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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第1四半期 108,905 27.2 2,098 149.2 1,973 171.2 1,444 ―
24年3月期第1四半期 85,631 △25.7 842 △85.3 727 △87.0 △647 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 1,444百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △647百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 9.41 ―
24年3月期第1四半期 △4.14 ―

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

25年3月期第1四半期 248,919 153,539 61.7 1,000.15
24年3月期 250,256 152,785 61.1 995.24
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  153,539百万円 24年3月期  152,785百万円

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

24年3月期 ― 4.50 ― 4.50 9.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 4.50 ― 4.50 9.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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) 240,000 23.5 2,300 △33.8 1,900 △41.8 800 97.7 5.21
通期 494,000 8.6 8,300 △27.0 7,600 △30.2 3,000 △53.1 19.54



(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。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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） 25年3月期1Q 157,239,691 株 24年3月期 157,239,691 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 3,722,244 株 24年3月期 3,722,224 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 153,517,452 株 24年3月期1Q 156,337,720 株
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当第１四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緩

やかな回復基調にあるものの、欧州諸国の金融不安や円高の長期化など、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、昨年度は、東

日本大震災の影響による生産台数の減少がありましたが、今年度は、今年２月に生産を終了した輸出向

け「ピックアップ」の減少があるものの、「クエスト」や「インフィニティＱＸ５６」を始めとした輸

出向け車種が増加していることに加えて、エコカー補助金の復活により国内向けの「ＡＤバン」が増加

いたしました。さらには、６月に発表発売した「新型ＮＶ３５０キャラバン」の台数増加もあり、売上

台数は前年同期と比べ15.3％増加の44,228台、売上高も27.2％増加の1,089億円となりました。営業利

益は売上高の増加などにより149.2％増加の20億円、経常利益も171.2％増加の19億円となりました。ま

た、四半期純利益は、東日本大震災による災害損失の減少などにより前年同期と比べ20億円増加し、14

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42億円減少の1,343億円となりました。これは主に、仕掛品が

19億円増加したものの、受取手形及び売掛金が45億円、預け金が17億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29億円増加の1,146億円となりました。これは主に、新車立上

げに伴う工具、器具及び備品の増加によるものです。 

 この結果、総資産は前連結会計年度末と比べ13億円減少の2,489億円となりました。 

  

（負債） 

 流動負債は、前連結会計年度末と比べ54億円減少の792億円となりました。これは主に、「その他」

に含まれているリース債務が14億円増加したものの、支払手形及び買掛金が41億円、未払法人税等が22

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33億円増加の161億円となりました。これは主に、「その他」

に含まれているリース債務の増加35億円によるものです。 

 この結果、負債合計は前連結会計年度末と比べ20億円減少の953億円となりました。 

  

（純資産） 

 純資産合計は、前連結会計年度末と比べ7億円増加の1,535億円となりました。これは、四半期純利益

の計上による増加14億円及び剰余金の配当による減少6億円によるものです。 

  

当第１四半期の連結業績は比較的好調に推移いたしましたが、第２四半期（累計）及び通期の連結業

績予想につきましては、平成24年5月11日の「平成２４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。

  

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。 

  

該当事項はありません。 

  

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

（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24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,205 1,062

受取手形及び売掛金 66,715 62,122

仕掛品 6,632 8,588

原材料及び貯蔵品 2,191 2,625

預け金 55,715 53,997

その他 6,110 5,913

貸倒引当金 △10 －

流動資産合計 138,560 134,310

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 14,740 14,548

機械装置及び運搬具（純額） 29,457 31,348

工具、器具及び備品（純額） 32,386 39,766

土地 18,377 18,377

建設仮勘定 6,671 1,021

有形固定資産合計 101,633 105,062

無形固定資産 1,460 1,402

投資その他の資産 8,601 8,143

固定資産合計 111,696 114,609

資産合計 250,256 248,919
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 58,163 53,966

未払法人税等 3,344 1,079

製品保証引当金 259 210

その他 22,888 23,973

流動負債合計 84,655 79,230

固定負債

製品保証引当金 333 271

退職給付引当金 6,421 6,375

その他 6,060 9,502

固定負債合計 12,815 16,149

負債合計 97,470 95,379

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 138,958 139,712

自己株式 △2,594 △2,594

株主資本合計 152,785 153,539

純資産合計 152,785 153,539

負債純資産合計 250,256 248,919
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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23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年６月30日)

売上高 85,631 108,905

売上原価 83,341 105,212

売上総利益 2,290 3,692

販売費及び一般管理費 1,448 1,594

営業利益 842 2,098

営業外収益

受取利息 45 55

固定資産賃貸料 51 51

その他 39 22

営業外収益合計 136 130

営業外費用

支払利息 21 17

退職給付会計基準変更時差異の処理額 187 187

その他 42 50

営業外費用合計 250 255

経常利益 727 1,973

特別利益

固定資産売却益 0 0

特別利益合計 0 0

特別損失

固定資産除却損 0 8

減損損失 168 －

災害による損失 1,306 －

その他 0 －

特別損失合計 1,476 8

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（△）

△748 1,965

法人税等 △100 520

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（△）

△647 1,444

四半期純利益又は四半期純損失（△） △647 1,444

日産車体㈱（7222）平成25年3月期　第１四半期決算短信

-6-



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23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
 至 平成24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（△）

△647 1,444

四半期包括利益 △647 1,444

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △647 1,444

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

 
  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

連結製品別売上高

区分

前年同四半期
平成24年3月期
第１四半期

当四半期
平成25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 16,069 47,657 22,044 64,567 5,975 16,909

商用車 19,337 25,748 19,029 27,596 △308 1,847

小型バス 2,959 5,582 3,155 5,955 196 373

部分売上・その他    － 6,642   － 10,785  － 4,142

合  計 38,365 85,631 44,228 108,905 5,863 23,273
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