期に比べ増益となり、赤字か

ら黒字に転換することができました。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期末の総資産は、前年度末に比べ 40,382 百万円減少し、737,427 百万円となりました。こ

れは、国内トラック・バスの売上台数が前年度末に比べ少ないため売掛債権が 14,672 百万円減少したこ

と及び有形固定資産が 14,828 百万円減少したこと、また株価下落を主要因とし投資有価証券が 5,215 百

万円減少したことによります。 

 負債につきましては、前年度末に比べ 39,772 百万円減少し、510,319 百万円となりました。これは、

生産台数が前年度末に比べ少ないため買掛債務が 6,446 百万円減少したこと及び有利子負債が 33,100 百

万円減少したことによります。 

 純資産につきましては、前年度末に比べ 609 百万円減少し、227,107 百万円となりました。これは、四

半期純利益 5,844 百万円を計上したものの、株価下落により投資有価証券の評価差額金が 2,869 百万円減

少したこと及び為替換算調整勘定が 2,802 百万円減少したことによります。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

トヨタ自動車株式会社からの受託生産車ならびに当社製品のトラック・バスの海外市場での販売動向

などの経営環境の変化を踏まえ、通期の業績予想を次のとおり修正しております。 

 

        売上高･･･････････････････････････････1 兆 2,000 億円 

        営業利益･･･････････････････････････････････250 億円 

国内トラック・バス売上台数････････････････28.0 千台 

        海外トラック・バス売上台数････････････････78.0 千台 

        トヨタ受託車生産台数･････････････････････162.0 千台 
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２．その他の情報 

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

１．簡便な会計処理 

・法人税等並びに繰延税金資産及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に関しては、前連結会計年度末の検討において使用した将来の業績予測や

タックス・プランニングに、前連結会計年度末からの重要な一時差異の変動を加味したものを使用する

方法によっております。 

 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

１．会計処理基準に関する事項の変更 

①資産除去債務に関する会計基準の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第 18 号 平成 20

年３月 31 日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 21 号 平

成 20 年３月 31 日）を適用しております。 

 これにより、税金等調整前四半期純利益は 1,099 百万円減少しております。なお、営業利益及び経常

利益に与える影響は軽微であります。 

 

②「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取り扱い」の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第 16 号 平成 20 年３月

10 日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取り扱い」（実務対応報告第 24 号

平成 20 年３月 10 日）を適用しております。 

 なお、これによる損益に与える影響はありません。 
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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）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 21,176 30,659

受取手形及び売掛金 188,171 202,844

商品及び製品 53,423 50,131

仕掛品 21,811 18,571

原材料及び貯蔵品 25,848 23,758

その他 31,094 33,197

貸倒引当金 △3,093 △3,224

流動資産合計 338,431 355,937

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 91,659 94,823

機械装置及び運搬具（純額） 85,393 90,771

土地 90,373 90,473

その他（純額） 34,702 40,890

有形固定資産合計 302,129 316,958

無形固定資産 19,629 21,839

投資その他の資産   

投資有価証券 63,905 69,121

その他 18,704 19,454

貸倒引当金 △5,373 △5,501

投資その他の資産合計 77,236 83,074

固定資産合計 398,995 421,872

資産合計 737,427 777,809

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 171,059 177,505

短期借入金 78,302 105,598

コマーシャル・ペーパー － 5,000

1年内返済予定の長期借入金 42,727 6,679

未払法人税等 4,436 3,128

製品保証引当金 10,220 8,110

その他の引当金 3,516 3,577

その他 40,222 42,030

流動負債合計 350,483 351,629

固定負債   

長期借入金 80,294 117,146

退職給付引当金 41,931 41,331

その他の引当金 1,709 2,034

その他 35,900 37,950

固定負債合計 159,835 198,463

負債合計 510,319 550,092
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 72,717 72,717

資本剰余金 64,327 64,327

利益剰余金 70,615 65,983

自己株式 △1,654 △1,149

株主資本合計 206,006 201,879

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11,357 14,227

繰延ヘッジ損益 △35 △149

土地再評価差額金 1,561 1,561

為替換算調整勘定 △11,902 △9,100

評価・換算差額等合計 980 6,539

新株予約権 215 154

少数株主持分 19,904 19,144

純資産合計 227,107 227,717

負債純資産合計 737,427 777,809
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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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

売上高 392,479 605,701

売上原価 353,654 521,932

売上総利益 38,825 83,769

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 16,771 15,822

賞与引当金繰入額 1,820 1,821

退職給付引当金繰入額 1,277 1,499

その他 40,964 48,209

販売費及び一般管理費合計 60,834 67,351

営業利益又は営業損失（△） △22,009 16,417

営業外収益   

受取利息 626 685

受取配当金 534 764

為替差益 555 －

持分法による投資利益 － 233

雑収入 1,037 866

営業外収益合計 2,754 2,550

営業外費用   

支払利息 2,172 1,928

為替差損 － 2,852

持分法による投資損失 3,419 －

雑支出 895 698

営業外費用合計 6,487 5,480

経常利益又は経常損失（△） △25,742 13,488

特別利益   

固定資産売却益 122 35

貸倒引当金戻入額 － 120

その他 110 518

特別利益合計 233 674

特別損失   

固定資産除売却損 955 316

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,090

その他 334 246

特別損失合計 1,290 1,654

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△26,799 12,507

法人税、住民税及び事業税 1,290 4,703

法人税等調整額 161 △232

法人税等合計 1,452 4,470

少数株主損益調整前四半期純利益 － 8,037

少数株主利益 753 2,192

四半期純利益又は四半期純損失（△） △29,004 5,844
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（３）継続企業の前提に関する注記 
該当事項はありません。 

 
（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
 

４．補足情報 

（１）生産実績 

前第２四半期 

連結累計期間 

当第２四半期 

連結累計期間 

（自  平成21年４月 １日 （自  平成22年４月 １日 
区  分 

至  平成21年９月30日） 至  平成22年９月30日）

対前年同四半期比 

ト ラ ッ ク ・ バ ス 31,409台 55,184台 23,775台 

受 託 車 両 38,308台 80,585台 42,277台 

 

（２）売上実績 

前第２四半期 

連結累計期間 

当第２四半期 

連結累計期間 

（自  平成21年４月 １日 （自  平成22年４月 １日 

至  平成21年９月30日） 至  平成22年９月30日）

対前年同四半期比 

台数 金額 台数 金額 台数 金額 

区  分 

台 百万円 台 百万円 台 百万円

国 内 10,927 83,306 12,970 104,733 2,043 21,426
 

海 外 23,845 87,241 37,762 142,875 13,917 55,634

 海 外 生 産 用 部 品 － 406 － 815 － 408

ト ラ ッ ク ・ バ ス  計 34,772 170,954 50,732 248,423 15,960 77,469

 車 両 38,308 65,837 80,585 178,639 42,277 112,802

 海外生産用部品ほか － 2,638 － 1,394 － △1,244

受 託 車 計 38,308 68,476 80,585 180,033 42,277 111,557

 国 内 － 22,194 － 23,373 － 1,179

 海 外 － 10,192 － 12,953 － 2,760

補 給 部 品 計 － 32,387 － 36,327 － 3,940

 国 内 － 54,443 － 67,066 － 12,622

 海 外 － 19,958 － 13,813 － △6,144

 ト ヨ タ － 46,259 － 60,036 － 13,776

そ の 他 計 － 120,662 － 140,917 － 20,255

総 売 上 高 － 392,479 － 605,701 － 213,221

（注）百万円未満は切り捨てて表示しております。 
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2010年10月28日
日野自動車株式会社

総合企画部広報渉外室

前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間 前　期 当　期

実　績 実　績 実　績 予　想

('09/4～9) ('10/4～9) ('09/4～'10/3) ('10/4～'11/3)
対前年
実績

対前年
実績

対前年
実績

対前年
実績

(千台) (千台) (千台) (千台)

販売台数 39.2 △30.1% 52.0 32.5% 87.3 △10.6% 108.0 23.8%

国 内 10.6 △45.0% 13.6 28.1% 25.9 △25.6% 28.0 8.1%

海 外 28.6 △22.4% 38.4 34.2% 61.4 △2.3% 80.0 30.4%

売上台数 (千台) (千台) (千台) (千台)

国 内 10.9 △44.9% 13.0 18.7% 27.0 △22.3% 28.0 3.8%

海 外 23.8 △35.1% 37.8 58.4% 56.5 △11.4% 78.0 38.1%

受 託 車 38.3 △55.1% 80.6 2.1倍 125.1 4.0% 162.0 29.5%

(億円) (億円) (億円) (億円)

売上高 3,925 △39.2% 6,057 54.3% 10,235 △4.3% 12,000 17.2%

国 内 1,600 △36.3% 1,952 22.0% 3,812 △15.8% 3,880 1.8%

海 外 1,178 △31.3% 1,704 44.7% 2,591 △9.1% 3,390 30.8%

ト ヨ タ 1,147 △48.5% 2,401 2.1倍 3,832 15.5% 4,730 23.4%

(億円) (億円) (億円) (億円)

営業利益 △220 - 164 - 11 - 250 22.1倍

(利益率) (△5.6%) (2.7%) (0.1%) (2.1%)

(億円) (億円) (億円) (億円)

経常利益 △257 - 135 - △19 - 200 -

(利益率) (△6.6%) (2.2%) (△0.2%) (1.7%)

(億円) (億円) (億円) (億円)

当期純利益 △290 - 58 - △30 - 80 -

(利益率) (△7.4%) (1.0%) (△0.3%) (0.7%)

(億円) (億円) (億円) (億円)

増減要因 《増益要因》 《増益要因》 《増益要因》 《増益要因》

(営業利益ベース) 価格改善 137 販売面の影響 335 販売改善 231 販売面の影響 320 
原価改善 68 環境面の変化 25 原価改善 199 原価改善 190 
固定費削減 136 原価改善 88 固定費削減 190 
《減益要因》 《減益要因》 《減益要因》 《減益要因》

売上(台数)の影響 553 原価変動他 64 売上(台数)の影響 345 環境面の変化 140 
環境面の変化 91 環境面の変化 70 原価変動他 131 

計 △303 計 384 計 205 計 239 

業績評価 減収・減益 増収・増益 減収・増益 増収・増益

(億円) (億円) (億円) (億円)

設備投資

日野自動車

仕 入 先

海 外

販 売 会 社

(億円) (億円) (億円) (億円)

減価償却費

日野自動車

仕 入 先

海 外

販 売 会 社

(億円) (億円) (億円) (億円)

研究開発費

為替レート 96円/US$ 89円/US$ 93円/US$

（注）△は、損失または減少を示す。
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85円/US$
(下期 80円/US$)
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