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1. 平成29年3月期第1四半期の連結業績（平成28年4月1日～平成28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
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 ％

29年3月期第1四半期 381,532 △6.3 14,881 △41.5 13,253 △47.9 9,660 △45.2
28年3月期第1四半期 407,018 11.4 25,437 9.8 25,424 11.7 17,628 23.3

（注）包括利益 29年3月期第1四半期 △5,815百万円 （△127.7％） 28年3月期第1四半期 20,984百万円 （31.7％）

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

29年3月期第1四半期 16.85 16.84
28年3月期第1四半期 30.75 30.72

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

29年3月期第1四半期 1,064,019 456,913 39.0
28年3月期 1,119,888 473,891 38.3
（参考）自己資本 29年3月期第1四半期 414,541百万円 28年3月期 429,417百万円

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 

（注）平成29年３月期の配当予想は未定としております。 

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

28年3月期 ― 20.00 ― 18.00 38.00
29年3月期 ―
29年3月期（予想） ― ― ― ―

3. 平成29年 3月期の連結業績予想（平成28年 4月 1日～平成29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 1,670,000 △4.3 80,000 △18.6 79,000 △17.6 55,000 △15.6 95.92



(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きが実施中です。 

※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 ： 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 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 29年3月期1Q 574,580,850 株 28年3月期 574,580,850 株
② 期末自己株式数 29年3月期1Q 1,143,777 株 28年3月期 1,176,534 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年3月期1Q 573,421,056 株 28年3月期1Q 573,206,453 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１四半期連結累計期間の国内のトラック市場につきましては、主にカーゴ系の需要が前期に続き堅

調であったことから、普通トラック（大型・中型トラック）の総需要は 19.9 千台と前年同期に比べ 1.9

千台(10.7％)の増加、小型トラックの総需要は 21.3 千台と前年同期に比べ 1.5 千台(7.8％)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 14.3 千台と前年同期に比べ 1.6千台(12.4％)増加いたしました。 

 海外市場につきましては、原油価格の下落による資源各国の景気低迷等により海外トラック・バスの売

上台数は 24.8千台と前年同期に比べ 2.9 千台(△10.5％)減少いたしました。 

 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 39.1 千台と前年同期に比べ 1.4 千台

(△3.3％)減少いたしました。 

 また、トヨタ向け車両台数につきましては、主に SUV の台数が減少した結果、総売上台数は 32.2 千台

と前年同期に比べ 4.0 千台(△10.9％)減少いたしました。 

 

 以上により、当第１四半期連結累計期間の売上高は 3,815 億 32 百万円と前年同期に比べ 254 億 85 百万

円(△6.3％)の減収となりました。損益面では、海外での売上台数が減少したこと及び為替円高の影響等

により営業利益は 148 億 81 百万円と前年同期に比べ 105 億 56 百万円(△41.5％)の減益、経常利益は 132

億 53 百万円と前年同期に比べ 121 億 70 百万円(△47.9％)の減益、親会社株主に帰属する四半期純利益は

96億 60百万円と前年同期に比べ 79億 67 百万円(△45.2％)の減益となりました。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前年度末に比べ 558 億 68 百万円減少し、1 兆 640 億 19 百万

円となりました。これは、売掛債権が 343 億 94百万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 388 億 90 百万円減少し、6,071 億５百万円となりました。これ

は、買掛債務が 132億 94百万円、有利子負債が 154億 19 百万円それぞれ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 169 億 77 百万円減少し、4,569 億 13 百万円となりました。こ

れは、親会社株主に帰属する四半期純利益を 96 億 60 百万円計上した一方で、剰余金の配当を 103 億 23

百万円行ったこと及びその他有価証券評価差額金が 70 億 13 百万円、為替換算調整勘定が 76億 68百万円

それぞれ減少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 28年４月 27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】 

（会計方針の変更） 

（平成 28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用） 

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」

（実務対応報告第32号 平成28年６月17日）を当第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日

以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。 

なお、当該変更による当第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

益に与える影響は軽微であります。 

 

（追加情報） 

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用） 

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28

日）を当第１四半期連結会計期間から適用しております。 
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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28年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 34,672 28,962

受取手形及び売掛金 283,198 248,804

商品及び製品 123,893 131,986

仕掛品 32,095 32,095

原材料及び貯蔵品 35,940 32,887

その他 70,987 61,339

貸倒引当金 △3,893 △3,717

流動資産合計 576,895 532,358

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 105,556 106,205

機械装置及び運搬具（純額） 101,405 96,020

土地 107,748 113,173

その他（純額） 83,687 82,042

有形固定資産合計 398,397 397,440

無形固定資産 21,903 20,763

投資その他の資産

投資有価証券 104,162 95,589

その他 21,417 20,685

貸倒引当金 △2,888 △2,817

投資その他の資産合計 122,691 113,457

固定資産合計 542,993 531,661

資産合計 1,119,888 1,064,019

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 253,567 240,273

短期借入金 109,733 77,313

コマーシャル・ペーパー ― 20,000

1年内返済予定の長期借入金 2,798 3,471

未払法人税等 4,938 3,158

製品保証引当金 28,252 30,125

その他の引当金 6,480 8,468

その他 111,590 103,686

流動負債合計 517,361 486,496

固定負債

長期借入金 26,791 23,119

退職給付に係る負債 61,113 60,609

その他の引当金 1,864 1,587

その他 38,866 35,292

固定負債合計 128,635 120,609

負債合計 645,996 607,105
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28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 66,058 66,067

利益剰余金 270,006 269,343

自己株式 △434 △421

株主資本合計 408,348 407,706

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 39,792 32,778

繰延ヘッジ損益 15 142

土地再評価差額金 2,318 2,318

為替換算調整勘定 △6,245 △13,914

退職給付に係る調整累計額 △14,811 △14,491

その他の包括利益累計額合計 21,069 6,834

新株予約権 99 95

非支配株主持分 44,374 42,277

純資産合計 473,891 456,913

負債純資産合計 1,119,888 1,064,019

決算短信（宝印刷） 2016年07月20日 12時58分 2ページ（Tess 1.50(64) 20160126_01）

日野自動車㈱（7205）　平成29年３月期 第１四半期決算短信

-4-



（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27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

売上高 407,018 381,532

売上原価 335,446 318,358

売上総利益 71,571 63,174

販売費及び一般管理費

給料及び手当 11,116 11,192

賞与引当金繰入額 1,315 1,404

退職給付費用 781 820

その他 32,920 34,876

販売費及び一般管理費合計 46,134 48,293

営業利益 25,437 14,881

営業外収益

受取利息 300 243

受取配当金 820 660

持分法による投資利益 380 96

雑収入 650 779

営業外収益合計 2,151 1,780

営業外費用

支払利息 1,729 1,170

為替差損 53 1,712

雑支出 381 525

営業外費用合計 2,164 3,408

経常利益 25,424 13,253

特別利益

固定資産売却益 7 36

その他 29 36

特別利益合計 37 72

特別損失

固定資産除売却損 74 55

その他 73 125

特別損失合計 147 180

税金等調整前四半期純利益 25,313 13,145

法人税、住民税及び事業税 5,671 3,657

法人税等調整額 1,159 △1,702

法人税等合計 6,831 1,954

四半期純利益 18,482 11,190

非支配株主に帰属する四半期純利益 853 1,530

親会社株主に帰属する四半期純利益 17,628 9,660
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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27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

四半期純利益 18,482 11,190

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 486 △5,650

繰延ヘッジ損益 26 126

為替換算調整勘定 957 △10,271

退職給付に係る調整額 100 299

持分法適用会社に対する持分相当額 931 △1,510

その他の包括利益合計 2,502 △17,006

四半期包括利益 20,984 △5,815

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 19,598 △4,574

非支配株主に係る四半期包括利益 1,386 △1,241
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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 12,687 91,781 14,262 103,505 1,575 11,723

海 外 27,754 127,269 24,827 97,750 △ 2,927 △ 29,519

海 外 生 産 用 部 品 － 324 － 242 － △ 81

40,441 219,375 39,089 201,498 △ 1,352 △ 17,877

36,201 78,273 32,247 71,292 △ 3,954 △ 6,981

国 内 － 13,830 － 14,512 － 681

海 外 － 13,439 － 11,370 － △ 2,068

－ 27,269 － 25,882 － △ 1,386

国 内 － 37,661 － 39,555 － 1,894

海 外 － 4,881 － 3,271 － △ 1,610

ト ヨ タ － 39,556 － 40,032 － 475

－ 82,099 － 82,859 － 759

－ 407,018 － 381,532 － △ 25,485

（注）百万円未満は切り捨てて表示しております。

ト ヨ タ 向 け 車 両 △ 3,805台

総 売 上 高

区　分

そ の 他 計

当第１四半期

増減連結累計期間
(自　平成28年４月１日

ト ラ ッ ク ・ バ ス 計

ト ヨ タ 向 け 車 両

補 給 部 品 計

前第１四半期
連結累計期間

(自　平成27年４月１日
　至　平成27年６月30日) 　至　平成28年６月30日)

36,185台

区　分

前第１四半期
連結累計期間

(自　平成27年４月１日
　至　平成27年６月30日)

32,380台

41,086台ト ラ ッ ク ・ バ ス

増減

443台

当第１四半期
連結累計期間

(自　平成28年４月１日
　至　平成28年６月30日)

41,529台
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