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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年12月31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 ％

26年3月期第3四半期 1,252,182 13.4 91,043 108.0 87,657 96.0 59,330 97.8
25年3月期第3四半期 1,103,872 24.4 43,773 116.8 44,734 159.2 29,992 520.9

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 77,245百万円 （117.9％） 25年3月期第3四半期 35,456百万円 （―％）

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

26年3月期第3四半期 103.73 103.48
25年3月期第3四半期 52.56 52.51

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 967,506 353,841 32.7
25年3月期 903,427 298,932 29.3
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 315,967百万円 25年3月期 264,746百万円

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

25年3月期 ― 8.00 ― 15.00 23.00
26年3月期 ― 18.00 ―
26年3月期（予想） 18.00 36.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 ： 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 1,680,000 9.0 110,000 68.9 105,000 56.9 77,500 62.5 135.47



(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 

(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 
・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 ： 無
②①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） 26年3月期3Q 574,580,850 株 25年3月期 574,580,850 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 2,353,188 株 25年3月期 3,134,717 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 571,964,682 株 25年3月期3Q 570,583,513 株



（参考）個別業績予想

平成26年３月期の個別業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

（％表示は、対前期増減率）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 1,180,000 5.3 68,000 119.9 76,500 89.9 65,500 63.1 114.47

（注）直近に公表されている個別業績予想からの修正の有無　： 有

売上高 当期純利益
１株当たり当期

純利益
経常利益営業利益
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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３四半期（９ヶ月）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、総需

要は 53.2 千台と前年同四半期に比べ 4.4 千台(9.0％)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 63.4 千台と前年同四半期に比べ 8.6 千台(15.7％)増加いたしました。 

国内売上台数につきましては、積極的な販売活動に取り組んだ結果、国内トラック・バス総合計で

36.2 千台と前年同四半期に比べ 5.3 千台(17.3％)増加いたしました。 

 海外売上台数につきましては、新興国での販売が好調であったため、海外売上台数は 84.8 千台と前年

同四半期に比べ 2.3 千台(2.7%)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・バスの全世界総売上台数は 121.0 千台となり、前年同四半

期に比べ 7.6 千台(6.7％)増加いたしました。これにより、同売上台数は第３四半期（９ヶ月）として過

去 高となりました。 

 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」の売上台数が増加した結

果、総売上台数は 139.7 千台と前年同四半期に比べ 6.8 千台(5.1％)増加いたしました。 

 以上により、売上高は 1 兆 2,521 億 82 百万円と前年同四半期に比べ 1,483 億 10 百万円(13.4％)の増収

となりました。損益面におきましては、売上台数が増加したこと、採算改善・原価低減活動の効果および

為替円安などの影響により営業利益は 910 億 43 百万円(前年同四半期に比べ 472 億 69 百万円の増益)、経

常利益は 876 億 57 百万円(同 429 億 22 百万円の増益)となり、四半期純利益は 593 億 30 百万円（同 293

億 38 百万円の増益）となりました。 

 なお、売上高およびすべての利益段階で、第３四半期（９ヶ月）として過去 高となりました。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期末の総資産は、前年度末に比べ 640 億 79 百万円増加し、9,675 億 6 百万円となりまし

た。これは、たな卸資産が 294 億 52 百万円増加したことおよび株価の上昇により投資有価証券が 188 億

64 百万円増加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 91 億 69 百万円増加し、6,136 億 65 百万円となりました。これ

は、有利子負債が 86 億 61 百万円減少したものの、未払法人税等が 146 億 37 百万増加したこと等により

ます。 

 純資産につきましては、前年度末に比べ 549 億 9 百万円増加し、3,538 億 41 百万円となりました。こ

れは、四半期純利益を 593 億 30 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 

 海外の市場につきましては、アジアをはじめとする新興国は中期的には底堅い需要が見込まれるもの

の、足元では一時的な踊り場を迎えております。タイの政情混乱、欧州経済の低迷や中国の景気減速に

よる影響は引き続き注視していく必要があります。国内の市場につきましては、復興需要や景気回復に

よる荷動きの改善により、堅調に推移すると予想されます。収益面におきましては、販売台数の更なる

拡大を目指すとともに、採算改善・原価低減活動を推進することで増益を達成するべく努めてまいりま

す。 

 なお、当期の業績予想につきましては、平成 25 年 10 月 29 日に公表した予想を、以下のとおり修正し

ております。 

 

      （通期の連結業績予想） 

         売上高･･･････････････････････････････1 兆 6,800 億円 

         営業利益･････････････････････････････････1,100 億円 

国内トラック・バス販売台数････････････････49.8 千台 

         海外トラック・バス販売台数･･･････････････116.0 千台 

         トヨタ向け車両台数･･･････････････････････187.5 千台 

 

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

  該当事項はありません。 
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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)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 27,143 38,960

受取手形及び売掛金 274,680 263,802

商品及び製品 85,627 116,455

仕掛品 23,897 26,278

原材料及び貯蔵品 38,011 34,255

その他 46,324 56,518

貸倒引当金 △3,503 △5,243

流動資産合計 492,180 531,026

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 90,323 88,456

機械装置及び運搬具（純額） 78,342 76,988

土地 96,540 98,699

その他（純額） 35,645 42,390

有形固定資産合計 300,852 306,535

無形固定資産 16,488 16,781

投資その他の資産   

投資有価証券 86,489 105,354

その他 11,600 11,570

貸倒引当金 △4,184 △3,761

投資その他の資産合計 93,906 113,163

固定資産合計 411,246 436,480

資産合計 903,427 967,506

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 229,887 228,672

短期借入金 121,772 127,444

1年内返済予定の長期借入金 21,254 9,589

未払法人税等 7,473 22,110

製品保証引当金 25,161 29,306

その他の引当金 5,145 2,239

その他 70,828 65,824

流動負債合計 481,523 485,187

固定負債   

長期借入金 24,354 21,686

退職給付引当金 53,060 53,468

その他の引当金 1,689 1,607

その他 43,867 51,714

固定負債合計 122,972 128,477

負債合計 604,495 613,665
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 72,717 72,717

資本剰余金 64,557 64,757

利益剰余金 106,786 147,244

自己株式 △1,118 △874

株主資本合計 242,943 283,844

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 25,755 36,516

繰延ヘッジ損益 △158 △76

土地再評価差額金 1,927 1,927

為替換算調整勘定 △5,721 △6,244

その他の包括利益累計額合計 21,802 32,123

新株予約権 342 258

少数株主持分 33,843 37,615

純資産合計 298,932 353,841

負債純資産合計 903,427 967,506
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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３四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 1,103,872 1,252,182

売上原価 944,837 1,031,398

売上総利益 159,035 220,784

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 28,657 30,703

賞与引当金繰入額 1,013 1,087

退職給付引当金繰入額 2,192 2,147

その他 83,397 95,801

販売費及び一般管理費合計 115,261 129,740

営業利益 43,773 91,043

営業外収益   

受取利息 659 842

受取配当金 1,654 2,074

持分法による投資利益 － 31

雑収入 2,983 1,771

営業外収益合計 5,297 4,718

営業外費用   

支払利息 2,490 3,692

為替差損 448 3,401

持分法による投資損失 493 －

雑支出 903 1,011

営業外費用合計 4,336 8,105

経常利益 44,734 87,657

特別利益   

固定資産売却益 43 2,403

投資有価証券売却益 771 48

負ののれん発生益 20 1,223

その他 46 511

特別利益合計 881 4,186

特別損失   

固定資産除売却損 363 635

減損損失 634 21

その他 487 72

特別損失合計 1,484 729

税金等調整前四半期純利益 44,130 91,114

法人税、住民税及び事業税 9,668 27,192

法人税等調整額 561 △2,536

法人税等合計 10,229 24,655

少数株主損益調整前四半期純利益 33,901 66,459

少数株主利益 3,908 7,128

四半期純利益 29,992 59,330
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   【四半期連結包括利益計算書】 
    【第３四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 33,901 66,459

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △268 9,794

繰延ヘッジ損益 △413 81

為替換算調整勘定 2,088 △718

持分法適用会社に対する持分相当額 149 1,628

その他の包括利益合計 1,555 10,786

四半期包括利益 35,456 77,245

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 31,086 69,651

少数株主に係る四半期包括利益 4,370 7,594

日野自動車㈱（7205）　平成26年３月期　第３四半期決算短信

-6-



（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

（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 30,914 216,961 36,248 251,031 5,334 34,070

海 外 82,535 295,237 84,789 354,353 2,254 59,115

海 外 生 産 用 部 品 － 3,553 － 1,606 － △ 1,946

113,449 515,752 121,037 606,991 7,588 91,239

132,819 280,451 139,659 300,843 6,840 20,392

国 内 － 38,047 － 40,467 － 2,420

海 外 － 22,957 － 30,987 － 8,030

－ 61,005 － 71,455 － 10,450

国 内 － 105,710 － 112,135 － 6,425

海 外 － 20,885 － 22,104 － 1,219

ト ヨ タ － 120,067 － 138,651 － 18,583

－ 246,663 － 272,892 － 26,228

－ 1,103,872 － 1,252,182 － 148,310

（注）百万円未満は切り捨てて表示しております。

139,919台 7,022台

対前年同四半期比

8,324台

当第３四半期
連結累計期間

(自　平成25年４月１日
至　平成25年12月31日)

126,014台

区　分

前第３四半期
連結累計期間

(自　平成24年４月１日
　至　平成24年12月31日)

117,690台

ト ラ ッ ク ・ バ ス 計

ト ヨ タ 向 け 車 両

補 給 部 品 計

前第３四半期

ト ラ ッ ク ・ バ ス

連結累計期間
(自　平成24年４月１日

　至　平成24年12月31日)

132,897台ト ヨ タ 向 け 車 両

総 売 上 高

区　分

そ の 他 計

当第３四半期

対前年同四半期比連結累計期間
(自　平成25年４月１日
至　平成25年12月31日)
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