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1. 平成28年3月期第3四半期の連結業績（平成27年4月1日～平成27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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

28年3月期第3四半期 1,306,092 7.1 81,320 1.1 78,676 △4.8 55,853 5.0
27年3月期第3四半期 1,219,495 △2.6 80,404 △11.7 82,615 △5.8 53,204 △10.3

（注）包括利益 28年3月期第3四半期 51,549百万円 （△34.4％） 27年3月期第3四半期 78,529百万円 （1.7％）

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

28年3月期第3四半期 97.44 97.34
27年3月期第3四半期 92.89 92.75

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

28年3月期第3四半期 1,115,130 492,228 40.0
27年3月期 1,124,196 465,370 37.3
（参考）自己資本 28年3月期第3四半期 446,009百万円 27年3月期 418,782百万円

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

27年3月期 ― 18.00 ― 22.00 40.00
28年3月期 ― 20.00 ―
28年3月期（予想） 20.00 40.00

3. 平成28年 3月期の連結業績予想（平成27年 4月 1日～平成28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
親会社株主に帰属する

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 1,740,000 3.2 110,000 4.2 109,000 4.2 74,000 △0.7 129.10



(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

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） 28年3月期3Q 574,580,850 株 27年3月期 574,580,850 株
② 期末自己株式数 28年3月期3Q 1,362,960 株 27年3月期 1,400,435 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年3月期3Q 573,214,395 株 27年3月期3Q 572,748,929 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３四半期連結累計期間の国内のトラック市場につきましては、景気回復により、引き続き底堅く推

移しました。その結果、普通トラック（大型・中型トラック）の総需要は 63.1 千台と前年同期に比べ

1.7 千台(2.7％)の増加、小型トラックの総需要は 70.9 千台と前年同期に比べ 2.5 千台(3.7％)の増加と

なりました。 

国内売上台数につきましては、グループ一丸となった販売活動の結果、普通トラック、小型トラック、

バス総合計で 44.4 千台と前年同期に比べ 2.8 千台(6.8％)増加いたしました。 

 海外市場につきましては、インドネシアで市場の低迷が続きましたが、北米や中南米等で販売を伸ば

し、海外トラック・バスの売上台数は 81.7 千台と前年同期に比べ 2.1 千台(2.6％)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 126.1 千台と前年同期に比べ 4.9 千台

(4.0％)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、主に積載系車両の台数が減少した結果、総売上台数は

119.3 千台と前年同期に比べ 7.0 千台(△5.5％)減少いたしました。 

 

 以上により、当第３四半期連結累計期間の売上高は 1 兆 3,060 億 92 百万円と前年同期に比べ 865 億 96

百万円(7.1％)の増収となりました。損益面では、国内外での売上台数が増加したこと及び前年同期に比

べ為替が円安に推移したこと等により営業利益は 813 億 20 百万円と前年同期に比べ 9 億 16 百万円

(1.1％)の増益、経常利益は 786 億 76 百万円と前年同期に比べ 39 億 39 百万円(△4.8％)の減益、親会社

株主に帰属する四半期純利益は 558 億 53 百万円と前年同期に比べ 26 億 48 百万円(5.0％)の増益となりま

した。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前年度末に比べ 90 億 66 百万円減少し、1 兆 1,151 億 30 百

万円となりました。これは、売掛債権が 132 億 75 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 359 億 25 百万円減少し、6,229 億 1 百万円となりました。これ

は、買掛債務が 227 億 98 百万円減少したこと及び未払法人税等が 93 億 61 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 268 億 58 百万円増加し、4,922 億 28 百万円となりました。こ

れは、剰余金の配当を 240 億 79 百万円行った一方で、親会社株主に帰属する四半期純利益を 558 億 53 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 

 国内のトラック・バス市場につきましては、引き続き底堅く推移するものと予想されます。一方、海

外のトラック・バス市場につきましては、中国経済の減速に伴う新興国市場の成長の鈍化や、資源安の

影響等をふまえ、今後の市場動向を注視していく必要があると考えております。 

 以上より、国内・海外市場での販売動向など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。 

 

      （通期の連結業績予想） 

         売上高･･･････････････････････････････1 兆 7,400 億円 

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

国内トラック・バス販売台数････････････････60.5 千台 

         海外トラック・バス販売台数･･･････････････108.0 千台 

         トヨタ向け車両台数･･･････････････････････159.0 千台 

 

※上記見通しは、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作成

しており、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。 
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２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

（追加情報） 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日）第39項に掲げられた定

め等を適用し、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を

行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第３四半期連結累計期間及び前連結会計年度に

ついては、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。 
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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27年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成27年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 36,104 38,529

受取手形及び売掛金 299,821 286,546

商品及び製品 131,051 130,602

仕掛品 33,584 35,870

原材料及び貯蔵品 35,877 40,539

その他 65,260 65,725

貸倒引当金 △3,620 △4,028

流動資産合計 598,079 593,786

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 102,185 105,346

機械装置及び運搬具（純額） 89,248 103,364

土地 100,460 106,266

その他（純額） 71,692 46,938

有形固定資産合計 363,586 361,917

無形固定資産 20,358 20,085

投資その他の資産

投資有価証券 126,186 124,679

その他 19,058 17,704

貸倒引当金 △3,072 △3,043

投資その他の資産合計 142,171 139,341

固定資産合計 526,117 521,344

資産合計 1,124,196 1,115,130

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 262,854 240,055

短期借入金 117,180 134,454

1年内返済予定の長期借入金 8,652 6,472

未払法人税等 13,007 3,646

製品保証引当金 32,196 31,134

その他の引当金 6,010 2,695

その他 94,243 81,010

流動負債合計 534,143 499,468

固定負債

長期借入金 20,296 26,220

退職給付に係る負債 58,594 52,818

その他の引当金 1,836 1,782

その他 43,955 42,611

固定負債合計 124,683 123,432

負債合計 658,826 622,901
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成27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 65,299 66,015

利益剰余金 228,955 260,729

自己株式 △517 △505

株主資本合計 366,454 398,956

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 51,049 49,670

繰延ヘッジ損益 △20 20

土地再評価差額金 2,187 2,187

為替換算調整勘定 2,364 △1,959

退職給付に係る調整累計額 △3,252 △2,865

その他の包括利益累計額合計 52,328 47,052

新株予約権 128 123

非支配株主持分 46,459 46,095

純資産合計 465,370 492,228

負債純資産合計 1,124,196 1,115,130
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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26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

売上高 1,219,495 1,306,092

売上原価 1,002,380 1,078,335

売上総利益 217,115 227,756

販売費及び一般管理費

給料及び手当 33,290 35,444

賞与引当金繰入額 1,183 1,333

退職給付費用 2,443 2,322

その他 99,793 107,335

販売費及び一般管理費合計 136,710 146,436

営業利益 80,404 81,320

営業外収益

受取利息 986 833

受取配当金 2,133 3,097

為替差益 2,358 -

持分法による投資利益 455 1,007

雑収入 2,398 1,796

営業外収益合計 8,331 6,735

営業外費用

支払利息 4,606 5,177

為替差損 - 3,102

雑支出 1,514 1,099

営業外費用合計 6,120 9,379

経常利益 82,615 78,676

特別利益

固定資産売却益 1,127 238

投資有価証券売却益 61 65

負ののれん発生益 - 383

段階取得に係る差益 - 581

その他 24 196

特別利益合計 1,212 1,467

特別損失

固定資産除売却損 518 540

減損損失 20 16

その他 81 252

特別損失合計 620 809

税金等調整前四半期純利益 83,208 79,333

法人税、住民税及び事業税 26,111 19,346

法人税等調整額 △646 1,199

法人税等合計 25,464 20,545

四半期純利益 57,743 58,788

非支配株主に帰属する四半期純利益 4,538 2,934

親会社株主に帰属する四半期純利益 53,204 55,853
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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26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

四半期純利益 57,743 58,788

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 9,261 △3,261

繰延ヘッジ損益 △11 41

為替換算調整勘定 10,075 △6,210

退職給付に係る調整額 451 301

持分法適用会社に対する持分相当額 1,009 1,890

その他の包括利益合計 20,786 △7,238

四半期包括利益 78,529 51,549

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 70,857 50,578

非支配株主に係る四半期包括利益 7,672 971
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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

（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 41,584 282,491 44,430 314,271 2,846 31,779

海 外 79,653 334,896 81,707 371,559 2,054 36,662

海 外 生 産 用 部 品 － 1,302 － 649 － △ 653

121,237 618,690 126,137 686,479 4,900 67,788

126,313 261,127 119,342 263,027 △ 6,971 1,899

国 内 － 42,270 － 43,251 － 980

海 外 － 35,096 － 39,208 － 4,112

－ 77,366 － 82,459 － 5,093

国 内 － 114,985 － 118,282 － 3,296

海 外 － 18,420 － 16,177 － △ 2,243

ト ヨ タ － 128,903 － 139,664 － 10,761

－ 262,310 － 274,124 － 11,814

－ 1,219,495 － 1,306,092 － 86,596

（注）百万円未満は切り捨てて表示しております。

増減

△ 6,037台

当第３四半期
連結累計期間

(自　平成27年４月１日
至　平成27年12月31日)

122,600台

至　平成27年12月31日)

126,405台

区　分

前第３四半期
連結累計期間

(自　平成26年４月１日
　至　平成26年12月31日)

119,508台

128,637台ト ラ ッ ク ・ バ ス

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
連結累計期間

(自　平成26年４月１日
　至　平成26年12月31日)

ト ヨ タ 向 け 車 両 △ 6,897台

総 売 上 高

区　分

そ の 他 計

当第３四半期

増減連結累計期間
(自　平成27年４月１日
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