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1. 平成31年3月期第3四半期の連結業績（平成30年4月1日～平成30年12月31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 ％

31年3月期第3四半期 1,459,687 9.9 63,106 2.8 62,118 △2.0 37,892 △3.5

30年3月期第3四半期 1,328,045 9.7 61,386 21.5 63,384 20.2 39,257 11.5

（注）包括利益 31年3月期第3四半期　　35,318百万円 （△39.5％） 30年3月期第3四半期　　58,357百万円 （45.6％）

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

31年3月期第3四半期 66.02 66.02

30年3月期第3四半期 68.43 68.41

(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 ％

31年3月期第3四半期 1,283,887 569,585 40.3

30年3月期 1,286,081 552,848 39.1

（参考）自己資本 31年3月期第3四半期 517,199百万円 30年3月期 502,365百万円

（注）「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用しており、

前連結会計年度に係る数値については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値となっております。

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

30年3月期 ― 13.00 ― 15.00 28.00

31年3月期 ― 14.00 ―

31年3月期（予想） 14.00 28.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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 1,930,000 5.0 86,000 7.1 85,000 5.7 53,000 3.2 92.34

（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

(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

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） 31年3月期3Q 574,580,850 株 30年3月期 574,580,850 株

② 期末自己株式数 31年3月期3Q 601,213 株 30年3月期 713,542 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年3月期3Q 573,962,708 株 30年3月期3Q 573,724,126 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の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

・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。
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）経営成績に関する説明

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、カーゴ系の需要が引き続き堅調で

あり、建設系の需要も復調傾向にあるものの、大型・中型トラックの総需要は 66.0 千台となり、前年同

期に比べ 0.1 千台(△0.1％)の減少とほぼ前年並みに留まりました。その一方で小型トラックの総需要は

78.5千台と前年同期に比べ 3.3千台(4.3％)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、トラック・バスの合計で 51.7

千台と前年同期に比べ 3.8千台(7.9％)増加いたしました。 

 海外市場につきましては、アジアや北米等での販売が好調であったため、トラック・バスの合計で

100.9 千台と前年同期に比べ 14.2千台(16.4％)増加いたしました。 

 この結果、日野ブランド事業のトラック・バスの総売上台数は 152.6 千台と前年同期に比べ 18.0 千台

(13.4％)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、主に積載系の台数が増加したことにより総売上台数は

111.8 千台となり、前年同期に比べ 1.0千台(0.9％)の増加とほぼ前年並みとなりました。 

 以上により、当第３四半期連結累計期間の売上高は１兆 4,596 億 87 百万円と前年同期に比べ 1,316 億

42百万円(9.9％)の増収となりました。損益面では、国内・海外において売上台数が増加したこと等によ

り営業利益は 631 億６百万円と前年同期に比べ 17 億 20 百万円(2.8％)の増益となりましたが、為替差損

益の悪化等により、経常利益は 621 億 18 百万円と前年同期に比べ 12 億 66 百万円(△2.0％)の減益とな

りました。また、前年同期に投資有価証券売却益があったこと、当期に特別品質対策費を追加計上した

こと等により、親会社株主に帰属する四半期純利益は 378 億 92 百万円と前年同期に比べ 13 億 64 百万円

(△3.5％)の減益となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ 21億 93百万円減少し、１兆 2,838

億 87 百万円となりました。これは、たな卸資産が 224 億 41 百万円増加した一方で、売掛債権が 223 億

31 百万円、投資有価証券が 64 億円４百万円それぞれ減少したこと等によります。

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ 189 億 30 百万円減少し、7,143 億２百万円となりまし

た。これは、有利子負債が 382 億 77 百万円増加した一方で、買掛債務が 319 億 34 百万円、未払法人税

等が 75億 44百万円それぞれ減少したことに加え、未払費用等その他の負債が減少したことによります。 

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ 167億 36百万円増加し、5,695億 85百万円となりま

した。これは、剰余金の配当を 166 億 47 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

378億 92 百万円計上したこと等によります。 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

前回公表時（平成 30年 10 月 30日）から変更しておりません。
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２．【四半期連結財務諸表及び主な注記】

（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30年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成30年12月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 45,225 42,607 

受取手形及び売掛金 342,804 320,473 

商品及び製品 172,891 180,826 

仕掛品 32,684 39,154 

原材料及び貯蔵品 36,940 44,976 

その他 56,120 67,613 

貸倒引当金 △4,679 △4,325

流動資産合計 681,985 691,326 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 146,146 148,572 

機械装置及び運搬具（純額） 106,284 94,278 

土地 118,566 121,645 

その他（純額） 57,753 58,984 

有形固定資産合計 428,751 423,479 

無形固定資産 21,163 20,653 

投資その他の資産 

投資有価証券 118,504 112,100 

繰延税金資産 29,260 25,541 

その他 9,223 13,946 

貸倒引当金 △2,806 △3,160

投資その他の資産合計 154,181 148,428 

固定資産合計 604,096 592,561 

資産合計 1,286,081 1,283,887 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 307,013 275,078 

短期借入金 154,020 194,998 

1年内返済予定の長期借入金 15,639 6,000 

未払法人税等 12,828 5,284 

製品保証引当金 40,227 43,451 

その他の引当金 7,386 3,301 

その他 92,863 80,445 

流動負債合計 629,978 608,559 

固定負債 

長期借入金 12,728 19,666 

繰延税金負債 6,576 159 

再評価に係る繰延税金負債 2,765 2,765 

退職給付に係る負債 56,178 56,392 

その他の引当金 2,013 1,908 

その他 22,991 24,849 

固定負債合計 103,254 105,742 

負債合計 733,232 714,302 
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（単位：百万円） 

前連結会計年度 
(平成30年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成30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 66,244 66,275 

利益剰余金 337,998 359,244 

自己株式 △258 △215

株主資本合計 476,701 498,021 

その他の包括利益累計額 

その他有価証券評価差額金 45,963 39,006 

繰延ヘッジ損益 △80 46 

土地再評価差額金 2,318 2,318 

為替換算調整勘定 △12,787 △13,182

退職給付に係る調整累計額 △9,749 △9,011

その他の包括利益累計額合計 25,664 19,177 

新株予約権 21 - 

非支配株主持分 50,461 52,385 

純資産合計 552,848 569,585 

負債純資産合計 1,286,081 1,283,887 
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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29年４月１日 
至 平成29年12月31日) 

 当第３四半期連結累計期間 
(自 平成30年４月１日 
至 平成30年12月31日) 

売上高 1,328,045 1,459,687 

売上原価 1,111,596 1,234,740 

売上総利益 216,449 224,946 

販売費及び一般管理費 

給料及び手当 37,747 40,404 

賞与引当金繰入額 1,459 1,643 

退職給付費用 2,392 2,460 

その他 113,463 117,331 

販売費及び一般管理費合計 155,062 161,839 

営業利益 61,386 63,106 

営業外収益 

受取利息 1,135 1,143 

受取配当金 2,241 2,261 

為替差益 130 - 

持分法による投資利益 1,180 1,884 

雑収入 2,490 2,084 

営業外収益合計 7,179 7,374 

営業外費用 

支払利息 3,602 4,178 

為替差損 - 1,428 

雑支出 1,578 2,755 

営業外費用合計 5,181 8,363 

経常利益 63,384 62,118 

特別利益 

固定資産売却益 101 618 

投資有価証券売却益 2,955 0 

その他 7 61 

特別利益合計 3,064 680 

特別損失 

固定資産除売却損 367 359 

特別品質対策費 1,510 3,947 

その他 148 222 

特別損失合計 2,026 4,528 

税金等調整前四半期純利益 64,422 58,270 

法人税、住民税及び事業税 20,231 15,921 

法人税等調整額 △21 △155

法人税等合計 20,209 15,765 

四半期純利益 44,212 42,504 

非支配株主に帰属する四半期純利益 4,954 4,611 

親会社株主に帰属する四半期純利益 39,257 37,892 
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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29年４月１日 
至 平成29年12月31日) 

 当第３四半期連結累計期間 
(自 平成30年４月１日 
至 平成30年12月31日) 

四半期純利益 44,212 42,504 

その他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 8,443 △6,563

繰延ヘッジ損益 △213 250

為替換算調整勘定 2,338 △1,240

退職給付に係る調整額 796 716

持分法適用会社に対する持分相当額 2,779 △349

その他の包括利益合計 14,145 △7,186

四半期包括利益 58,357 35,318 

（内訳） 

親会社株主に係る四半期包括利益 52,939 31,406 

非支配株主に係る四半期包括利益 5,417 3,911
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（３）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）

該当事項はありません。

　（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。

　（追加情報）

　（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を
第１四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に
表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

３．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 47,957 346,959 51,735 392,977 3,778 46,018

海 外 86,679 368,835 100,889 418,881 14,210 50,046

海 外 生 産 用 部 品 － 1,122 － 1,051 － △ 70

134,636 716,916 152,624 812,911 17,988 95,994

110,791 247,586 111,837 263,831 1,046 16,245

国 内 － 46,753 － 48,155 － 1,402

海 外 － 39,920 － 42,766 － 2,845

－ 86,674 － 90,921 － 4,247

国 内 － 133,065 － 140,111 － 7,045

海 外 － 16,247 － 19,605 － 3,358

ト ヨ タ － 127,555 － 132,305 － 4,750

－ 276,868 － 292,022 － 15,154

－ 1,328,045 － 1,459,687 － 131,642

（注）百万円未満は切り捨てて表示しております。

増減

13,006台

999台111,980台

138,864台ト ラ ッ ク ・ バ ス

ト ヨ タ 向 け 車 両

当第３四半期
連結累計期間

(自　平成30年４月１日
　至　平成30年12月31日)

151,870台

110,981台

区　分

前第３四半期
連結累計期間

(自　平成29年４月１日
　至　平成29年12月31日)

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30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29年４月１日
　至　平成29年12月31日) 　至　平成30年12月31日)
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