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1. 平成27年3月期第1四半期の連結業績（平成26年4月1日～平成26年6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1四半期 112,981 29.6 1,857 ― 1,761 ― 1,060 ―
26年3月期第1四半期 87,154 △20.0 △524 ― △652 ― △443 ―

（注）包括利益 27年3月期第1四半期 1,331百万円 （―％） 26年3月期第1四半期 △443百万円 （―％）

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1四半期 7.17 ―
26年3月期第1四半期 △3.00 ―

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

27年3月期第1四半期 247,680 151,716 61.3 1,025.59
26年3月期 260,368 151,044 58.0 1,021.05
（参考）自己資本 27年3月期第1四半期 151,716百万円 26年3月期 151,044百万円

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 ― 4.50 ― 4.50 9.00
27年3月期 ―
27年3月期（予想） 4.50 ― 4.50 9.00

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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 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

第2四半期(累計) ― ― ― ― ― ― ― ― ―
通期 455,000 △4.1 8,500 △16.4 8,300 △17.2 13,800 105.9 93.29



(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 ： 有 

(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「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 

※ 注記事項

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1Q 157,239,691 株 26年3月期 157,239,691 株
② 期末自己株式数 27年3月期1Q 9,309,031 株 26年3月期 9,308,909 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年3月期1Q 147,930,733 株 26年3月期1Q 147,934,794 株
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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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、本年4月からの消費税引き上げによる影響はあったものの、

政府や日銀による経済政策、金融緩和の効果が継続したことにより、緩やかな回復傾向で推移いたしました。また、

海外では、引き続き米国景気が好調に推移した一方で、新興国経済は未だ不安定な状態が続いております。

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、主に中近東向けの「パト

ロール」や、北米向けの「インフィニティＱＸ８０」、国内・輸出向けの「ＮＶ３５０キャラバン」、国内向けの

「ＮＶ２００バネット」等が増加したことにより、売上台数は前年同期と比べ27.2％増加の47,917台、売上高も29.6

％増加の1,129億円となりました。営業利益は売上高の増加などにより23億円改善の18億円、経常利益も24億円改善

の17億円となりました。四半期純利益につきましては、前年同期と比べ15億円改善の10億円となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

流動資産は、前連結会計年度末と比べ80億円減少の1,696億円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金

が104億円減少、仕掛品が19億円増加したことによるものです。

固定資産は、前連結会計年度末と比べ45億円減少の780億円となりました。これは主に、工具・器具及び備品の

減少32億円によるものです。

この結果、総資産は前連結会計年度末と比べ126億円減少の2,476億円となりました。

　

（負債）

流動負債は、前連結会計年度末と比べ123億円減少の778億円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の

減少84億円、未払法人税等の減少19億円によるものです。

固定負債は、前連結会計年度末と比べ9億円減少の180億円となりました。これは主に、退職給付に係る負債の減

少5億円、その他に含まれるリース債務の減少4億円によるものです。

この結果、負債合計は前連結会計年度末と比べ133億円減少の959億円となりました。

　

（純資産）

純資産合計は、前連結会計年度末と比べ6億円増加の1,517億円となりました。これは主に、四半期純利益の計上

による増加10億円及び剰余金の配当による減少6億円によるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期の連結業績予想につきましては、平成26年5月12日の「平成２６年３月期決算短信」での業績予想を変更して

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。
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２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用の計算

税金費用については、当第１四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。

（３）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」（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

当第１四半期連結会計期間より適用し、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

するとともに、割引率の決定方法を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しております。

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１四半

期連結会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１四半期連結会計期間の期首の退職給付に係る負債が15百万円減少し、利益剰余金が6百万円増

加しております。また、当第１四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はそれぞ

れ19百万円減少しております。
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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１四半期連結会計期間
(平成26年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 657 799

受取手形及び売掛金 76,946 66,497

仕掛品 5,708 7,653

原材料及び貯蔵品 2,239 2,182

預け金 86,697 87,228

その他 5,484 5,277

流動資産合計 177,735 169,638

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 12,581 12,455

機械装置及び運搬具（純額） 24,228 23,426

工具、器具及び備品（純額） 17,558 14,314

土地 17,844 17,844

建設仮勘定 768 612

有形固定資産合計 72,982 68,653

無形固定資産 1,117 1,033

投資その他の資産 8,533 8,353

固定資産合計 82,633 78,041

資産合計 260,368 247,680

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 65,036 56,610

未払法人税等 2,627 654

製品保証引当金 149 163

その他 22,438 20,447

流動負債合計 90,252 77,876

固定負債

製品保証引当金 305 329

退職給付に係る負債 11,568 11,040

その他 7,198 6,717

固定負債合計 19,071 18,087

負債合計 109,323 95,963

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 146,434 146,835

自己株式 △8,361 △8,361

株主資本合計 154,495 154,896

その他の包括利益累計額

退職給付に係る調整累計額 △3,450 △3,180

その他の包括利益累計額合計 △3,450 △3,180

純資産合計 151,044 151,716

負債純資産合計 260,368 247,680
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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１四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

売上高 87,154 112,981

売上原価 86,257 109,523

売上総利益 897 3,458

販売費及び一般管理費 1,422 1,601

営業利益又は営業損失（△） △524 1,857

営業外収益

受取利息 65 79

固定資産賃貸料 47 51

その他 23 19

営業外収益合計 137 150

営業外費用

支払利息 15 13

退職給付会計基準変更時差異の処理額 187 187

その他 62 45

営業外費用合計 264 245

経常利益又は経常損失（△） △652 1,761

特別利益

固定資産売却益 4 21

特別利益合計 4 21

特別損失

固定資産除却損 37 16

工場再編費用 - 110

その他 5 -

特別損失合計 42 127

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前
四半期純損失（△）

△689 1,655

法人税等 △246 595

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株
主損益調整前四半期純損失（△）

△443 1,060

四半期純利益又は四半期純損失（△） △443 1,060
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株
主損益調整前四半期純損失（△）

△443 1,060

その他の包括利益

退職給付に係る調整額 - 270

その他の包括利益合計 - 270

四半期包括利益 △443 1,331

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △443 1,331

少数株主に係る四半期包括利益 - -
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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。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

４．補足情報

連結製品別売上高

区分

前年同四半期
平成26年3月期
第１四半期

当四半期
平成27年3月期
第１四半期

増 減

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 16,451 45,823 20,205 60,221 3,754 14,397

商用車 18,882 28,466 22,580 35,234 3,698 6,767

小型バス 2,332 5,290 5,132 10,765 2,800 5,475

部品売上・その他 ― 7,574 ― 6,760 ― △814

合 計 37,665 87,154 47,917 112,981 10,252 25,826
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