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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） 

 

(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2四半期 244,781 26.0 7,895 127.1 7,632 133.7 4,576 ―
24年3月期第2四半期 194,347 △31.2 3,476 △77.5 3,266 △78.5 404 △93.9

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 4,576百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 404百万円 （△93.9％）

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 29.81 ―
24年3月期第2四半期 2.59 ―

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

25年3月期第2四半期 253,622 156,671 61.8 1,020.55
24年3月期 250,256 152,785 61.1 995.24
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  156,671百万円 24年3月期  152,785百万円

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 ― 4.50 ― 4.50 9.00
25年3月期 ― 4.50
25年3月期（予想） ― 4.50 9.00

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 494,000 8.6 8,300 △27.0 7,600 △30.2 3,000 △53.1 19.54



(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  ：  有  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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 
本資料に掲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条件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、四半期決
算短信（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。  

※  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   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
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2Q 157,239,691 株 24年3月期 157,239,691 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 3,722,419 株 24年3月期 3,722,224 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 153,517,422 株 24年3月期2Q 156,337,714 株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要などにより緩やかな

回復基調にあるものの、欧州諸国の金融不安や円高の長期化など、先行き不透明な状況で推移いたしま

した。 

このような経済情勢の下、当社が日産自動車株式会社から受注しております自動車は、昨年度は、東

日本大震災の影響による生産台数の減少がありましたが、今年度は、今年２月に生産を終了した輸出向

け「ピックアップ」の減少があるものの、「クエスト」や「パトロール」などの輸出向け車種が増加し

ていることに加えて、エコカー補助金の復活により国内向けの「ＡＤバン」や「ＮＶ２００バネット」

が増加いたしました。さらには、６月に発表発売した「新型ＮＶ３５０キャラバン」の台数増加もあ

り、売上台数は前年同期と比べ18.6％増加の99,764台、売上高も26.0％増加の2,447億円となりまし

た。営業利益は売上高の増加などにより127.1％増加の78億円、経常利益も133.7％増加の76億円となり

ました。また、四半期純利益は、東日本大震災による災害損失の減少、受取保険金の計上などにより前

年同期と比べ41億円増加し、45億円となりました。 

  

(資産） 

 流動資産は、前連結会計年度末と比べ59億円増加の1,445億円となりました。これは主に、受取手形

及び売掛金が19億円、預け金が32億円増加したことによるものです。 

 固定資産は、前連結会計年度末と比べ26億円減少の1,090億円となりました。 

 この結果、総資産は前連結会計年度末と比べ33億円増加の2,536億円となりました。 

  

（負債） 

 流動負債は、前連結会計年度末と比べ32億円減少の813億円となりました。これは主に支払手形及び

買掛金が11億円、未払法人税等が3億円減少したことによるものです。 

 固定負債は、前連結会計年度末と比べ27億円増加の155億円となりました。これは主に、「その他」

に含まれているリース債務の増加27億円によるものです。 

 この結果、負債合計は前連結会計年度末と比べ5億円減少の969億円となりました。 

  

（純資産） 

 純資産合計は、前連結会計年度末と比べ38億円増加の1,566億円となりました。これは、四半期純利

益の計上による増加45億円及び剰余金の配当による減少6億円によるものです。 

  

通期の連結業績予想につきましては、今後、為替や各国の自動車市場の動向が不透明なこと等により

減産の可能性もあるため、平成24年5月11日の「平成２４年３月期決算短信」での業績予想を変更して

おりません。 

 なお、今後の動向により業績に影響を及ぼす場合には、開示基準に従って速やかに開示いたします。

  

  

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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該当事項はありません。 

  

税金費用の計算 

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する

税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計

算しております。 

  

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
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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 1,205 630

受取手形及び売掛金 66,715 68,635

仕掛品 6,632 7,219

原材料及び貯蔵品 2,191 2,140

預け金 55,715 58,930

その他 6,110 6,983

貸倒引当金 △10 －

流動資産合計 138,560 144,538

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 14,740 14,096

機械装置及び運搬具（純額） 29,457 30,216

工具、器具及び備品（純額） 32,386 35,834

土地 18,377 18,377

建設仮勘定 6,671 1,226

有形固定資産合計 101,633 99,750

無形固定資産 1,460 1,366

投資その他の資産 8,601 7,966

固定資産合計 111,696 109,083

資産合計 250,256 253,622
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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 58,163 57,001

未払法人税等 3,344 2,971

製品保証引当金 259 182

その他 22,888 21,235

流動負債合計 84,655 81,391

固定負債

製品保証引当金 333 237

退職給付引当金 6,421 6,425

その他 6,060 8,896

固定負債合計 12,815 15,559

負債合計 97,470 96,950

純資産の部

株主資本

資本金 7,904 7,904

資本剰余金 8,517 8,517

利益剰余金 138,958 142,844

自己株式 △2,594 △2,594

株主資本合計 152,785 156,671

純資産合計 152,785 156,671

負債純資産合計 250,256 253,622
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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 194,347 244,781

売上原価 187,878 233,388

売上総利益 6,469 11,393

販売費及び一般管理費 2,993 3,498

営業利益 3,476 7,895

営業外収益

受取利息 85 109

固定資産賃貸料 103 103

その他 101 38

営業外収益合計 291 251

営業外費用

支払利息 40 34

退職給付会計基準変更時差異の処理額 374 374

その他 86 104

営業外費用合計 501 513

経常利益 3,266 7,632

特別利益

固定資産売却益 1 1

受取保険金 － 589

特別利益合計 1 590

特別損失

固定資産除却損 12 40

減損損失 978 587

退職特別加算金 163 702

災害による損失 1,306 －

その他 13 －

特別損失合計 2,474 1,329

税金等調整前四半期純利益 792 6,893

法人税等 388 2,316

少数株主損益調整前四半期純利益 404 4,576

四半期純利益 404 4,576
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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 404 4,576

四半期包括利益 404 4,576

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 404 4,576

少数株主に係る四半期包括利益 － －

日産車体㈱（7222）平成25年3月期　第２四半期決算短信

-7-



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
（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)

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 792 6,893

減価償却費 12,322 12,766

減損損失 978 587

退職給付引当金の増減額（△は減少） △414 3

受取利息及び受取配当金 △87 △110

支払利息 40 34

固定資産売却損益（△は益） △0 △1

固定資産除却損 12 40

売上債権の増減額（△は増加） △11,851 △1,919

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,138 △535

仕入債務の増減額（△は減少） 9,425 △1,161

その他 △2,928 △1,324

小計 6,151 15,270

利息及び配当金の受取額 83 111

利息の支払額 △40 △34

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 1,479 △3,095

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,673 12,252

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出 △2,397 △2,875

固定資産の売却による収入 3 24

投資有価証券の売却による収入 － 110

貸付金の回収による収入 1 0

その他 32 6

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,360 △2,733

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △703 △690

自己株式の取得による支出 △0 △0

リース債務の返済による支出 △11,454 △6,187

財務活動によるキャッシュ・フロー △12,157 △6,878

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6,844 2,639

現金及び現金同等物の期首残高 54,906 56,920

現金及び現金同等物の四半期末残高 48,062 59,560
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

 
  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

連結製品別売上高

区分

前年同四半期
平成24年3月期
第２四半期

当四半期
平成25年3月期
第２四半期

増 減

台 数 金 額 台 数 金 額 台 数 金 額

台 百万円 台 百万円 台 百万円

乗用車 37,181 110,533 50,252 143,780 13,071 33,246

商用車 40,490 54,311 43,800 66,233 3,310 11,922

小型バス 6,426 12,364 5,712 11,007 △714 △1,357

部分売上・その他    － 17,139   － 23,761  － 6,622

合  計 84,097 194,347 99,764 244,781 15,667 50,434
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 2012年度 上期決算　参考資料
 2012年11月6日

日産車体株式会社

（単位：億円）

当上期実績 前上期実績

売　上　高 2,447.8 (26.0%) 1,943.4 (▲31.2%)

営 業 利 益 78.9 (127.1%) 34.7 (▲77.5%)

経 常 利 益 76.3 (133.7%) 32.6 (▲78.5%)

当期純利益 45.7 　（  -  ) 4.0 (▲93.9%)

増減要因 (増益要因) 億円

(営業利益) 台数･構成差 42 

合理化 35 

(減益要因)

新車費用増ほか ▲33 

計 44 

配当金（円／株） 中間 4.5円 中間 4.5円

設備投資 113 23 

減価償却費 127 123 

ﾈｯﾄ有利子負債残高 △595 △480 

売上台数 千台 千台

乗用車 50 (35.2%) 37 (▲54.9%)

商用車 44 (8.2%) 41 (▲19.7%)

小型ﾊﾞｽ 6 (▲11.1%) 6 (▲18.2%)

計 100 (18.6%) 84 (▲40.3%)

＊(　)内は対前年同期増減率

13年3月期 12年3月期

連結


