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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6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 ％

25年3月期第1四半期 372,076 60.0 15,229 231.7 13,535 258.8 9,996 ―

24年3月期第1四半期 232,597 △21.0 4,591 △47.1 3,772 △47.0 △4,885 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 5,198百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △5,011百万円 （―％）

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1四半期 17.53 17.51
24年3月期第1四半期 △8.57 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 794,597 236,127 26.6
24年3月期 845,008 234,931 24.7

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  211,151百万円 24年3月期  209,072百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

24年3月期 ― 3.00 ― 5.00 8.00
25年3月期 ―

25年3月期（予想） 5.00 ― 5.00 10.00

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） 
 

（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
 

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 1,480,000 12.6 47,000 25.2 45,000 30.1 28,000 71.7 49.09



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(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 

（注）詳細は、【添付資料】２ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項【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。 

(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、四半期連結財務諸表に対する
四半期レビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・平成25年３月期の通期連結業績予想について、前回公表時（平成24年４月26日）から変更しておりません。 
・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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 574,580,850 株 24年3月期 574,580,850 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 4,105,501 株 24年3月期 4,292,804 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 570,409,739 株 24年3月期1Q 569,896,306 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１四半期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、復興需要やエコ

カー減税・補助金政策等により、総需要は 15.3 千台と前年同四半期に比べ 8.6 千台(2.3 倍)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 16.1 千台と前年同四半期に比べ 7.5 千台

(86.6%)増加いたしました。 

国内売上につきましては、昨年発売した新型デュトロ（小型トラック）を中心に積極的な販売活動を

行った結果、国内トラック・バス総合計で 9.3 千台と前年同四半期に比べ 4.5 千台(91.5％)増加いたしま

した。 

 海外売上につきましては、インドネシアやタイなどのアジアでの売上が好調だったため、海外売上台数

は 28.4 千台と前年同四半期に比べ 11.5 千台(68.2%)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 37.7 千台となり、前年同四半期に比

べ 16.0 千台(73.4％)増加いたしました。 

 また、トヨタ向け車両台数につきましては、主に「ランドクルーザープラド」の売上が増加した結果、

総売上台数は 44.3 千台と前年同四半期に比べ 21.8 千台(97.2％)増加いたしました。 

 以上により、売上高は 3,720 億 76 百万円と前年同四半期に比べ 1,394 億 78 百万円(60.0％)の増収とな

りました。損益面におきましては、生産・販売台数増加に伴う諸経費の増加や為替円高などの影響を受け

たものの、売上高が増加したことにより営業利益は 152 億 29 百万円(前年同四半期に比べ 106 億 37 百万

円の増益)、経常利益は 135 億 35 百万円(同 97 億 63 百万円の増益)となり、四半期純利益は 99 億 96 百万

円と黒字転換（前年同四半期は 48 億 85 百万円の赤字）いたしました。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期末の総資産は、前年度末に比べ 504 億 10 百万円減少し、7,945 億 97 百万円となりまし

た。これは、売上台数が前年度末に比べ少ないため売掛債権が 322 億 66 百万円減少したこと等によりま

す。 

 負債につきましては、前年度末に比べ 516 億 6 百万円減少し、5,584 億 70 百万円となりました。これ

は、有利子負債が 245 億 73 百万円減少したことおよび生産台数が前年度末に比べ少ないため買掛債務が

211 億 9 百万円減少したこと等によります。 

 純資産につきましては、前年度末に比べ 11 億 95 百万円増加し、2,361 億 27 百万円となりました。こ

れは、その他有価証券評価差額金が 33億 31 百万円減少し、また、剰余金の配当 28 億 52 百万円を行った

一方で、四半期純利益を 99 億 96 百万円計上したこと等によります。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 前回公表時（平成 24 年４月 26 日）から変更しておりません。 

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

【会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示】 

 （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） 

  当社及び一部の国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更してお

ります。 

  これにより、従来の方法に比べて、当第１四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

四半期純利益はそれぞれ 53 百万円増加しております。 

 

【追加情報】 

 （連結納税制度の適用） 

  当社及び一部の国内連結子会社は、当第１四半期連結会計期間より、連結納税制度を適用しております。 
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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)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 25,850 22,304

受取手形及び売掛金 268,511 236,244

商品及び製品 66,059 70,867

仕掛品 27,196 25,033

原材料及び貯蔵品 28,929 27,302

その他 41,361 38,603

貸倒引当金 △3,236 △2,962

流動資産合計 454,672 417,393

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 86,207 87,949

機械装置及び運搬具（純額） 74,137 73,563

土地 92,317 92,684

その他（純額） 35,159 30,865

有形固定資産合計 287,821 285,063

無形固定資産 17,019 15,991

投資その他の資産   

投資有価証券 72,706 66,816

その他 17,130 13,685

貸倒引当金 △4,341 △4,352

投資その他の資産合計 85,494 76,148

固定資産合計 390,336 377,203

資産合計 845,008 794,597

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 237,347 216,237

短期借入金 76,580 71,512

コマーシャル・ペーパー 33,000 40,000

1年内返済予定の長期借入金 42,611 16,455

未払法人税等 4,459 3,215

製品保証引当金 14,110 16,170

その他の引当金 4,570 6,185

その他 64,912 61,804

流動負債合計 477,592 431,580

固定負債   

長期借入金 39,063 38,715

退職給付引当金 52,724 52,709

その他の引当金 1,786 1,352

その他 38,908 34,112

固定負債合計 132,483 126,890

負債合計 610,076 558,470
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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１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 72,717 72,717

資本剰余金 64,361 64,377

利益剰余金 66,472 73,617

自己株式 △1,520 △1,453

株主資本合計 202,031 209,258

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 18,508 15,177

繰延ヘッジ損益 △191 28

土地再評価差額金 1,973 1,973

為替換算調整勘定 △13,248 △15,285

その他の包括利益累計額合計 7,041 1,893

新株予約権 373 402

少数株主持分 25,485 24,573

純資産合計 234,931 236,127

負債純資産合計 845,008 794,597
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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１四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 232,597 372,076

売上原価 197,226 320,288

売上総利益 35,370 51,787

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 8,559 8,735

賞与引当金繰入額 944 1,035

退職給付引当金繰入額 736 726

その他 20,538 26,061

販売費及び一般管理費合計 30,778 36,558

営業利益 4,591 15,229

営業外収益   

受取利息 291 210

受取配当金 559 567

雑収入 770 610

営業外収益合計 1,621 1,387

営業外費用   

支払利息 854 761

為替差損 621 1,965

持分法による投資損失 671 21

雑支出 293 333

営業外費用合計 2,441 3,081

経常利益 3,772 13,535

特別利益   

固定資産売却益 47 15

投資有価証券売却益 － 742

その他 12 3

特別利益合計 60 761

特別損失   

固定資産除売却損 117 63

災害による損失 6,100 －

その他 68 46

特別損失合計 6,286 109

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（△）

△2,454 14,186

法人税、住民税及び事業税 2,315 3,153

法人税等調整額 △631 △253

法人税等合計 1,684 2,899

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△4,138 11,287

少数株主利益 747 1,290

四半期純利益又は四半期純損失（△） △4,885 9,996
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   【四半期連結包括利益計算書】 
    【第１四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△4,138 11,287

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 208 △3,368

繰延ヘッジ損益 35 219

為替換算調整勘定 △1,266 △3,253

持分法適用会社に対する持分相当額 148 313

その他の包括利益合計 △873 △6,088

四半期包括利益 △5,011 5,198

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △5,433 4,848

少数株主に係る四半期包括利益 421 350
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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）連結生産実績

Ｏ Ｅ Ｍ 車 両

受 託 車 両

計

（２）連結売上実績

台数 金額 台数 金額 台数 金額

台 百万円 台 百万円 台 百万円

国 内 4,875 35,142 9,337 69,393 4,462 34,250

海 外 16,862 65,503 28,356 103,594 11,494 38,090

海 外 生 産 用 部 品 － 750 － 1,351 － 600

21,737 101,396 37,693 174,338 15,956 72,941

22,466 48,910 44,294 95,365 21,828 46,455

国 内 － 11,166 － 12,238 － 1,072

海 外 － 7,457 － 8,050 － 592

－ 18,624 － 20,289 － 1,664

国 内 － 33,496 － 35,568 － 2,072

海 外 － 7,835 － 6,482 － △ 1,352

ト ヨ タ － 22,335 － 40,032 － 17,697

－ 63,666 － 82,082 － 18,416

－ 232,597 － 372,076 － 139,478

（注）百万円未満は切り捨てて表示しております。

総 売 上 高

区　分

24,441台

1台

ト ラ ッ ク ・ バ ス 計

ト ヨ タ 向 け 車 両

補 給 部 品 計

そ の 他 計

前第１四半期

ト ラ ッ ク ・ バ ス

当第１四半期

対前年同四半期比連結累計期間 連結累計期間
(自　平成23年４月１日 (自 平成24年４月１日

  至　平成23年６月30日) 至 平成24年６月30日)

22,466台

区　分

前第１四半期
連結累計期間

(自　平成23年４月１日
  至　平成23年６月30日)

対前年同四半期比

14,271台

3,144台

当第１四半期
連結累計期間

(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

38,712台

3,145台

44,318台 21,852台

ト
ヨ
タ
向
け

車
両

22,465台 41,173台 18,708台
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