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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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 ％

24年3月期第2四半期 194,347 △31.2 3,476 △77.5 3,266 △78.5 404 △93.9
23年3月期第2四半期 282,663 59.0 15,420 65.7 15,189 89.8 6,654 93.9

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 404百万円 （△93.9％） 23年3月期第2四半期 6,652百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 2.59 ―
23年3月期第2四半期 42.56 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 241,691 149,604 61.9
23年3月期 246,903 149,903 60.7
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  149,604百万円 23年3月期  149,903百万円

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

23年3月期 ― 4.50 ― 4.50 9.00
24年3月期 ― 4.50
24年3月期（予想） ― 4.50 9.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 459,000 △9.3 9,100 △50.0 8,600 △51.4 6,900 △4.1 44.14



(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「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 157,239,691 株 23年3月期 157,239,691 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 901,985 株 23年3月期 901,966 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 156,337,714 株 23年3月期2Q 156,340,971 株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響による厳しい経済環境から

徐々に回復基調にありますが、株価の低迷、円高の進行、電力不足など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、本年３月に

「アトラスF24」を生産開始したことや輸出向け「インフィニティＱＸ５６」の増加がある一方、「エ

ルグランド」「ピックアップ」の減少並びに昨年９月で「セレナ」の生産を終了したことなどにより、

売上台数は前年同期と比べ40.3％減少の84,097台、売上高も31.2％減少の1,943億円となりました。営

業利益は売上高の減少などにより77.5％減少の34億円、経常利益も78.5％減少の32億円となりました。

また、特別損益は東日本大震災による災害損失13億円の計上、減損損失9億円の計上、昨年は資産除去

債務会計基準の適用に伴う影響額が特別損失として17億円計上されたのに対し、当四半期は計上されて

いないことなどがあり、四半期純利益は前年同期と比べ93.9％減少の4億円となりました。 

  

(資産） 

 流動資産は、前連結会計年度末と比べ57億円増加の1,241億円となりました。これは主に、受取手形

及び売掛金の増加118億円、仕掛品の増加41億円、預け金の減少62億円、原材料及び貯蔵品の減少20億

円によるものです。 

 固定資産は、前連結会計年度末と比べ109億円減少の1,175億円となりました。 

 この結果、総資産は前連結会計年度末と比べ52億円減少の2,416億円となりました。 

  

（負債） 

 流動負債は、前連結会計年度末と比べ5億円減少の803億円となりました。 

 固定負債は、前連結会計年度末と比べ44億円減少の117億円となりました。これは主に、リース債務

の減少40億円によるものです。 

 この結果、負債合計は前連結会計年度末と比べ49億円減少の920億円となりました。 

  

（純資産） 

 純資産合計は、前連結会計年度末と比べ2億円減少の1,496億円となりました。これは主に、四半期純

利益の計上による増加4億円、剰余金の配当による減少7億円によるものです。 

  

連結業績予想につきましては、最近の業績動向を踏まえ、平成23年7月27日の「業績予想の修正に関

するお知らせ」を変更しております。 

 詳細につきましては、本日平成23年11月2日に公表いたしました「第２四半期業績予想との差異及び

通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

１．当四半期決算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。 

  

税金費用の計算 

税金費用については、当第２四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。 

  

該当事項はありません。 

  

  

２．サマリー情報(その他)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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,465 853

受取手形及び売掛金 48,466 60,317

仕掛品 3,826 7,997

原材料及び貯蔵品 4,392 2,358

預け金 53,441 47,209

その他 6,816 5,409

貸倒引当金 △17 △16

流動資産合計 118,390 124,129

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 18,546 17,430

機械装置及び運搬具（純額） 34,066 31,753

工具、器具及び備品（純額） 47,297 39,751

土地 18,394 18,394

建設仮勘定 1,227 1,713

有形固定資産合計 119,532 109,042

無形固定資産 1,727 1,562

投資その他の資産 7,252 6,957

固定資産合計 128,513 117,562

資産合計 246,903 241,691
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 41,778 51,204

未払法人税等 128 407

製品保証引当金 418 309

災害損失引当金 159 －

その他 38,325 28,382

流動負債合計 80,811 80,303

固定負債

製品保証引当金 635 443

退職給付引当金 6,832 6,418

その他 8,721 4,922

固定負債合計 16,189 11,784

負債合計 97,000 92,087

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 133,962 133,663

自己株式 △482 △482

株主資本合計 149,903 149,604

純資産合計 149,903 149,604

負債純資産合計 246,903 241,691
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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22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

売上高 282,663 194,347

売上原価 263,546 187,878

売上総利益 19,116 6,469

販売費及び一般管理費 3,696 2,993

営業利益 15,420 3,476

営業外収益

受取利息 72 85

固定資産賃貸料 113 103

その他 71 101

営業外収益合計 256 291

営業外費用

支払利息 43 40

退職給付会計基準変更時差異の処理額 374 374

その他 69 86

営業外費用合計 487 501

経常利益 15,189 3,266

特別利益

固定資産売却益 0 1

その他 0 －

特別利益合計 0 1

特別損失

固定資産除却損 44 12

減損損失 284 978

退職特別加算金 1,257 163

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1,799 －

災害による損失 － 1,306

その他 157 13

特別損失合計 3,544 2,474

税金等調整前四半期純利益 11,645 792

法人税等 4,991 388

少数株主損益調整前四半期純利益 6,654 404

四半期純利益 6,654 404
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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22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 6,654 404

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1 －

その他の包括利益合計 △1 －

四半期包括利益 6,652 404

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 6,652 404

少数株主に係る四半期包括利益 － －

日産車体㈱（7222）平成24年3月期　第２四半期決算短信

-7-



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30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 11,645 792

減価償却費 11,099 12,322

減損損失 284 978

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） 270 △414

受取利息及び受取配当金 △74 △87

支払利息 43 40

固定資産売却損益（△は益） 6 △0

固定資産除却損 44 12

売上債権の増減額（△は増加） △29,125 △11,851

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,491 △2,138

仕入債務の増減額（△は減少） 22,862 9,425

その他 △3,198 △2,928

小計 14,169 6,151

利息及び配当金の受取額 85 83

利息の支払額 △45 △40

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △8,083 1,479

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,126 7,673

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 △3,227 △2,397

固定資産の売却による収入 20 3

貸付金の回収による収入 1 1

その他 34 32

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,172 △2,360

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △703 △703

自己株式の取得による支出 △1 △0

リース債務の返済による支出 △9,470 △11,454

財務活動によるキャッシュ・フロー △10,175 △12,157

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △7,221 △6,844

現金及び現金同等物の期首残高 58,335 54,906

現金及び現金同等物の四半期末残高 51,113 48,062
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

当社は、平成23年11月2日開催の取締役会において投資有価証券の売却を決議いたしました。これに

伴い、当第３四半期におきまして4,259百万円の投資有価証券売却益（特別利益）を計上する予定で

す。詳細につきましては本日公表の「特別利益（投資有価証券売却益）の発生に関するお知らせ」をご

覧ください。 

  

 
  

（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

（６）重要な後発事象

４．補足情報

（１）連結製品別売上高

区分

前年同四半期
平成23年3月期
第２四半期

当四半期
平成24年3月期
第２四半期

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 82,504 183,596 37,181 110,533 △45,323 △73,063

商用車 50,419 65,200 40,490 54,311 △9,929 △10,889

小型バス 7,854 15,135 6,426 12,364 △1,428 △2,771

部分売上・その他    － 18,730   － 17,139  － △1,591

合  計 140,777 282,663 84,097 194,347 △56,680 △88,315

日産車体㈱（7222）平成24年3月期　第２四半期決算短信
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 2011年度 上期決算　参考資料
 2011年11月2日

日産車体株式会社

（単位：億円）

当上期実績 前上期実績  当通期予想 前通期実績

11年3月期  12年3月期 11年3月期

売　上　高 1,943.4 (▲31.2%) 2,826.6 (59.0%) 4,590 (▲9.3%) 5,059.9 (19.2%)

営 業 利 益 34.7 (▲77.5%) 154.2 (65.7%) 91 (▲50.0%) 182.0 (▲30.7%)

経 常 利 益 32.6 (▲78.5%) 151.8 (89.8%) 86 (▲51.4%) 176.8 (▲25.4%)

当期純利益 4.0 (▲93.9%) 66.5 (93.9%) 69 (▲4.1%) 71.9 (▲14.3%)

増減要因 (増益要因) 億円 (増益要因) 億円

(営業利益) 合理化 27 合理化 63 

(減益要因) (減益要因)

▲147 台数･構成差 ▲103 

計 ▲120 市況変動ほか ▲51 

計 ▲91 

配当金（円／株） 中間 4.5円 中間 4.5円 中間 4.5円／年間 9円 中間 4.5円／年間 9円

設備投資 23 173 76 292

減価償却費 123 110 252 237

ﾈｯﾄ有利子負債残高 △480 △511 △489 △549

売上台数 千台 千台 千台 千台

乗用車 37 (▲54.9%) 83 (44.9%) 94 (▲27.1%) 129 (▲5.3%)

商用車 41 (▲19.7%) 50 (23.5%) 88 (▲1.4%) 89 (▲0.3%)

小型ﾊﾞｽ 6 (▲18.2%) 8 (48.7%) 14 (0.1%) 14 (▲1.5%)

計 84 (▲40.3%) 141 (36.6%) 196 (▲15.6%) 232 (▲3.2%)

＊(　)内は対前年同期増減率

12年3月期

連結

台数･構成差ほか




