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

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

29年3月期第3四半期 1,210,643 △7.3 50,522 △37.9 52,723 △33.0 35,213 △37.0

（注）包括利益 30年3月期第3四半期　　58,357百万円 （45.6％） 29年3月期第3四半期　　40,069百万円 （△22.3％）

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3四半期 68.43 68.41

29年3月期第3四半期 61.40 61.37

(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3四半期 1,248,567 552,087 40.2

29年3月期 1,192,385 512,913 39.0

（参考）自己資本 30年3月期第3四半期 502,187百万円 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 1,770,000 5.1 78,000 9.6 80,000 11.0 52,000 5.2 90.63

（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3Q 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3Q 841,406 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3Q 573,724,126 株 29年3月期3Q 573,471,436 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、普通トラック（大型・中型トラッ

ク）の総需要は 66.1 千台と前年同期に比べ 2.9 千台(△4.2％)減少、小型トラックの総需要は 75.2 千台

と前年同期に比べ 0.7 千台(0.9％)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をやや下

回りました。 

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 48.0 千台と前年同期に比べ 1.3千台(2.8％)増加いたしました。 

 海外市場につきましては、引き続き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 86.7 千台と前年同期に比べ 9.8千台(12.7％)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 134.6 千台と前年同期に比べ 11.1 千

台(9.0％)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 の台数が増加した結果、総売上台数は 110.8 千台

と前年同期に比べ 2.8 千台(2.6％)増加いたしました。 

 

 以上により、当第３四半期連結累計期間の売上高は１兆 3,280 億 45 百万円と前年同期に比べ 1,174 億

２百万円(9.7％)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 613 億 86 百万円と前年同期に比べ 108 億 64 百万円(21.5％)の増益、経常利益は 633 億 84

百万円と前年同期に比べ 106 億 60 百万円(20.2％)の増益、親会社株主に帰属する四半期純利益は 392 億

57 百万円と前年同期に比べ 40 億 44百万円(11.5％)の増益となりました。 

 

（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、前年度末に比べ 561億 82 百万円増加し、１兆 2,485億 67 百

万円となりました。これは、たな卸資産が 418 億 52 百万円、株価の上昇により投資有価証券が 168 億 23

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 170 億８百万円増加し、6,964 億 79 百万円となりました。これ

は、有利子負債が 151 億３百万円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 391 億 74 百万円増加し、5,520 億 87 百万円となりました。こ

れは、親会社株主に帰属する四半期純利益を 392 億 57 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、引き続き堅調に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も、当社の主力市場であるインドネシアを中心に引き続き好調の継

続が予想されます。 

 なお、通期の業績予想につきましては、当第３四半期連結累計期間における為替円安の影響を踏ま

え、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 7,700億円 

         営業利益･･･････････････････････････････････780億円 

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３四半期連結会計期間
(平成29年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 32,145 47,464

受取手形及び売掛金 315,221 295,694

商品及び製品 136,841 171,956

仕掛品 32,454 33,931

原材料及び貯蔵品 34,302 39,563

その他 70,523 77,974

貸倒引当金 △3,433 △3,498

流動資産合計 618,056 663,086

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 143,964 143,849

機械装置及び運搬具（純額） 117,933 109,093

土地 115,122 118,240

その他（純額） 48,055 50,569

有形固定資産合計 425,076 421,752

無形固定資産 21,210 19,086

投資その他の資産

投資有価証券 111,230 128,053

その他 19,578 19,594

貸倒引当金 △2,766 △3,005

投資その他の資産合計 128,042 144,642

固定資産合計 574,328 585,480

資産合計 1,192,385 1,248,567

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 265,306 272,317

短期借入金 85,468 159,127

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 17,729

未払法人税等 6,725 9,244

製品保証引当金 34,278 38,563

その他の引当金 6,845 3,053

その他 92,308 79,244

流動負債合計 561,136 579,279

固定負債

長期借入金 18,063 11,982

退職給付に係る負債 58,183 58,469

その他の引当金 1,928 1,918

その他 40,160 44,830

固定負債合計 118,335 117,200

負債合計 679,471 696,479
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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３四半期連結会計期間
(平成29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 66,129 66,208

利益剰余金 302,781 325,894

自己株式 △330 △307

株主資本合計 441,297 464,513

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 51,736

繰延ヘッジ損益 △13 △103

土地再評価差額金 2,318 2,318

為替換算調整勘定 △7,232 △5,276

退職給付に係る調整累計額 △11,855 △11,000

その他の包括利益累計額合計 23,992 37,674

新株予約権 53 43

非支配株主持分 47,570 49,856

純資産合計 512,913 552,087

負債純資産合計 1,192,385 1,248,567
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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28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

当第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)

売上高 1,210,643 1,328,045

売上原価 1,014,847 1,111,596

売上総利益 195,795 216,449

販売費及び一般管理費

給料及び手当 36,185 37,747

賞与引当金繰入額 1,410 1,459

退職給付費用 2,412 2,392

その他 105,264 113,463

販売費及び一般管理費合計 145,273 155,062

営業利益 50,522 61,386

営業外収益

受取利息 871 1,135

受取配当金 2,715 2,241

為替差益 244 130

持分法による投資利益 1,421 1,180

雑収入 1,988 2,490

営業外収益合計 7,240 7,179

営業外費用

支払利息 3,565 3,602

雑支出 1,473 1,578

営業外費用合計 5,039 5,181

経常利益 52,723 63,384

特別利益

固定資産売却益 93 101

投資有価証券売却益 806 2,955

その他 36 7

特別利益合計 936 3,064

特別損失

固定資産除売却損 218 367

特別品質対策費 ― 1,510

その他 380 148

特別損失合計 599 2,026

税金等調整前四半期純利益 53,060 64,422

法人税、住民税及び事業税 13,963 20,231

法人税等調整額 △851 △21

法人税等合計 13,111 20,209

四半期純利益 39,948 44,212

非支配株主に帰属する四半期純利益 4,735 4,954

親会社株主に帰属する四半期純利益 35,213 39,257
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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28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

当第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)

四半期純利益 39,948 44,212

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 4,306 8,443

繰延ヘッジ損益 △250 △213

為替換算調整勘定 △2,682 2,338

退職給付に係る調整額 869 796

持分法適用会社に対する持分相当額 △2,121 2,779

その他の包括利益合計 120 14,145

四半期包括利益 40,069 58,357

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 36,886 52,939

非支配株主に係る四半期包括利益 3,182 5,417
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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 46,637 337,028 47,957 346,959 1,320 9,930

海 外 76,919 302,846 86,679 368,835 9,760 65,989

海 外 生 産 用 部 品 － 864 － 1,122 － 258

123,556 640,738 134,636 716,916 11,080 76,178

107,980 238,517 110,791 247,586 2,811 9,069

国 内 － 45,789 － 46,753 － 963

海 外 － 34,056 － 39,920 － 5,864

－ 79,845 － 86,674 － 6,828

国 内 － 124,631 － 133,065 － 8,433

海 外 － 10,360 － 16,247 － 5,886

ト ヨ タ － 116,548 － 127,555 － 11,006

－ 251,541 － 276,868 － 25,326

－ 1,210,643 － 1,328,045 － 117,402

（注）百万円未満は切り捨てて表示しております。

ト ヨ タ 向 け 車 両 2,846台

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29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28年４月１日
　至　平成28年12月31日) 　至　平成29年12月31日)

108,135台

区　分

前第３四半期
連結累計期間

(自　平成28年４月１日
　至　平成28年12月31日)

110,981台

127,196台ト ラ ッ ク ・ バ ス

増減

11,668台

当第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)

138,864台
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