
平成25年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成25年1月30日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 日野自動車株式会社 上場取引所 東 名 

コード番号 7205 URL http://www.hino.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 白井 芳夫

問合せ先責任者 （役職名） 総合企画部 広報室長 （氏名） 上野 仁 TEL 042-586-5494
四半期報告書提出予定日 平成25年2月4日

配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有

四半期決算説明会開催の有無 ： 有 （マスコミ・アナリスト向け）

1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期第3四半期 1,103,872 24.4 43,773 116.8 44,734 159.2 29,992 520.9
24年3月期第3四半期 887,412 △3.4 20,188 △13.6 17,258 △10.0 4,830 △39.1

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 35,456百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 1,688百万円 （△69.5％）

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

25年3月期第3四半期 52.56 52.51
24年3月期第3四半期 8.48 8.47

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 831,753 262,356 28.0
24年3月期 845,008 234,931 24.7

（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  233,069百万円 24年3月期  209,072百万円

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

24年3月期 ― 3.00 ― 5.00 8.00
25年3月期 ― 8.00 ―

25年3月期（予想） 8.00 16.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 1,500,000 14.1 60,000 59.9 59,000 70.6 42,000 157.6 73.59



(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 

（注）詳細は、【添付資料】３ページ「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】」をご覧ください。 

(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
半期レビュー手続きが実施中です。 

※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。業績予想の前提となる仮定及び業
績予想のご利用にあたっての注意事項等については、【添付資料】２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご
覧ください。 

※  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   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期3Q 574,580,850 株 24年3月期 574,580,850 株

② 期末自己株式数 25年3月期3Q 3,647,079 株 24年3月期 4,292,804 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 570,583,513 株 24年3月期3Q 569,944,314 株



（参考）個別業績予想

平成25年３月期の個別業績予想（平成24年４月１日～平成25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 1,090,000 11.6 28,000 174.0 37,000 119.3 33,000 207.0 57.81

（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３四半期（９ヶ月）における国内普通トラック（大型・中型トラック）市場につきましては、復興

需要やエコカー補助金等により、総需要は 49 千台と前年同四半期に比べ 10 千台(25.5％)増加いたしまし

た。また、小型トラック市場におきましても、総需要は 55 千台と前年同四半期に比べ 11 千台(25.4％)増

加いたしました。 

国内売上につきましては、積極的な販売活動に取り組んだことにより、国内トラック・バス総合計で

31 千台と前年同四半期に比べ 5千台(21.6％)増加いたしました。 

 海外売上につきましては、インドネシアやタイなどのアジアでの販売が好調であったことにより、海外

売上台数は 83 千台と前年同四半期に比べ 21 千台(34.8%)増加いたしました。 

 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 113 千台となり、前年同四半期に比べ

27 千台(30.9％)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「ランドクルーザープラド」が増加した結果、総売上

台数は 133 千台と前年同四半期に比べ 32 千台(31.3％)増加いたしました。 

 以上により、売上高は 1 兆 1,038 億 72 百万円と前年同四半期に比べ 2,164 億 59 百万円(24.4％)の増収

となりました。損益面におきましては、生産・販売台数増加に伴う諸経費の増加や為替円高などの影響を

受けたものの、売上高が増加したことおよび採算改善・原価低減活動を実施したことにより営業利益は

437 億 73 百万円(前年同四半期に比べ 235 億 84 百万円の増益)、経常利益は 447 億 34 百万円(同 274 億 75

百万円の増益)となり、四半期純利益は 299 億 92 百万円（同 251 億 61 百万円の増益）となりました。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期末の総資産は、前年度末に比べ 132 億 54 百万円減少し、8,317 億 53 百万円となりまし

た。これは、たな卸資産が 251 億 13 百万円増加したものの、売上台数が前年度末に比べ少ないため売掛

債権が 359 億 23 百万円減少したこと等によります。 

 負債につきましては、前年度末に比べ 406 億 80 百万円減少し、5,693 億 96 百万円となりました。これ

は、生産台数が前年度末に比べ少ないため買掛債務が 288 億 7 百万円減少したことおよび有利子負債が

76 億 32 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 274 億 25 百万円増加し、2,623 億 56 百万円となりました。こ

れは、四半期純利益を 299 億 92 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 

 海外の市場については、欧州における信用不安や中国の景気減速といった点に注視していく必要があ

りますが、インドネシアやタイなどのアジアでの需要増加が見込まれます。国内の市場については、エ

コカー補助金が終了となったものの、底堅い需要が予想されます。収益面におきましては、為替円高や

資源価格の不安定さなどによる厳しい経営環境と認識しております。 

以上の状況を踏まえつつ、アジアなどの新興国市場を中心に海外販売台数の更なる拡大を目指すとと

もに、一層の構造改革・体質改善の実行を推進し収益の確保を目指します。 

 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 5,000 億円 

         営業利益･･･････････････････････････････････600 億円 

国内トラック・バス販売台数････････････････42.0 千台 

         海外トラック・バス販売台数･･･････････････114.0 千台 

         トヨタ向け車両台数･･･････････････････････186.5 千台 
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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】 

 （会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

  当社及び一部の国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成 24 年

４月１日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しており

ます。 

  これにより、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益は 377 百万円、経常利益及び

税金等調整前四半期純利益はそれぞれ 380 百万円増加しております。 

 

【追加情報】 

 （連結納税制度の適用） 

  当社及び一部の国内連結子会社は、第１四半期連結会計期間より、連結納税制度を適用しております。 
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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24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 25,850 26,769

受取手形及び売掛金 268,511 232,588

商品及び製品 66,059 85,953

仕掛品 27,196 27,110

原材料及び貯蔵品 28,929 34,235

その他 41,361 42,548

貸倒引当金 △3,236 △3,406

流動資産合計 454,672 445,799

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 86,207 89,250

機械装置及び運搬具（純額） 74,137 72,696

土地 92,317 95,194

その他（純額） 35,159 30,895

有形固定資産合計 287,821 288,038

無形固定資産 17,019 15,819

投資その他の資産   

投資有価証券 72,706 73,954

その他 17,130 12,528

貸倒引当金 △4,341 △4,387

投資その他の資産合計 85,494 82,096

固定資産合計 390,336 385,953

資産合計 845,008 831,753

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 237,347 208,539

短期借入金 76,580 120,563

コマーシャル・ペーパー 33,000 19,800

1年内返済予定の長期借入金 42,611 21,849

未払法人税等 4,459 5,641

製品保証引当金 14,110 18,173

その他の引当金 4,570 2,089

その他 64,912 58,162

流動負債合計 477,592 454,818

固定負債   

長期借入金 39,063 21,410

退職給付引当金 52,724 53,084

その他の引当金 1,786 1,576

その他 38,908 38,506

固定負債合計 132,483 114,577

負債合計 610,076 569,396
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24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 64,361 64,461

利益剰余金 66,472 89,047

自己株式 △1,520 △1,292

株主資本合計 202,031 224,933

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 18,508 18,354

繰延ヘッジ損益 △191 △605

土地再評価差額金 1,973 1,973

為替換算調整勘定 △13,248 △11,586

その他の包括利益累計額合計 7,041 8,135

新株予約権 373 385

少数株主持分 25,485 28,901

純資産合計 234,931 262,356

負債純資産合計 845,008 831,753
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 887,412 1,103,872

売上原価 766,221 944,837

売上総利益 121,190 159,035

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 27,400 28,657

賞与引当金繰入額 964 1,013

退職給付引当金繰入額 2,326 2,192

その他 70,309 83,397

販売費及び一般管理費合計 101,001 115,261

営業利益 20,188 43,773

営業外収益   

受取利息 790 659

受取配当金 1,430 1,654

雑収入 1,689 2,983

営業外収益合計 3,910 5,297

営業外費用   

支払利息 2,550 2,490

為替差損 2,805 448

持分法による投資損失 818 493

雑支出 665 903

営業外費用合計 6,841 4,336

経常利益 17,258 44,734

特別利益   

固定資産売却益 4,186 43

投資有価証券売却益 16 771

退職給付制度改定益 45 －

その他 78 66

特別利益合計 4,326 881

特別損失   

固定資産除売却損 1,169 363

減損損失 21 634

退職給付制度改定損 44 －

災害による損失 6,100 －

その他 177 487

特別損失合計 7,512 1,484

税金等調整前四半期純利益 14,072 44,130

法人税、住民税及び事業税 7,331 9,668

法人税等調整額 △879 561

法人税等合計 6,451 10,229

少数株主損益調整前四半期純利益 7,620 33,901

少数株主利益 2,790 3,908

四半期純利益 4,830 29,992
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 7,620 33,901

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △544 △268

繰延ヘッジ損益 65 △413

土地再評価差額金 383 －

為替換算調整勘定 △5,485 2,088

持分法適用会社に対する持分相当額 △351 149

その他の包括利益合計 △5,932 1,555

四半期包括利益 1,688 35,456

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 404 31,086

少数株主に係る四半期包括利益 1,284 4,370

日野自動車㈱（7205）　平成25年３月期　第３四半期決算短信

－7－



（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 25,431 179,167 30,914 216,961 5,483 37,793

海 外 61,219 222,165 82,535 295,237 21,316 73,071

海 外 生 産 用 部 品 － 1,961 － 3,553 － 1,591

86,650 403,295 113,449 515,752 26,799 112,457

101,140 216,883 132,819 280,451 31,679 63,567

国 内 － 35,860 － 38,047 － 2,186

海 外 － 21,995 － 22,957 － 961

－ 57,856 － 61,005 － 3,148

国 内 － 105,998 － 105,710 － △ 288

海 外 － 25,721 － 20,885 － △ 4,836

ト ヨ タ － 77,656 － 120,067 － 42,410

－ 209,377 － 246,663 － 37,286

－ 887,412 － 1,103,872 － 216,459

（注）百万円未満は切り捨てて表示しております。

132,897台 31,626台

対前年同四半期比

23,769台

当第３四半期
連結累計期間

(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

117,690台

区　分

前第３四半期
連結累計期間

(自　平成23年４月１日
  至　平成23年12月31日)

93,921台

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

ト ラ ッ ク ・ バ ス

連結累計期間
(自　平成23年４月１日

  至　平成23年12月31日)

101,271台ト ヨ タ 向 け 車 両

総 売 上 高

区　分

そ の 他 計

当第３四半期

対前年同四半期比連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)
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