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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第3四半期 405,193 37.1 19,392 △1.5 19,022 9.9 9,306 26.4
22年3月期第3四半期 295,529 △22.9 19,680 △9.1 17,310 △17.9 7,364 △50.4

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

23年3月期第3四半期 59.53 ―
22年3月期第3四半期 47.11 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年3月期第3四半期 272,834 152,016 55.7 972.36
22年3月期 269,464 144,120 53.5 921.83

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  152,016百万円 22年3月期  144,120百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年3月期 ― 4.50 ― 4.50 9.00
23年3月期 ― 4.50 ―
23年3月期 

（予想）
4.50 9.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無   

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 529,000 24.6 20,900 △20.4 20,300 △14.4 8,300 △1.1 53.09



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(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手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に
基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に掲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、
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条件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、四半期決算短信（添付資料）２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 157,239,691株 22年3月期  157,239,691株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  901,330株 22年3月期  897,690株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 156,340,469株 22年3月期3Q 156,334,864株



（参考）平成23年３月期第３四半期（３ヶ月）の連結業績
　　　　　（平成22年10月１日～平成22年12月31日）

（1）連結経営成績（３ヶ 　 （月） ％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 ％

23年3月期第3四半期 122,530 4.0 3,972 △ 61.7 3,833 △ 58.8 2,652 △ 32.6

22年3月期第3四半期 117,781 5.3 10,374 81.9 9,306 72.6 3,933 29.5

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

23年3月期第3四半期 16.96 －

22年3月期第3四半期 25.16 －



1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報 …………………………………………2 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 …………………………………………………2 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 …………………………………………………2 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 …………………………………………………2 

2. その他の情報 ……………………………………………………………………………3 

(1) 重要な子会社の異動の概要 …………………………………………………………3 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ………………………………………3 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ………………………………3 

3. 四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………4 

(1) 四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………4 

(2) 四半期連結損益計算書 ………………………………………………………………6 

【第３四半期連結累計期間】 …………………………………………………………6 

【第３四半期連結会計期間】 …………………………………………………………7 

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………8 

(4) 継続企業の前提に関する注記 ………………………………………………………9 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ………………………………9 

4. 補足情報 …………………………………………………………………………………10 

(1) 連結製品別売上高 ……………………………………………………………………10 

  

○添付資料の目次

-1-

日産車体㈱ (7222) 平成23年3月期 第３四半期決算短信



当第３四半期累計期間のわが国経済は、一部に景気回復の兆しが見られたものの、円高が長期化し、雇
用や個人消費が低い水準で推移するなど、先行きが不透明な状態で推移いたしました。  
このような経済情勢の下、当社が日産自動車株式会社から受注しております自動車は、「セレナ」の生

産終了による減少はあるものの、昨年７月に生産開始の「新型エルグランド」、４月に生産開始の輸出向
け「新型インフィニティＱＸ５６」や「新型パトロール」などの増加により、売上台数は前年同期と比べ
12.2％増加の191,728台、売上高も37.1％増加の4,051億円となりました。営業利益は売上高の増加はある
もののモデルミックスの影響や新車準備費用の増加などにより、1.5％減少の193億円、経常利益は子会社
開業準備費用の減少などにより、9.9％増加の190億円となりました。四半期純利益は、前年同期と比べ
26.4％増加の93億円となりました。 

  

(資産） 
 流動資産は、前連結会計年度末と比べ31億円減少の1,440億円となりました。これは主に、預け金の減
少67億円、売掛金の増加44億円によるものです。 
 固定資産は、前連結会計年度末と比べ65億円増加の1,287億円となりました。これは主に、日産車体九
州㈱での新型車生産開始による工具・器具及び備品の増加112億円によるものです。 
 この結果、総資産は前連結会計年度末と比べ33億円増加の2,728億円となりました。 

  

（負債） 
 流動負債は、前連結会計年度末と比べ54億円減少の1,014億円となりました。これは主に、未払費用の
減少77億円、未払法人税等の減少67億円、リース債務の増加65億円によるものです。 
 固定負債は、前連結会計年度末と比べ微増の194億円となりました。 
 この結果、負債合計は前連結会計年度末と比べ45億円減少の1,208億円となりました。 
  
（純資産） 

 純資産合計は、前連結会計年度末と比べ78億円増加の1,520億円となりました。これは主に、四半期純
利益の計上による増加93億円、剰余金の配当による減少14億円によるものです。 
  

当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、比較的好調に推移いたしましたが、今後の業績につ
きましては先行き不透明なため、平成22年11月4日の第２四半期決算発表時の予想を変更しておりませ
ん。 
 なお、今後の動向により業績に影響を及ぼす場合には、開示基準に従って速やかに開示いたします。 

  

1. 当四半期の連結業績等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

(2) 連結財政状態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
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該当事項はありません。 
  

1.簡便な会計処理 
繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 
 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、又は、一時差異
等の発生状況に著しい変化が認められた場合には、前連結会計年度において使用した将来の業績予測や
タックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

  
2.四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

税金費用の計算 
 税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税
効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算し
ております。なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

1.会計処理の原則・手続の変更 
「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 
第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年

3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20
年3月31日）を適用しております。これにより当第３四半期累計期間の営業利益が32百万円、経常利益
が41百万円、税金等調整前四半期純利益が1,841百万円それぞれ減少しております。 

  
2.表示方法等の変更 
「連結財務諸表に関する会計基準」の適用 

「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20年12月26日）に基づく「財務諸
表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年3月24日 内
閣府令第5号）の適用により、当第３四半期連結累計期間及び当第３四半期連結会計期間では、「少
数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,788 2,359

受取手形及び売掛金 74,790 70,445

仕掛品 7,384 6,396

原材料及び貯蔵品 2,566 2,529

預け金 49,207 55,975

その他 8,371 9,599

貸倒引当金 △14 △15

流動資産合計 144,094 147,290

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 18,824 19,901

機械装置及び運搬具（純額） 33,851 36,875

工具、器具及び備品（純額） 49,351 38,140

土地 18,394 18,394

建設仮勘定 1,698 2,010

有形固定資産合計 122,120 115,322

無形固定資産 1,695 1,920

投資その他の資産 4,923 4,932

固定資産合計 128,739 122,174

資産合計 272,834 269,464
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 60,587 57,728

未払法人税等 1,504 8,258

製品保証引当金 438 573

その他 38,877 40,255

流動負債合計 101,407 106,816

固定負債

製品保証引当金 674 800

退職給付引当金 6,814 6,502

役員退職慰労引当金 96 97

その他 11,824 11,127

固定負債合計 19,410 18,528

負債合計 120,817 125,344

純資産の部

株主資本

資本金 7,904 7,904

資本剰余金 8,517 8,517

利益剰余金 136,076 128,177

自己株式 △481 △479

株主資本合計 152,017 144,120

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1 △0

評価・換算差額等合計 △1 △0

純資産合計 152,016 144,120

負債純資産合計 272,834 269,464
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(2) 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21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 295,529 405,193

売上原価 270,708 380,317

売上総利益 24,821 24,876

販売費及び一般管理費 5,140 5,483

営業利益 19,680 19,392

営業外収益

受取利息 340 96

固定資産賃貸料 156 168

その他 74 97

営業外収益合計 572 362

営業外費用

支払利息 70 67

退職給付会計基準変更時差異の処理額 561 561

子会社開業準備費用 2,200 －

その他 109 104

営業外費用合計 2,942 732

経常利益 17,310 19,022

特別利益

固定資産売却益 3 8

その他 － 0

特別利益合計 3 9

特別損失

固定資産除却損 53 87

減損損失 1,321 679

退職特別加算金 2,392 1,327

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,799

その他 0 182

特別損失合計 3,767 4,077

税金等調整前四半期純利益 13,546 14,954

法人税等 6,181 5,648

少数株主損益調整前四半期純利益 － 9,306

四半期純利益 7,364 9,306
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  【第３四半期連結会計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成22年10月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 117,781 122,530

売上原価 105,536 116,770

売上総利益 12,244 5,760

販売費及び一般管理費 1,870 1,787

営業利益 10,374 3,972

営業外収益

受取利息 75 24

固定資産賃貸料 52 55

その他 29 26

営業外収益合計 157 106

営業外費用

支払利息 22 23

退職給付会計基準変更時差異の処理額 187 187

子会社開業準備費用 979 －

その他 35 34

営業外費用合計 1,224 245

経常利益 9,306 3,833

特別利益

固定資産売却益 0 8

その他 － 0

特別利益合計 0 8

特別損失

固定資産除却損 16 43

減損損失 － 395

退職特別加算金 2,392 69

その他 － 25

特別損失合計 2,408 533

税金等調整前四半期純利益 6,898 3,308

法人税等 2,964 656

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,652

四半期純利益 3,933 2,652
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 (3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 13,546 14,954

減価償却費 11,782 17,506

減損損失 1,321 679

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,799

退職給付引当金の増減額（△は減少） 720 312

受取利息及び受取配当金 △343 △99

支払利息 70 67

固定資産売却損益（△は益） △2 △1

固定資産除却損 53 87

売上債権の増減額（△は増加） △13,612 △4,345

たな卸資産の増減額（△は増加） △403 △1,027

仕入債務の増減額（△は減少） 11,228 2,859

その他 △1,805 △5,614

小計 22,555 27,178

利息及び配当金の受取額 377 109

利息の支払額 △77 △73

法人税等の支払額 △5,943 △12,509

営業活動によるキャッシュ・フロー 16,911 14,705

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出 △20,547 △5,141

固定資産の売却による収入 13 30

貸付けによる支出 △43 －

貸付金の回収による収入 51 1

その他 77 48

投資活動によるキャッシュ・フロー △20,448 △5,060

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △1,406 △1,407

自己株式の取得による支出 △1 △2

ストックオプションの行使による収入 22 －

リース債務の返済による支出 △4,875 △15,575

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,261 △16,984

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △9,798 △7,339

現金及び現金同等物の期首残高 60,055 58,335

現金及び現金同等物の四半期末残高 50,257 50,995
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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4. 補足情報

(1) 連結製品別売上高

区 分

前年同四半期 当四半期

平成22年3月期 平成23年3月期 増 減

第３四半期連結累計期間 第３四半期連結累計期間

台数 金額 台数 金額 台数 金額

台 百万円 台 百万円 台 百万円

 乗用車 96,413 164,103 108,645 261,082 12,232 96,978

 商用車 64,951 84,587 71,830 92,943 6,879 8,356

 小型バス 9,455 18,700 11,253 21,636 1,798 2,935

 部品売上・その他 ― 28,138 ― 29,531 ― 1,393

計 170,819 295,529 191,728 405,193 20,909 109,664
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