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1. 平成27年3月期第2四半期の連結業績（平成26年4月1日～平成26年9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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

27年3月期第2四半期 791,567 △5.2 49,343 △18.4 50,900 △11.4 32,717 △17.3
26年3月期第2四半期 835,370 12.1 60,486 103.5 57,473 104.6 39,572 113.4

（注）包括利益 27年3月期第2四半期 42,820百万円 （△11.5％） 26年3月期第2四半期 48,375百万円 （282.2％）

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

27年3月期第2四半期 57.13 57.04
26年3月期第2四半期 69.20 69.02

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

27年3月期第2四半期 1,029,521 407,481 35.7
26年3月期 1,009,416 379,589 33.7
（参考）自己資本 27年3月期第2四半期 367,124百万円 26年3月期 340,064百万円

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

26年3月期 ― 18.00 ― 20.00 38.00
27年3月期 ― 18.00
27年3月期（予想） ― 20.00 38.00

3. 平成27年 3月期の連結業績予想（平成26年 4月 1日～平成27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 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 1,660,000 △2.3 100,000 △10.9 97,000 △11.1 65,000 △27.1 113.48



(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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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） 27年3月期2Q 574,580,850 株 26年3月期 574,580,850 株
② 期末自己株式数 27年3月期2Q 1,776,386 株 26年3月期 2,023,732 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年3月期2Q 572,716,644 株 26年3月期2Q 571,860,884 株



（参考）個別業績予想

平成27年３月期の個別業績予想（平成26年４月１日～平成27年３月31日）

（％表示は、対前期増減率）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 1,150,000 △5.0 58,000 △12.5 70,000 △8.0 48,000 △33.1 83.78

（注）直近に公表されている個別業績予想からの修正の有無　： 有

売上高 当期純利益
１株当たり当期

純利益
経常利益営業利益
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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、第１四半期連結累計期間を中心に消

費増税前の駆け込み需要の反動減はあったものの、景気回復による荷動きの改善や底堅い建設投資に支え

られ、普通トラック（大型・中型トラック）の総需要は 39.3 千台と前年同期に比べ 5.7 千台(17.0％)の

増加、小型トラックの総需要は 44.1 千台と前年同期に比べ 3.7 千台(9.2％)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 26.1 千台と前年同期に比べ 4.0 千台(17.9％)増加いたしました。 

 海外市場につきましては、タイやインドネシアにおける先行き不透明感を背景とする市場低迷等によ

り、海外トラック・バスの売上台数は 49.8 千台と前年同期に比べ 7.2 千台(△12.7％)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 75.9 千台と前年同期に比べ 3.3 千台

(△4.2％)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「ランドクルーザープラド」の台数が減少した結果、

総売上台数は 87.2 千台と前年同期に比べ 5.3 千台(△5.7％)減少いたしました。 

 

 これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は 7,915 億 67 百万円と前年同期に比べ 438 億 3 百

万円(△5.2％)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等により営業利益は

493 億 43 百万円と前年同期に比べ 111 億 43 百万円(△18.4％)の減益、経常利益は 509 億円と前年同期に

比べ 65 億 73 百万円(△11.4％)の減益、四半期純利益は 327 億 17 百万円と前年同期に比べ 68 億 55 百万

円(△17.3％)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２四半期連結会計期間末の総資産は、前年度末に比べ 201 億 5 百万円増加し、1 兆 295 億 21 百万

円となりました。これは、現金及び預金が 166 億 74 百万円減少したものの、商品及び製品が 380 億 87 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 77 億 86 百万円減少し、6,220 億 40 百万円となりました。これ

は、未払法人税等が 105 億 9 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、前年度末に比べ 278 億 91 百万円増加し、4,074 億 81 百万円となりました。こ

れは、剰余金の配当を 114 億 53 百万円行った一方で、四半期純利益を 327 億 17 百万円計上したこと等に

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、景気回復や底堅い公共投資に支えられ、力強い基調が継

続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、タイやインドネシアの需要

は今後回復基調に向かうことが想定されるものの、その時期や規模についてしっかりと注視してまいり

ます。その他の国や地域においては、市場の拡大を取り込んでいくべく、引き続き、日野ブランドの定

着と拡販を進めてまいります。 

また、収益面におきましては、積極的な販売活動、お客様へのトータルサポートを通じて販売台数の

拡大を目指すとともに、採算改善・原価低減活動を着実に推進します。また、将来を見据えた体質強化

のための構造改革に引き続き取り組んでまいります。 

 なお、当期の業績予想については、以下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 6,600 億円 

         営業利益･････････････････････････････････1,000 億円 

国内トラック・バス販売台数････････････････54.0 千台 

         海外トラック・バス販売台数･･･････････････118.3 千台 

         トヨタ向け車両台数･･･････････････････････167.2 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。 

日野自動車㈱（7205）　平成27年３月期　第２四半期決算短信

-2-



 

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） 

（退職給付に関する会計基準等の適用） 

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第 26 号 平成 24 年５月 17 日。以下「退職給付会計基

準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 25 号 平成 24

年５月 17 日。以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第 35 項本文及び退職給付適

用指針第 67 項本文に掲げられた定めについて第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤

務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変

更、並びに割引率の決定方法を割引率決定の基礎となる債券の期間について従業員の平均残存勤務期間

に近似した年数を基礎に決定する方法から退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映

した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。 

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第 37 項に定める経過的な取扱いに従って、

当第２四半期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額

を利益剰余金に加減しております。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が 1,292 百万円増加し、利益剰余

金が 819 百万円減少しております。なお、当第２四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。 

 

（企業結合会計基準等の適用） 

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第 21 号 平成 25 年９月 13 日。以下「企業結合会計基

準」という。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 22 号 平成 25 年９月 13 日。以

下「連結会計基準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成 25 年

９月 13 日。以下「事業分離等会計基準」という。）等が平成 26 年４月１日以後開始する連結会計年度

の期首から適用できることになったことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等（た

だし、連結会計基準第 39 項に掲げられた定めを除く。）を適用し、支配が継続している場合の子会社に

対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結

会計年度の費用として計上する方法に変更しております。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実

施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日

の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。 

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第 58‐２項（４）、連結会計基準第 44‐５

項（４）及び事業分離等会計基準第 57‐４項（４）に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期

連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純利益は 323 百万円減少しております。

また、当第２四半期連結会計期間末の資本剰余金が 323 百万円増加しております。 
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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26年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 44,738 28,064

受取手形及び売掛金 285,481 281,486

商品及び製品 94,211 132,298

仕掛品 26,055 29,517

原材料及び貯蔵品 35,205 37,244

その他 68,879 53,387

貸倒引当金 △4,050 △4,010

流動資産合計 550,522 557,987

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 93,667 99,335

機械装置及び運搬具（純額） 82,349 84,836

土地 99,574 99,438

その他（純額） 52,293 49,469

有形固定資産合計 327,884 333,079

無形固定資産 17,589 17,407

投資その他の資産

投資有価証券 101,330 109,237

その他 15,396 15,120

貸倒引当金 △3,308 △3,311

投資その他の資産合計 113,419 121,046

固定資産合計 458,893 471,533

資産合計 1,009,416 1,029,521

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 247,492 258,916

短期借入金 108,883 108,348

1年内返済予定の長期借入金 18,012 13,037

未払法人税等 23,275 12,765

製品保証引当金 26,891 31,358

その他の引当金 5,705 4,972

その他 87,198 69,604

流動負債合計 517,460 499,002

固定負債

長期借入金 15,219 20,290

退職給付に係る負債 60,680 61,937

その他の引当金 1,712 1,632

その他 34,753 39,176

固定負債合計 112,365 123,037

負債合計 629,826 622,040
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26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 64,835 65,211

利益剰余金 177,040 197,484

自己株式 △751 △658

株主資本合計 313,841 334,755

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 34,554 38,863

繰延ヘッジ損益 △76 △108

土地再評価差額金 1,927 1,927

為替換算調整勘定 △4,600 △3,047

退職給付に係る調整累計額 △5,582 △5,265

その他の包括利益累計額合計 26,223 32,369

新株予約権 212 182

少数株主持分 39,312 40,174

純資産合計 379,589 407,481

負債純資産合計 1,009,416 1,029,521
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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 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

売上高 835,370 791,567

売上原価 687,112 651,308

売上総利益 148,257 140,258

販売費及び一般管理費

給料及び手当 18,953 20,880

賞与引当金繰入額 2,178 2,428

退職給付引当金繰入額 1,427 ―

退職給付費用 ― 1,273

その他 65,211 66,333

販売費及び一般管理費合計 87,771 90,915

営業利益 60,486 49,343

営業外収益

受取利息 557 667

受取配当金 1,662 1,679

為替差益 ― 769

持分法による投資利益 ― 444

雑収入 1,170 1,669

営業外収益合計 3,391 5,230

営業外費用

支払利息 2,365 2,851

為替差損 3,432 ―

持分法による投資損失 71 ―

雑支出 533 821

営業外費用合計 6,403 3,672

経常利益 57,473 50,900

特別利益

固定資産売却益 35 681

投資有価証券売却益 43 12

負ののれん発生益 1,209 ―

その他 13 57

特別利益合計 1,301 751

特別損失

固定資産除売却損 422 242

減損損失 21 20

その他 32 71

特別損失合計 476 334

税金等調整前四半期純利益 58,298 51,317

法人税、住民税及び事業税 16,638 15,836

法人税等調整額 △2,534 △541

法人税等合計 14,104 15,295

少数株主損益調整前四半期純利益 44,194 36,022

少数株主利益 4,621 3,304

四半期純利益 39,572 32,717
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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 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 44,194 36,022

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 5,867 3,726

繰延ヘッジ損益 256 △32

為替換算調整勘定 △3,305 2,270

退職給付に係る調整額 ― 301

持分法適用会社に対する持分相当額 1,364 532

その他の包括利益合計 4,181 6,798

四半期包括利益 48,375 42,820

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 44,073 38,863

少数株主に係る四半期包括利益 4,302 3,957
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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 22,133 157,477 26,086 180,600 3,953 23,122

海 外 57,011 244,227 49,770 205,802 △ 7,241 △ 38,425

海 外 生 産 用 部 品 － 1,342 － 1,063 － △ 278

79,144 403,048 75,856 387,466 △ 3,288 △ 15,581

92,492 203,541 87,176 178,512 △ 5,316 △ 25,029

国 内 － 26,218 － 27,493 － 1,275

海 外 － 19,543 － 22,935 － 3,391

－ 45,762 － 50,429 － 4,666

国 内 － 73,125 － 76,869 － 3,744

海 外 － 15,923 － 13,878 － △ 2,045

ト ヨ タ － 93,968 － 84,411 － △ 9,557

－ 183,018 － 175,159 － △ 7,858

－ 835,370 － 791,567 － △ 43,803

（注）百万円未満は切り捨てて表示しております。

増減

430台

当第２四半期
連結累計期間

(自　平成26年４月１日
至　平成26年９月30日)

83,402台

至　平成26年９月30日)

92,559台

区　分

前第２四半期
連結累計期間

(自　平成25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

87,221台

82,972台ト ラ ッ ク ・ バ ス

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　平成25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

ト ヨ タ 向 け 車 両 △ 5,338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　平成26年４月１日
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