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1. 平成30年3月期第1四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29年6月30日）

(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 ％

30年3月期第1四半期 2,760,436 4.0 153,317 △12.8 189,600 △4.4 134,916 △1.1

29年3月期第1四半期 2,654,499 △8.4 175,830 △9.2 198,247 △8.2 136,377 △10.7

（注）包括利益 30年3月期第1四半期　　124,917百万円 （―％） 29年3月期第1四半期　　△154,220百万円 （―％）

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

30年3月期第1四半期 34.49 34.49

29年3月期第1四半期 33.12 33.12

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

30年3月期第1四半期 18,491,144 5,182,927 26.4

29年3月期 18,421,008 5,167,136 26.4

（参考）自己資本 30年3月期第1四半期 4,887,019百万円 29年3月期 4,861,847百万円

2. 配当の状況

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

29年3月期 ― 24.00 ― 24.00 48.00

30年3月期 ―

30年3月期（予想） ― ― ― 53.00

（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）30年３月期の年間配当金（予想）における第２四半期末及び期末の配分は未定です。

3. 平成30年 3月期の連結業績予想（平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日）

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益
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 ％ 円 銭

第2四半期(累計) ― ― ― ― ― ― ―

通期 11,800,000 0.7 685,000 △7.7 535,000 △19.4 136.77

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

（注）第２四半期連結累計期間に係る連結業績予想は行っておりません。



※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(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

（注）詳細は、【添付資料】P.８「（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）」をご覧くださ
い。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 30年3月期1Q 4,220,715,112 株 29年3月期 4,220,715,112 株

② 期末自己株式数 30年3月期1Q 309,501,248 株 29年3月期 309,024,958 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期1Q 3,911,573,883 株 29年3月期1Q 4,117,740,693 株

※四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づいており、リスクと不確実性を含んでいます。従いまして、今後の当社グループの事業環境を取
りまく経済情勢、市場の動向、為替の変動等により、実際の業績が現状の業績見通しと大きく異なる可能性があることをご承知おきください。
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四半期連結財務諸表等

（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29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,122,484 1,028,908

受取手形及び売掛金 808,981 591,443

販売金融債権 7,340,636 7,513,108

有価証券 121,524 98,685

商品及び製品 911,553 1,070,325

仕掛品 73,409 91,163

原材料及び貯蔵品 288,199 291,872

その他 903,107 895,551

貸倒引当金 △107,344 △109,176

流動資産合計 11,462,549 11,471,879

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 609,769 606,728

機械装置及び運搬具（純額） 3,342,305 3,430,692

土地 599,626 600,182

建設仮勘定 177,394 190,520

その他（純額） 546,127 485,649

有形固定資産合計 5,275,221 5,313,771

無形固定資産 127,807 131,365

投資その他の資産

投資有価証券 1,158,676 1,175,499

その他 398,603 400,363

貸倒引当金 △1,848 △1,733

投資その他の資産合計 1,555,431 1,574,129

固定資産合計 6,958,459 7,019,265

資産合計 18,421,008 18,491,144
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,578,594 1,553,627

短期借入金 980,654 1,132,372

1年内返済予定の長期借入金 1,339,982 1,204,136

コマーシャル・ペーパー 430,019 522,838

1年内償還予定の社債 368,101 386,923

リース債務 31,565 31,293

未払費用 1,112,591 1,081,320

製品保証引当金 110,086 111,729

その他 1,102,628 1,037,417

流動負債合計 7,054,220 7,061,655

固定負債

社債 1,493,159 1,447,634

長期借入金 3,103,803 3,189,949

リース債務 20,398 17,906

製品保証引当金 128,394 127,147

退職給付に係る負債 369,346 372,385

その他 1,084,552 1,091,541

固定負債合計 6,199,652 6,246,562

負債合計 13,253,872 13,308,217

純資産の部

株主資本

資本金 605,814 605,814

資本剰余金 817,464 817,514

利益剰余金 4,349,136 4,390,169

自己株式 △140,697 △140,670

株主資本合計 5,631,717 5,672,827

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 57,778 56,056

繰延ヘッジ損益 7,154 5,541

為替換算調整勘定 △687,841 △699,915

退職給付に係る調整累計額 △133,016 △133,545

その他 △13,945 △13,945

その他の包括利益累計額合計 △769,870 △785,808

新株予約権 391 317

非支配株主持分 304,898 295,591

純資産合計 5,167,136 5,182,927

負債純資産合計 18,421,008 18,491,144
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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

第１四半期連結累計期間

四半期連結損益計算書

(単位：百万円)
前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

売上高 2,654,499 2,760,436

売上原価 2,153,620 2,267,080

売上総利益 500,879 493,356

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 72,339 68,307

製品保証引当金繰入額 28,122 26,583

販売諸費 45,050 46,901

給料及び手当 93,890 99,395

貸倒引当金繰入額 13,259 20,067

その他 72,389 78,786

販売費及び一般管理費合計 325,049 340,039

営業利益 175,830 153,317

営業外収益

受取利息 4,483 4,457

受取配当金 7,144 6,583

持分法による投資利益 29,019 37,400

デリバティブ収益 75,727 ―

為替差益 ― 19,009

雑収入 2,718 1,848

営業外収益合計 119,091 69,297

営業外費用

支払利息 3,459 3,635

デリバティブ損失 ― 25,063

為替差損 88,514 ―

雑支出 4,701 4,316

営業外費用合計 96,674 33,014

経常利益 198,247 189,600

特別利益

固定資産売却益 1,501 952

その他 473 182

特別利益合計 1,974 1,134

特別損失

固定資産売却損 1,059 677

固定資産廃棄損 891 1,267

その他 342 2,700

特別損失合計 2,292 4,644

税金等調整前四半期純利益 197,929 186,090

法人税等 54,460 45,774

四半期純利益 143,469 140,316

非支配株主に帰属する四半期純利益 7,092 5,400

親会社株主に帰属する四半期純利益 136,377 134,916
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四半期連結包括利益計算書

(単位：百万円)
前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

四半期純利益 143,469 140,316

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △28,495 △1,571

繰延ヘッジ損益 △1,765 △1,359

為替換算調整勘定 △249,012 △1,015

退職給付に係る調整額 14,900 △1,103

持分法適用会社に対する持分相当額 △33,317 △10,351

その他の包括利益合計 △297,689 △15,399

四半期包括利益 △154,220 124,917

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △146,284 118,978

非支配株主に係る四半期包括利益 △7,936 5,939
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６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 197,929 186,090

減価償却費（リース車両除く固定資産） 97,223 91,786

減価償却費（長期前払費用） 6,277 6,349

減価償却費（リース車両） 105,486 118,380

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,552 965

受取利息及び受取配当金 △11,627 △11,040

支払利息 27,567 36,227

持分法による投資損益（△は益） △29,019 △37,400

固定資産売却損益（△は益） △442 △275

固定資産廃棄損 891 1,267

売上債権の増減額（△は増加） 220,563 226,084

販売金融債権の増減額（△は増加） △105,823 △165,167

たな卸資産の増減額（△は増加） △115,266 △150,301

仕入債務の増減額（△は減少） △15,470 △84,098

退職給付費用 6,967 6,288

退職給付に係る支払額 △6,993 △5,522

その他 △10,135 28,495

小計 370,680 248,128

利息及び配当金の受取額 8,301 9,330

持分法適用会社からの配当金の受取額 14,206 20,014

利息の支払額 △23,950 △31,746

法人税等の支払額 △40,577 △135,353

営業活動によるキャッシュ・フロー 328,660 110,373

投資活動によるキャッシュ・フロー

短期投資の純増減額（△は増加） 55 115

固定資産の取得による支出 △134,754 △107,985

固定資産の売却による収入 20,098 11,404

リース車両の取得による支出 △322,365 △346,993

リース車両の売却による収入 133,754 148,079

長期貸付けによる支出 △54 △95

長期貸付金の回収による収入 57 146

投資有価証券の取得による支出 △9,530 △10,980

拘束性預金の純増減額（△は増加） 16 11,198

その他 △3,016 797

投資活動によるキャッシュ・フロー △315,739 △294,314

決算短信（宝印刷） 2017年07月25日 16時38分 6ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）

日産自動車㈱(7201) 平成30年3月期 第1四半期決算短信

- 6 -



(単位：百万円)
前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 58,263 246,881

長期借入れによる収入 454,426 289,968

社債の発行による収入 163,402 32,952

長期借入金の返済による支出 △357,281 △335,411

社債の償還による支出 △110,000 △60,000

非支配株主からの払込みによる収入 1 ―

自己株式の取得による支出 △106,562 △1

自己株式の売却による収入 ― 12

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △4,710 △8,121

配当金の支払額 △87,540 △93,883

非支配株主への配当金の支払額 △1,369 △634

財務活動によるキャッシュ・フロー 8,630 71,763

現金及び現金同等物に係る換算差額 △55,384 △4,441

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △33,833 △116,619

現金及び現金同等物の期首残高 992,095 1,241,124

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 5,405 ―

現金及び現金同等物の四半期末残高 963,667 1,124,505
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項なし。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項なし。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

（税金費用の計算）

税金費用については、当第１四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います。

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。
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（セグメント情報等）

【当第１四半期セグメント情報】

[報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報］

前第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)

(単位：百万円)

報告セグメント セグメント間
取引消去額

四半期連結財務諸表
計上額自動車事業 販売金融事業 計

売上高

外部顧客への売上高 2,426,148 228,351 2,654,499 ― 2,654,499

セグメント間の内部
売上高又は振替高

26,853 7,074 33,927 △33,927 ―

計 2,453,001 235,425 2,688,426 △33,927 2,654,499

セグメント利益 115,484 52,886 168,370 7,460 175,830

　

当第１四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日)

(単位：百万円)

報告セグメント セグメント間
取引消去額

四半期連結財務諸表
計上額自動車事業 販売金融事業 計

売上高

外部顧客への売上高 2,497,960 262,476 2,760,436 ― 2,760,436

セグメント間の内部
売上高又は振替高

33,550 10,955 44,505 △44,505 ―

計 2,531,510 273,431 2,804,941 △44,505 2,760,436

セグメント利益 90,400 54,846 145,246 8,071 153,317

　

(注) １．各事業区分の主要製品等

(1) 自動車…乗用車、商用車、海外生産用部品等

(2) 販売金融…クレジット、リース等

２．報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、四半期連結財務諸表の作成の基礎となる会計処理の方

法と一致しています。

事業セグメントの利益は営業利益ベースの数値です。セグメント間の売上高は、第三者間取引価格に基づい

ています。
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[事業セグメント別 連結財務諸表]

・要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書における販売金融事業は(株)日産フィナンシャルサービス(日

本)、米国日産販売金融会社(米国)、エヌアールファイナンスメキシコ(メキシコ)他８社及びカナダ日産自動車会社の販売金融事業(カ

ナダ)で構成されています。

・自動車事業及び消去の数値は連結値から販売金融事業の数値を差し引いたものとしています。

　１）事業セグメント別 要約四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

自動車事業及び消去 販売金融事業 連結計

前第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)

当第１四半期

連結累計期間

(自 平成29年４月１日

至 平成29年６月30日)

前第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)

当第１四半期

連結累計期間

(自 平成29年４月１日

至 平成29年６月30日)

前第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)

当第１四半期

連結累計期間

(自 平成29年４月１日

至 平成29年６月30日)

売上高 2,419,074 2,487,005 235,425 273,431 2,654,499 2,760,436

　売上原価 1,998,040 2,084,064 155,580 183,016 2,153,620 2,267,080

売上総利益 421,034 402,941 79,845 90,415 500,879 493,356

　 営業利益率 5.1% 4.0% 22.5% 20.1% 6.6% 5.6%

営業利益 122,944 98,471 52,886 54,846 175,830 153,317

　金融収支 8,178 7,381 △10 24 8,168 7,405

　その他営業外損益 14,535 28,091 △286 787 14,249 28,878

経常利益 145,657 133,943 52,590 55,657 198,247 189,600

税金等調整前

　四半期純利益 145,105 130,235 52,824 55,855 197,929 186,090

親会社株主に帰属する

　四半期純利益 109,445 105,531 26,932 29,385 136,377 134,916

　２）事業セグメント別 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

　 自動車事業及び消去 販売金融事業 連結計

　

前第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)

当第１四半期

連結累計期間

(自 平成29年４月１日

至 平成29年６月30日)

前第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)

当第１四半期

連結累計期間

(自 平成29年４月１日

至 平成29年６月30日)

前第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)

当第１四半期

連結累計期間

(自 平成29年４月１日

至 平成29年６月30日)

営業活動による

　 キャッシュ・フロー 359,262 218,796 △30,602 △108,423 328,660 110,373

投資活動による

　 キャッシュ・フロー △129,944 △106,201 △185,795 △188,113 △315,739 △294,314

(フリー・キャッシュ・フロー) 229,318 112,595 △216,397 △296,536 12,921 △183,941

財務活動による

　 キャッシュ・フロー △203,210 △227,578 211,840 299,341 8,630 71,763

現金及び現金同等物に係る

　換算差額 △51,543 △3,986 △3,841 △455 △55,384 △4,441

現金及び現金同等物の増減額

　（△は減少） △25,435 △118,969 △8,398 2,350 △33,833 △116,619

現金及び現金同等物の期首残高 944,212 1,189,975 47,883 51,149 992,095 1,241,124

新規連結に伴う現金及び

　現金同等物の増加額 5,405 ― ― ― 5,405 ―

現金及び現金同等物の

　四半期末残高 924,182 1,071,006 39,485 53,499 963,667 1,124,505
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[所在地別に区分した売上高及び利益又は損失の金額に関する情報]

前第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)

(単位：百万円)

日本 北米 欧州 アジア その他 計 消去 合計

売上高

　(1) 外部顧客に
　 対する売上高

436,058 1,371,133 379,462 239,420 228,426 2,654,499 ― 2,654,499

　(2) 所在地間
の内部売上高

547,098 104,103 64,809 141,681 2,954 860,645 △860,645 ―

計 983,156 1,475,236 444,271 381,101 231,380 3,515,144 △860,645 2,654,499

営業利益 67,972 79,388 8,878 22,868 6,025 185,131 △9,301 175,830

当第１四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日)

(単位：百万円)

日本 北米 欧州 アジア その他 計 消去 合計

売上高

　(1) 外部顧客に
　 対する売上高

494,663 1,499,185 335,013 224,374 207,201 2,760,436 ― 2,760,436

　(2) 所在地間
の内部売上高

604,499 103,318 86,252 129,590 2,565 926,224 △926,224 ―

計 1,099,162 1,602,503 421,265 353,964 209,766 3,686,660 △926,224 2,760,436

営業利益又は
営業損失(△)

95,194 50,811 △2,726 17,493 △1,109 159,663 △6,346 153,317

(注) １．地域は当社及びグループ会社の所在地を表しています。
２．地域の区分は、地理的近接度をベースに事業活動の相互関連性を加味しています。
３．本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) 北米…米国、カナダ、メキシコ
(2) 欧州…フランス、イギリス、スペイン、ロシア他欧州諸国
(3) アジア…中国、タイ、インド、その他アジア諸国
(4) その他…大洋州、中近東、メキシコを除く中南米、南アフリカ
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[地域に関する情報]

(売上高)

前第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)

(単位：百万円)

日本 北米 欧州 アジア その他 合 計

内、米国

350,958 1,347,995 1,097,462 392,353 304,691 258,502 2,654,499

当第１四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日)

(単位：百万円)

日本 北米 欧州 アジア その他 合 計

内、米国

414,415 1,466,077 1,187,583 350,282 286,902 242,760 2,760,436

　

(注) １．地域は顧客の所在地を表しています。

２．地域の区分は、地理的近接度をベースに事業活動の相互関連性を加味しています。

３．本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) 北米…米国、カナダ、メキシコ

(2) 欧州…フランス、イギリス、スペイン、ロシア他欧州諸国

(3) アジア…中国、タイ、インド、その他アジア諸国

(4) その他…大洋州、中近東、メキシコを除く中南米、南アフリカ等
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