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1. 2020年3月期第2四半期の連結業績（2019年4月1日～2019年9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 ％

2020年3月期第2四半期 946,069 △1.2 32,789 △14.1 30,041 △20.8 18,567 △23.0

2019年3月期第2四半期 957,847 12.7 38,177 9.3 37,915 2.6 24,118 4.9

（注）包括利益 2020年3月期第2四半期　　19,670百万円 （△34.9％） 2019年3月期第2四半期　　30,237百万円 （△7.5％）

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

2020年3月期第2四半期 32.35 ―

2019年3月期第2四半期 42.02 42.02

(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 ％

2020年3月期第2四半期 1,285,509 601,016 42.8

2019年3月期 1,345,821 596,459 40.3

（参考）自己資本 2020年3月期第2四半期 550,839百万円 2019年3月期 542,649百万円

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

2019年3月期 ― 14.00 ― 15.00 29.00

2020年3月期 ― 13.00

2020年3月期（予想） ― ― ―

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

（注）現時点では不透明な経営環境が予想されるため、2020年3月期末および年間の配当予想額は未定です。

3. 2020年 3月期の連結業績予想（2019年 4月 1日～2020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 1,900,000 △4.1 68,000 △21.6 61,000 △27.3 40,000 △27.2 69.68

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



※ 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） 2020年3月期2Q 574,580,850 株 2019年3月期 574,580,850 株

② 期末自己株式数 2020年3月期2Q 551,088 株 2019年3月期 601,517 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年3月期2Q 574,004,587 株 2019年3月期2Q 573,954,181 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２四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、排ガス規制適用前の駆込み需要など

により、13 年ぶりに 10 万台を超える結果となりました。大型・中型トラックの総需要は 48.3 千台と前

年同期に比べ 8.5％の増加、小型トラックの総需要は 58.3 千台と前年同期に比べ 15.0％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 35.1

千台と前年同期に比べ 4.2％増加いたしました。 

 海外市場につきましては、北米等一部市場においては販売好調が継続も、インドネシアを主体に需要縮

小の影響が大きく、トラック・バスの合計で 57.6千台と前年同期に比べ 11.2％減少いたしました。 

 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 92.7 千台と前年同期に比べ 5.9％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 の台数が増加した結果、総売上台数は 74.4 千台

と前年同期に比べ 3.3％増加いたしました。 

 

 以上により、当第２四半期連結累計期間の売上高は 9,460 億 69 百万円と前年同期に比べ 117 億 78 百

万円(△1.2％)の減収となりました。損益面では、海外において売上台数が減少したこと等により営業利

益は 327 億 89 百万円と前年同期に比べ 53 億 87 百万円(△14.1％)の減益、経常利益は 300 億 41 百万円と

前年同期に比べ 78 億 73 百万円(△20.8％)の減益、親会社株主に帰属する四半期純利益は 185 億 67 百万

円と前年同期に比べ 55億 50 百万円(△23.0％)の減益となりました。 

 

（２）財政状態に関する説明 

 当第２四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 603 億 11 百万円減少し、１兆

2,855 億９百万円となりました。これは、売掛債権が 395 億 43 百万円減少、棚卸資産が 147 億 37 百万円

減少したこと等によります。 

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ 648 億 68 百万円減少し、6,844 億 93 百万円となりまし

た。これは買掛債務が 235億 46 百万円減少、有利子負債が 228億 29百万円減少したこと等によります。 

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ 45 億 57 百万円増加し、6,010 億 16 百万円となりま

した。これは、剰余金の配当を 86 億 11 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 185

億 67 百万円計上したこと、および非支配株主持分が 36億 31百万円減少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 

 国内のトラック・バス市場につきましては、緩やかな下降局面に転じるという期首時点からの見方か

ら変更せず、販売台数も据え置いております。また、海外のトラック・バス市場につきましては、タイ

などの堅調な市場はあるものの、インドネシア市場の回復が想定より遅れていることを踏まえて、販売

台数は期首時点に対して 16 千台の減少を見込んでおります。 

以上より、国内・海外市場での販売や為替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 9,000億円 

         営業利益･･･････････････････････････････････680億円 

国内トラック・バス販売台数････････････････69.0千台 

         海外トラック・バス販売台数･･･････････････124.0千台 

         トヨタ向け車両台数･･･････････････････････138.5千台 

 

※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．【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 
(2019年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(2019年９月30日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 41,493 38,729 

受取手形及び売掛金 354,001 314,458 

商品及び製品 181,914 171,256 

仕掛品 38,816 39,231 

原材料及び貯蔵品 41,791 37,297 

その他 78,257 72,291 

貸倒引当金 △4,073 △3,839

流動資産合計 732,201 669,425 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 154,498 164,767 

機械装置及び運搬具（純額） 96,688 102,323 

土地 122,028 124,635 

その他（純額） 60,374 38,993 

有形固定資産合計 433,589 430,718 

無形固定資産 23,620 23,688 

投資その他の資産 

投資有価証券 118,965 121,500 

繰延税金資産 26,134 26,586 

その他 14,479 16,490 

貸倒引当金 △3,169 △2,900

投資その他の資産合計 156,409 161,676 

固定資産合計 613,619 616,084 

資産合計 1,345,821 1,285,509 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 282,434 258,888 

短期借入金 195,348 169,426 

1年内返済予定の長期借入金 6,264 11,176 

未払法人税等 9,070 7,812 

製品保証引当金 42,651 35,740 

その他の引当金 7,648 6,958 

その他 99,349 86,400 

流動負債合計 642,766 576,401 

固定負債 

長期借入金 20,483 18,664 

繰延税金負債 2,210 2,159 

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 55,782 56,183 

その他の引当金 2,019 1,865 

その他 23,333 26,453 

固定負債合計 106,595 108,091 

負債合計 749,361 684,493 
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（単位：百万円） 

前連結会計年度 
(2019年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(2019年９月30日) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 72,717 72,717 

資本剰余金 66,275 64,822 

利益剰余金 375,389 385,345 

自己株式 △215 △196

株主資本合計 514,166 522,689 

その他の包括利益累計額 

その他有価証券評価差額金 42,899 43,883 

繰延ヘッジ損益 △64 △269

土地再評価差額金 2,325 2,325

為替換算調整勘定 △8,136 △9,743

退職給付に係る調整累計額 △8,540 △8,046

その他の包括利益累計額合計 28,482 28,149 

非支配株主持分 53,809 50,177 

純資産合計 596,459 601,016 

負債純資産合計 1,345,821 1,285,509 

日野自動車㈱（7205）　2020年３月期 第２四半期決算短信

-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２四半期連結累計期間】

（単位：百万円） 

 前第２四半期連結累計期間 
(自 2018年４月１日 
至 2018年９月30日) 

 当第２四半期連結累計期間 
(自 2019年４月１日 
至 2019年９月30日) 

売上高 957,847 946,069 

売上原価 811,781 808,936 

売上総利益 146,066 137,132 

販売費及び一般管理費 

給料及び手当 24,544 25,584 

賞与引当金繰入額 3,288 4,084 

退職給付費用 1,663 1,730 

その他 78,392 72,943 

販売費及び一般管理費合計 107,888 104,342 

営業利益 38,177 32,789 

営業外収益 

受取利息 718 618 

受取配当金 1,274 1,273 

為替差益 180 － 

持分法による投資利益 1,165 348 

雑収入 1,220 1,415 

営業外収益合計 4,559 3,656 

営業外費用 

支払利息 2,676 3,567 

為替差損 － 1,388 

雑支出 2,144 1,447 

営業外費用合計 4,821 6,403 

経常利益 37,915 30,041 

特別利益 

固定資産売却益 596 112 

その他 52 147 

特別利益合計 648 260 

特別損失 

固定資産除売却損 185 390 

その他 159 71 

特別損失合計 344 462 

税金等調整前四半期純利益 38,218 29,840 

法人税、住民税及び事業税 11,062 10,148 

法人税等調整額 △311 △666

法人税等合計 10,750 9,481

四半期純利益 27,468 20,359

非支配株主に帰属する四半期純利益 3,350 1,791 

親会社株主に帰属する四半期純利益 24,118 18,567 
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円） 

 前第２四半期連結累計期間 
(自 2018年４月１日 
至 2018年９月30日) 

 当第２四半期連結累計期間 
(自 2019年４月１日 
至 2019年９月30日) 

四半期純利益 27,468 20,359 

その他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 1,695 △84

繰延ヘッジ損益 △31 △334

為替換算調整勘定 1,004 △1,636

退職給付に係る調整額 484 467

持分法適用会社に対する持分相当額 △384 898 

その他の包括利益合計 2,768 △688

四半期包括利益 30,237 19,670 

（内訳） 

親会社株主に係る四半期包括利益 26,939 18,235 

非支配株主に係る四半期包括利益 3,297 1,435 
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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。

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 33,725 259,642 35,133 276,165 1,408 16,523

海 外 64,891 274,359 57,616 241,019 △ 7,275 △ 33,340

海 外 生 産 用 部 品 － 826 － 847 － 21

98,616 534,828 92,749 518,032 △ 5,867 △ 16,795

72,093 170,015 74,458 171,035 2,365 1,019

国 内 － 31,156 － 31,639 － 483

海 外 － 28,166 － 29,103 － 936

－ 59,323 － 60,743 － 1,419

国 内 － 93,080 － 93,463 － 383

海 外 － 12,527 － 15,475 － 2,947

ト ヨ タ － 88,072 － 87,319 － △ 753

－ 193,680 － 196,258 － 2,577

－ 957,847 － 946,069 － △ 11,778

（注）百万円未満は切り捨てて表示しております。

増減

△ 7,594台

当第２四半期
連結累計期間

(自　2019年４月１日
　至　2019年９月30日)

90,104台

　至　2019年９月30日)

72,229台

区　分

前第２四半期
連結累計期間

(自　2018年４月１日
　至　2018年９月30日)

74,559台

97,698台ト ラ ッ ク ・ バ ス

ト ヨ タ 向 け 車 両 2,330台

総 売 上 高

区　分

そ の 他 計

当第２四半期

増減連結累計期間
(自　2019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２四半期
連結累計期間

(自　2018年４月１日
　至　2018年９月30日)
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