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

29年3月期第3四半期 1,210,643 △7.3 50,522 △37.9 52,723 △33.0 35,213 △37.0
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

（注）包括利益 29年3月期第3四半期 40,069百万円 （△22.3％） 28年3月期第3四半期 51,549百万円 （△34.4％）

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3四半期 61.40 61.37
28年3月期第3四半期 97.44 97.34

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

29年3月期第3四半期 1,150,613 495,764 39.1
28年3月期 1,119,888 473,891 38.3
（参考）自己資本 29年3月期第3四半期 449,742百万円 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 

 

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 ― 11.00 ―
29年3月期（予想） 11.00 22.00

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 ： 有  

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 1,650,000 △5.5 69,000 △29.8 69,000 △28.0 48,000 △26.3 83.69



(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 ： 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3Q 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3Q 1,066,361 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3Q 573,471,436 株 28年3月期3Q 573,214,395 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、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 69.0 千台と前年同期に比べ 5.9

千台(9.4％)の増加、小型トラックの総需要は 74.6 千台と前年同期に比べ 3.6 千台(5.1％)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 46.6 千台と前年同期に比べ 2.2千台(5.0％)増加いたしました。 

 海外市場につきましては、資源安・通貨安などによる新興国市場の停滞等が継続し、海外トラック・バ

スの売上台数は 76.9千台と前年同期に比べ 4.8 千台(△5.9％)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 123.6 千台と前年同期に比べ 2.6 千台

(△2.0％)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 108.0 千台

と前年同期に比べ 11.4千台(△9.5％)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 2,106 億 43 百万円と前年同期に比べ 954 億 48

百万円(△7.3％)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 505 億 22 百万円と前年同期に比べ 307 億 98 百万円(△37.9％)の減益、経常利益は

527 億 23 百万円と前年同期に比べ 259 億 52 百万円(△33.0％)の減益、親会社株主に帰属する四半期純利

益は 352 億 13百万円と前年同期に比べ 206億 40百万円(△37.0％)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３四半期連結会計期間末の総資産は、前年度末に比べ 307億 24百万円増加し、1兆 1,506億 13 

百万円となりました。これは、たな卸資産が 282 億 70 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 88 億 51 百万円増加し、6,548 億 48 百万円となりました。これ

は、未払金が 230億 23 百万円減少したこと及び買掛債務が 155億 26 百万円減少した一方で、有利子負債

が 513億 28 百万円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 218 億 73 百万円増加し、4,957 億 64 百万円となりました。こ

れは、剰余金の配当を 166億 33百万円行った一方で、親会社株主に帰属する四半期純利益を 352億 13 百

万円計上したこと及びその他有価証券評価差額金が 24 億２百万円増加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、引き続きカーゴ系を中心に底堅く推移すると予想されま

す。一方、海外のトラック・バス市場につきましては、新興国において一部持ち直しの動きがあるもの

の、各国の政治・経済動向や金融市場の動きなど不確実性が高く、先行き不透明感が継続することが予

想されます。 

 なお、通期の業績予想につきましては、最近の外国為替相場の変動を踏まえ、為替前提を見直しした

結果、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 6,500億円 

         営業利益･･･････････････････････････････････690億円 

国内トラック・バス販売台数････････････････64.1千台 

         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･･･････････････････････144.4千台 

 

※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 

【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。 

この結果、当第３四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３億４百万円増加しております。 

 

【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３四半期連結会計期間
(平成28年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 34,672 34,765

受取手形及び売掛金 283,198 269,324

商品及び製品 123,893 150,391

仕掛品 32,095 33,790

原材料及び貯蔵品 35,940 36,017

その他 70,987 65,514

貸倒引当金 △3,893 △3,558

流動資産合計 576,895 586,244

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 105,556 133,513

機械装置及び運搬具（純額） 101,405 103,427

土地 107,748 114,494

その他（純額） 83,687 62,334

有形固定資産合計 398,397 413,769

無形固定資産 21,903 19,718

投資その他の資産

投資有価証券 104,162 114,134

その他 21,417 19,599

貸倒引当金 △2,888 △2,853

投資その他の資産合計 122,691 130,880

固定資産合計 542,993 564,368

資産合計 1,119,888 1,150,613

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 253,567 238,041

短期借入金 109,733 84,963

コマーシャル・ペーパー ― 79,000

1年内返済予定の長期借入金 2,798 5,204

未払法人税等 4,938 3,272

製品保証引当金 28,252 33,413

その他の引当金 6,480 2,977

その他 111,590 81,116

流動負債合計 517,361 527,988

固定負債

長期借入金 26,791 21,484

退職給付に係る負債 61,113 60,961

その他の引当金 1,864 1,798

その他 38,866 42,615

固定負債合計 128,635 126,859

負債合計 645,996 654,848
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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３四半期連結会計期間
(平成28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 66,058 66,088

利益剰余金 270,006 288,586

自己株式 △434 △392

株主資本合計 408,348 426,999

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 42,194

繰延ヘッジ損益 15 △231

土地再評価差額金 2,318 2,318

為替換算調整勘定 △6,245 △7,662

退職給付に係る調整累計額 △14,811 △13,876

その他の包括利益累計額合計 21,069 22,742

新株予約権 99 79

非支配株主持分 44,374 45,943

純資産合計 473,891 495,764

負債純資産合計 1,119,888 1,150,613

決算短信（宝印刷） 2017年01月24日 11時15分 2ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）

日野自動車㈱（7205）　平成29年３月期 第３四半期決算短信

-5-



（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27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

売上高 1,306,092 1,210,643

売上原価 1,078,335 1,014,847

売上総利益 227,756 195,795

販売費及び一般管理費

給料及び手当 35,444 36,185

賞与引当金繰入額 1,333 1,410

退職給付費用 2,322 2,412

その他 107,335 105,264

販売費及び一般管理費合計 146,436 145,273

営業利益 81,320 50,522

営業外収益

受取利息 833 871

受取配当金 3,097 2,715

為替差益 ― 244

持分法による投資利益 1,007 1,421

雑収入 1,796 1,988

営業外収益合計 6,735 7,240

営業外費用

支払利息 5,177 3,565

為替差損 3,102 ―

雑支出 1,099 1,473

営業外費用合計 9,379 5,039

経常利益 78,676 52,723

特別利益

固定資産売却益 238 93

投資有価証券売却益 65 806

負ののれん発生益 383 ―

段階取得に係る差益 581 ―

その他 196 36

特別利益合計 1,467 936

特別損失

固定資産除売却損 540 218

減損損失 16 10

その他 252 369

特別損失合計 809 599

税金等調整前四半期純利益 79,333 53,060

法人税、住民税及び事業税 19,346 13,963

法人税等調整額 1,199 △851

法人税等合計 20,545 13,111

四半期純利益 58,788 39,948

非支配株主に帰属する四半期純利益 2,934 4,735

親会社株主に帰属する四半期純利益 55,853 35,213
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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27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

四半期純利益 58,788 39,948

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △3,261 4,306

繰延ヘッジ損益 41 △250

為替換算調整勘定 △6,210 △2,682

退職給付に係る調整額 301 869

持分法適用会社に対する持分相当額 1,890 △2,121

その他の包括利益合計 △7,238 120

四半期包括利益 51,549 40,069

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 50,578 36,886

非支配株主に係る四半期包括利益 971 3,182
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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 44,430 314,271 46,637 337,028 2,207 22,756

海 外 81,707 371,559 76,919 302,846 △ 4,788 △ 68,712

海 外 生 産 用 部 品 － 649 － 864 － 215

126,137 686,479 123,556 640,738 △ 2,581 △ 45,741

119,342 263,027 107,980 238,517 △ 11,362 △ 24,510

国 内 － 43,251 － 45,789 － 2,538

海 外 － 39,208 － 34,056 － △ 5,152

－ 82,459 － 79,845 － △ 2,614

国 内 － 118,282 － 124,631 － 6,349

海 外 － 16,177 － 10,360 － △ 5,816

ト ヨ タ － 139,664 － 116,548 － △ 23,115

－ 274,124 － 251,541 － △ 22,583

－ 1,306,092 － 1,210,643 － △ 95,448

（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 △ 11,373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) 　至　平成28年12月31日)

119,508台

区　分

前第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)

108,135台

122,600台ト ラ ッ ク ・ バ ス

増減

4,596台

当第３四半期
連結累計期間

(自　平成28年４月１日
　至　平成28年12月31日)

127,196台

日野自動車㈱（7205）　平成29年３月期 第３四半期決算短信

-8-


	(01)サマリー情報
	(02)添付資料の目次1612
	(03)定性的情報1612
	(04)1_連結貸借対照表
	(04)2_連結損益計算書 
	(04)3_連結包括利益 
	(05)注記、補足情報1612



