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1. 平成30年3月期第2四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29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 ％

30年3月期第2四半期 849,977 6.4 34,921 6.2 36,937 15.1 23,001 1.8

29年3月期第2四半期 799,112 △6.9 32,876 △39.3 32,086 △38.3 22,597 △39.3

（注）包括利益 30年3月期第2四半期　　32,678百万円 （278.0％） 29年3月期第2四半期　　8,645百万円 （△67.1％）

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2四半期 40.09 40.08

29年3月期第2四半期 39.41 39.38

(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2四半期 1,220,875 533,865 39.8

29年3月期 1,192,385 512,913 39.0

（参考）自己資本 30年3月期第2四半期 486,397百万円 29年3月期 465,289百万円

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 ― 11.00 ― 15.00 26.00

30年3月期 ― 13.00

30年3月期（予想） ― 13.00 26.00

（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、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 1,760,000 4.5 75,000 5.4 77,000 6.9 50,000 1.2 87.15

（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） 30年3月期2Q 574,580,850 株 29年3月期 574,580,850 株

② 期末自己株式数 30年3月期2Q 842,796 株 29年3月期 903,739 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期2Q 573,716,656 株 29年3月期2Q 573,454,134 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

・本資料に記載されている業績の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、普通トラック（大型・中型トラッ

ク）の総需要は 45.5 千台と前年同期に比べ 0.3 千台(△0.6％)減少した一方で、小型トラックの総需要は

48.9 千台と前年同期に比べ 0.2 千台(0.3％)の増加となり、普通トラック、小型トラック総合計では前年

並みとなりました。 

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 31.4 千台と前年同期に比べ 0.5千台(1.7％)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、海外トラック・バスの売上台

数は 54.0千台と前年同期に比べ 3.6千台(7.1％)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 85.4 千台と前年同期に比べ 4.1 千台

(5.1％)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 SUV の台数が減少した結果、総売上台数は 68.4 千台

と前年同期に比べ 2.7 千台(△3.8％)減少いたしました。 

 

 以上により、当第２四半期連結累計期間の売上高は 8,499 億 77 百万円と前年同期に比べ 508 億 64 百万

円(6.4％)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 349 億 21 百万円と前年同期に比べ 20 億 44 百万円(6.2％)の増益、経常利益は 369 億 37 百万円と

前年同期に比べ 48 億 50 百万円(15.1％)の増益、親会社株主に帰属する四半期純利益は 230 億１百万円と

前年同期に比べ４億４百万円(1.8％)の増益となりました。 

 

（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、前年度末に比べ 284億 89 百万円増加し、１兆 2,208億 75 百

万円となりました。これは、たな卸資産が 205 億 97 百万円、投資有価証券が 83 億 87 百万円それぞれ増

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 75 億 37 百万円増加し、6,870 億９百万円となりました。これ

は、未払金が 88 億 87 百万円減少した一方で、有利子負債が 112 億 48 百万円、未払法人税等が 31 億 89

百万円それぞれ増加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 209 億 52 百万円増加し、5,338 億 65 百万円となりました。こ

れは、剰余金の配当を 86 億７百万円行った一方で、親会社株主に帰属する四半期純利益を 230 億１百万

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 

 国内のトラック・バス市場につきましては、引き続き底堅く推移するものと予想されます。また海外

のトラック・バス市場につきましては、当社の主力市場であるインドネシアを中心にアジア市場の好調

の継続が予想されます。 

 以上より、国内・海外市場での販売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 7,600億円 

         営業利益･･･････････････････････････････････750億円 

国内トラック・バス販売台数････････････････67.0千台 

         海外トラック・バス販売台数･･･････････････118.0千台 

         トヨタ向け車両台数･･･････････････････････146.8千台 

 

※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
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 32,145 37,004

受取手形及び売掛金 315,221 309,651

商品及び製品 136,841 151,458

仕掛品 32,454 36,344

原材料及び貯蔵品 34,302 36,392

その他 70,523 74,623

貸倒引当金 △3,433 △3,448

流動資産合計 618,056 642,026

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 143,964 144,172

機械装置及び運搬具（純額） 117,933 115,721

土地 115,122 118,072

その他（純額） 48,055 45,177

有形固定資産合計 425,076 423,143

無形固定資産 21,210 19,788

投資その他の資産

投資有価証券 111,230 119,617

その他 19,578 19,114

貸倒引当金 △2,766 △2,815

投資その他の資産合計 128,042 135,917

固定資産合計 574,328 578,848

資産合計 1,192,385 1,220,875

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 265,306 263,773

短期借入金 85,468 156,174

コマーシャル・ペーパー 59,000 ―

1年内返済予定の長期借入金 11,204 14,664

未払法人税等 6,725 9,915

製品保証引当金 34,278 37,384

その他の引当金 6,845 6,038

その他 92,308 82,380

流動負債合計 561,136 570,330

固定負債

長期借入金 18,063 14,145

退職給付に係る負債 58,183 58,256

その他の引当金 1,928 1,804

その他 40,160 42,472

固定負債合計 118,335 116,678

負債合計 679,471 687,009
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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２四半期連結会計期間
(平成29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 66,129 66,208

利益剰余金 302,781 317,098

自己株式 △330 △307

株主資本合計 441,297 455,717

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 40,774 45,874

繰延ヘッジ損益 △13 △137

土地再評価差額金 2,318 2,318

為替換算調整勘定 △7,232 △6,106

退職給付に係る調整累計額 △11,855 △11,268

その他の包括利益累計額合計 23,992 30,680

新株予約権 53 43

非支配株主持分 47,570 47,423

純資産合計 512,913 533,865

負債純資産合計 1,192,385 1,220,875
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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28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

売上高 799,112 849,977

売上原価 671,142 711,432

売上総利益 127,969 138,544

販売費及び一般管理費

給料及び手当 22,297 23,019

賞与引当金繰入額 2,815 2,961

退職給付費用 1,623 1,590

その他 68,356 76,051

販売費及び一般管理費合計 95,093 103,622

営業利益 32,876 34,921

営業外収益

受取利息 509 683

受取配当金 2,282 1,773

為替差益 ― 711

持分法による投資利益 750 732

雑収入 1,382 1,465

営業外収益合計 4,925 5,366

営業外費用

支払利息 2,386 2,432

為替差損 2,235 ―

雑支出 1,093 917

営業外費用合計 5,715 3,350

経常利益 32,086 36,937

特別利益

固定資産売却益 62 91

投資有価証券売却益 806 2,605

その他 45 11

特別利益合計 914 2,707

特別損失

固定資産除売却損 144 203

特別品質対策費 ― 1,510

その他 294 60

特別損失合計 439 1,774

税金等調整前四半期純利益 32,562 37,869

法人税、住民税及び事業税 9,029 12,922

法人税等調整額 △1,848 △989

法人税等合計 7,181 11,933

四半期純利益 25,380 25,936

非支配株主に帰属する四半期純利益 2,783 2,934

親会社株主に帰属する四半期純利益 22,597 23,001
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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28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

四半期純利益 25,380 25,936

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △2,606 3,851

繰延ヘッジ損益 6 △197

為替換算調整勘定 △13,565 1,122

退職給付に係る調整額 589 559

持分法適用会社に対する持分相当額 △1,158 1,405

その他の包括利益合計 △16,734 6,741

四半期包括利益 8,645 32,678

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 9,793 29,690

非支配株主に係る四半期包括利益 △1,147 2,987
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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 30,875 224,349 31,404 228,656 529 4,307

海 外 50,464 197,124 54,045 230,969 3,581 33,844

海 外 生 産 用 部 品 － 519 － 688 － 169

81,339 421,993 85,449 460,314 4,110 38,321

71,121 158,874 68,436 150,287 △ 2,685 △ 8,586

国 内 － 29,855 － 30,346 － 490

海 外 － 22,239 － 25,725 － 3,485

－ 52,095 － 56,071 － 3,976

国 内 － 81,967 － 89,072 － 7,104

海 外 － 6,611 － 9,670 － 3,058

ト ヨ タ － 77,570 － 84,559 － 6,989

－ 166,149 － 183,302 － 17,152

－ 799,112 － 849,977 － 50,864

（注）百万円未満は切り捨てて表示しております。

増減

3,893台

当第２四半期
連結累計期間

(自　平成29年４月１日
　至　平成29年９月30日)

88,697台

　至　平成29年９月30日)

71,297台

区　分

前第２四半期
連結累計期間

(自　平成28年４月１日
　至　平成28年９月30日)

68,610台

84,804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28年４月１日
　至　平成28年９月30日)

ト ヨ タ 向 け 車 両 △ 2,687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29年４月１日
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