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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第3四半期 383,147 ― 21,642 ― 21,096 ― 14,840 ―
20年3月期第3四半期 428,372 5.9 23,527 127.0 23,075 131.6 10,721 86.6

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

21年3月期第3四半期 94.94 94.94
20年3月期第3四半期 68.94 68.93

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

21年3月期第3四半期 224,525 141,681 63.1 906.37
20年3月期 255,763 128,595 50.2 820.95

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  141,681百万円 20年3月期  128,307百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 4.00 ― 5.00 9.00
21年3月期 ― 4.50 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 4.50 9.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 476,000 △22.3 19,800 △46.5 18,700 △48.7 9,400 △48.6 60.14

4.  その他 
(1) 期中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) 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  有  

（注）詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(3) 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（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もの） 

（注）詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．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、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想
数値と異なる場合があります。なお、上記の業績予想に関する事項につきましては、3ページの【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧く
ださい。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第
14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
 なお、当第３四半期連結会計期間(平成20年10月1日から平成20年12月31日まで)及び当第３四半期連結累計期間(平成20年4月1日から平成20年12月31日まで)につい
ては、「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20年8月7日 内閣府令第50号)附則第7条第1項第5号のただし書きに
より、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用しております。  

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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  157,239,691株 20年3月期  157,239,691株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  923,233株 20年3月期  948,233株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  156,311,055株 20年3月期第3四半期  155,514,182株
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（参考）平成21年３月期第３四半期（３ヶ月）の連結業績
　　　　　（平成20年10月１日～平成20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 ％

21年3月期第3四半期 111,890 － 5,704 － 5,392 － 3,038 －

20年3月期第3四半期 － － － － － － － －

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

21年3月期第3四半期 19.44 －

20年3月期第3四半期 － －
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当第３四半期累計期間のわが国経済は、米国の金融危機に端を発した世界的な景気後退、信用収縮、急
激な円高などによる企業収益の悪化から設備投資が減少し、個人消費も低迷するなど、景気は先行き不透
明な状況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、輸出向け「パト

ロール」や「ピックアップ」の増加はあるものの、「インフィニティFX」に加え「エルグランド」「セレ
ナ」「キャラバン」の減少などにより、前年同期と比べ11.8％減少の225,025台、売上高も10.6％減少の
3,831億円となりました。営業利益は売上高の減少により、8.0％減少の216億円、経常利益も8.6％減少の
210億円となりました。また、四半期純利益はリース会計基準の適用に伴う特別利益47億円の計上などに
より、前年同期と比べ38.4％増加の148億円となりました。 

なお、前年同期比は参考として記載しております。 

  

(資産） 
 流動資産は、前連結会計年度末と比べ387億円減少の1,339億円となりました。これは主に、受取手形及
び売掛金が432億円減少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75億円増加の905億円となりました。これは、リース会計基準適
用によりリース資産を有形固定資産へ67億円計上したことなどによるものです。 
 この結果、総資産は前連結会計年度末と比べ312億円減少の2,245億円となりました。 

  

（負債） 
 流動負債は、前連結会計年度末と比べ455億円減少の748億円となりました。これは主に、支払手形及び
買掛金が394億円減少したことによるものです。 
 固定負債は、前連結会計年度末と比べ11億円増加の80億円となりました。これは、リース会計基準適用
によりリース債務を10億円計上したことなどによるものです。 
 この結果、負債合計は前連結会計年度末と比べ443億円減少の828億円となりました。 
  
（純資産） 

 純資産合計は、前連結会計年度末と比べ130億円増加の1,416億円となりました。これは主に、利益剰余
金が133億円増加したことによるものです。 
  

平成21年３月期の連結業績予想につきましては、自動車市場の急激な環境悪化により、売上高、損益と
もに前回発表予想を下回る見込みです。それに伴い、売上高4,760億円、営業利益198億円、経常利益187
億円、当期純利益94億円に修正いたしました。 

  

【定性的情報・財務諸表等】

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。 
  

（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。 

  

（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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸
表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期
連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
なお、当第３四半期連結会計期間（平成20年10月1日から平成20年12月31日まで）及び当第３四半期

連結累計期間（平成20年4月1日から平成20年12月31日まで）については、「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20年8月7日内閣府令第50号）附則第7条
第1項第5号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用しております。 

  

②所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理
によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成5年6月17日（企
業会計審議会第一部会）、平成19年3月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」
（企業会計基準適用指針第16号（平成6年1月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年
3月30日改正））が平成20年4月1日以降開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用する
ことができることになったことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通
常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。なお、リース取引開始日が適用初年度開
始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引についても、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処
理に変更し、適用初年度期首までの税金等調整前当期純利益に係る累積的影響額を特別利益に計上して
おります。   
 これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益が1,664百万円、経常利益が1,722百万円減少し、
税金等調整前四半期純利益が3,014百万円増加しております。また、当第３四半期連結会計期間末の有
形固定資産が6,713百万円、流動負債のその他に含まれるリース債務が2,946百万円、固定負債のその他
に含まれるリース債務が1,053百万円それぞれ増加しております。 

  

4. その他
(1) 期中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)

(2) 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

(3) 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
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5.【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20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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,422 1,449

受取手形及び売掛金 58,823 102,095

商品及び製品 23 17

仕掛品 6,676 3,766

原材料及び貯蔵品 2,128 2,684

預け金 56,198 52,486

その他 8,692 10,247

貸倒引当金 △10 △12

流動資産合計 133,955 172,734

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 20,905 21,962

機械装置及び運搬具（純額） 23,155 24,557

工具、器具及び備品（純額） 12,154 6,793

土地 18,394 18,394

建設仮勘定 9,548 5,058

有形固定資産合計 84,157 76,766

無形固定資産 1,936 2,002

投資その他の資産 4,476 4,259

固定資産合計 90,570 83,028

資産合計 224,525 255,763

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 45,454 84,894

未払法人税等 6,226 10,110

製品保証引当金 839 1,010

その他 22,308 24,317

流動負債合計 74,828 120,333

固定負債   

退職給付引当金 5,368 4,828

役員退職慰労引当金 95 264

製品保証引当金 1,239 1,601

その他 1,312 139

固定負債合計 8,015 6,833

負債合計 82,844 127,167

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,904 7,904

資本剰余金 8,510 8,503

利益剰余金 125,758 112,403

自己株式 △492 △504

株主資本合計 141,682 128,306

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

少数株主持分 － 288

純資産合計 141,681 128,595

負債純資産合計 224,525 255,763
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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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 383,147

売上原価 353,947

売上総利益 29,200

販売費及び一般管理費 7,557

営業利益 21,642

営業外収益  

受取利息 346

固定資産賃貸料 176

その他 87

営業外収益合計 610

営業外費用  

支払利息 80

退職給付会計基準変更時差異の処理額 561

子会社開業準備費用 385

その他 130

営業外費用合計 1,156

経常利益 21,096

特別利益  

リース会計基準の適用に伴う影響額 4,736

関係会社清算益 51

その他 4

特別利益合計 4,792

特別損失  

固定資産除却損 135

退職特別加算金 352

その他 1

特別損失合計 489

税金等調整前四半期純利益 25,399

法人税等 10,558

四半期純利益 14,840
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 111,890

売上原価 102,949

売上総利益 8,940

販売費及び一般管理費 3,236

営業利益 5,704

営業外収益  

受取利息 125

固定資産賃貸料 54

その他 28

営業外収益合計 207

営業外費用  

支払利息 25

退職給付会計基準変更時差異の処理額 187

子会社開業準備費用 269

その他 37

営業外費用合計 519

経常利益 5,392

特別利益  

固定資産売却益 0

特別利益合計 0

特別損失  

固定資産除却損 28

特別損失合計 28

税金等調整前四半期純利益 5,363

法人税等 2,324

四半期純利益 3,038
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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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20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 25,399

減価償却費 12,030

退職給付引当金の増減額（△は減少） 539

受取利息及び受取配当金 △349

支払利息 80

リース会計基準の適用に伴う影響額 △4,736

固定資産除却損 135

売上債権の増減額（△は増加） 43,271

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,359

仕入債務の増減額（△は減少） △39,440

その他 △4,138

小計 30,432

利息及び配当金の受取額 340

利息の支払額 △87

法人税等の支払額 △14,432

営業活動によるキャッシュ・フロー 16,253

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 △7,746

固定資産の売却による収入 6

貸付金の回収による収入 8

関係会社の整理による収入 151

その他 36

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,543

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △1,484

自己株式の取得による支出 △4

ストックオプションの行使による収入 24

リース債務の返済による支出 △3,559

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,024

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,685

現金及び現金同等物の期首残高 53,935

現金及び現金同等物の四半期末残高 57,620
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

なお、当第３四半期連結会計期間（平成20年10月1日から平成20年12月31日まで）及び当第３四半期連

結累計期間（平成20年4月1日から平成20年12月31日まで）については、「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20年8月7日内閣府令第50号）附則第7条第1項第

5号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用しております。 

  

該当事項なし 

  

該当事項なし 

  

  

(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

日産車体(株)(7222)平成21年3月期第３四半期決算短信
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「参考資料」 
前四半期にかかる財務諸表 
四半期連結損益計算書（自 平成 19 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 12 月 31 日） 

平成 20 年３月期 第３四半期
                    

科  目 

 金 額 

 百万円

Ⅰ売上高 428,372 

Ⅱ売上原価 397,602 

  売 上 総 利 益 30,770 

Ⅲ販売費及び一般管理費 7,242 

  営 業 利 益 23,527 

Ⅳ営業外収益 538 

Ⅴ営業外費用 990 

経 常 利 益 23,075 

Ⅵ特別利益 1 

Ⅶ特別損失 4,580 

税金等調整前四半期純利益 18,496 

税 金 費 用 7,664 

少 数 株 主 利 益 111 

四 半 期 純 利 益 10,721 

 
６.その他の情報 
連結製品別売上高 

前年同四半期 

平成 20 年３月期 

第３四半期連結累計期間

当四半期 

平成 21 年３月期 

第３四半期連結累計期間

増  減 

 

区 分 

台 数 金 額 台 数 金 額 台 数 金 額  

 

乗   用   車 

台 

129,307 

百万円

242,796

台

101,174

百万円

186,292

台 

△28,133 

百万円 

△56,504 

商   用   車 107,109 123,556 106,225 130,704 △884 7,147 

小 型 バ ス 18,583 33,533 17,626 35,260 △957 1,726 

部品売上･ その他 － 28,485 － 30,889 － 2,404 

計 254,999 428,372 225,025 383,147 △29,974 △45,224 
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