
平成27年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成27年2月9日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 日産車体株式会社 上場取引所 東
コード番号 7222 URL http://www.nissan-shatai.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 渡辺 義章
問合せ先責任者 （役職名） 理事 広報室長 （氏名） 牛込 正明 TEL 0463-21-8001
四半期報告書提出予定日 平成27年2月12日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1. 平成27年3月期第3四半期の連結業績（平成26年4月1日～平成26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 ％

27年3月期第3四半期 346,418 4.4 7,315 21.3 8,193 36.2 4,793 18.5
26年3月期第3四半期 331,790 △4.7 6,033 △11.3 6,014 △6.3 4,045 69.2

（注）包括利益 27年3月期第3四半期 5,605百万円 （38.6％） 26年3月期第3四半期 4,045百万円 （69.2％）

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3四半期 32.40 ―
26年3月期第3四半期 27.34 ―

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3四半期 242,803 155,324 64.0 1,049.98
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3四半期 155,324百万円 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 ― 4.50 ―
27年3月期（予想） 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、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 ： 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 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3Q 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3Q 9,309,061 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3Q 147,930,675 株 26年3月期3Q 147,933,843 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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、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。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

済の減速などにより先行き不透明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、輸出向けの「ＮＶ３５０キャラバン」等が増加したことにより、売上台数は前年同期と比べ3.7％増加

の141,678台、売上高も4.4％増加の3,464億円となりました。営業利益は売上高の増加などにより21.3％増加の73億

円、経常利益は当社湘南工場第1地区の売却区域の解体・更地化工事が終了したことによる撤去費用等戻入額の計上

11億円などにより36.2％増加の81億円となりました。四半期純利益につきましては、前年同期と比べ18.5％増加の

47億円となりました。

（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55億円減少の1,721億円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金

の減少137億円、仕掛品の減少9億円、預け金の増加92億円によるものです。

固定資産は、前連結会計年度末と比べ119億円減少の706億円となりました。これは主に、工具、器具及び備品が

68億円、機械装置及び運搬具が23億円、土地が13億円それぞれ減少したことによるものです。

この結果、総資産は前連結会計年度末と比べ175億円減少の2,428億円となりました。

　

（負債）

流動負債は、前連結会計年度末と比べ168億円減少の734億円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の

減少122億円、その他に含まれるリース債務・未払費用の減少36億円、未払法人税等の減少9億円によるものです。

固定負債は、前連結会計年度末と比べ50億円減少の140億円となりました。これは主に、退職給付に係る負債の

減少12億円、その他に含まれる長期未払費用の減少15億円、リース債務の減少9億円によるものです。

この結果、負債合計は前連結会計年度末と比べ218億円減少の874億円となりました。

　

（純資産）

純資産合計は、前連結会計年度末と比べ42億円増加の1,553億円となりました。これは主に、四半期純利益の計

上による増加47億円及び剰余金の配当による減少13億円によるものです。

（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。

（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

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３四半

期連結累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３四半期連結累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３四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59百万円減少しております。

決算短信 （宝印刷）  2015年02月02日 09時45分 3ページ （Tess 1.40 20131220_01）



日産車体株式会社(7222) 平成27年３月期 第３四半期決算短信

4

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３四半期連結会計期間
(平成26年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 657 856

受取手形及び売掛金 76,946 63,153

仕掛品 5,708 4,796

原材料及び貯蔵品 2,239 2,258

預け金 86,697 95,961

その他 5,484 5,135

流動資産合計 177,735 172,162

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 12,581 12,190

機械装置及び運搬具（純額） 24,228 21,873

工具、器具及び備品（純額） 17,558 10,724

土地 17,844 16,467

建設仮勘定 768 462

有形固定資産合計 72,982 61,718

無形固定資産 1,117 906

投資その他の資産 8,533 8,015

固定資産合計 82,633 70,641

資産合計 260,368 242,803

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 65,036 52,826

未払法人税等 2,627 1,628

製品保証引当金 149 167

その他 22,438 18,798

流動負債合計 90,252 73,420

固定負債

製品保証引当金 305 236

退職給付に係る負債 11,568 10,288

その他 7,198 3,533

固定負債合計 19,071 14,058

負債合計 109,323 87,479

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 146,434 149,902

自己株式 △8,361 △8,361

株主資本合計 154,495 157,963

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 △2,638

その他の包括利益累計額合計 △3,450 △2,638

純資産合計 151,044 155,324

負債純資産合計 260,368 242,803
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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25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

売上高 331,790 346,418

売上原価 320,674 334,006

売上総利益 11,115 12,411

販売費及び一般管理費 5,082 5,096

営業利益 6,033 7,315

営業外収益

受取利息 197 243

固定資産賃貸料 155 147

撤去費用等戻入額 316 1,125

その他 96 119

営業外収益合計 766 1,635

営業外費用

支払利息 42 38

退職給付会計基準変更時差異の処理額 561 561

その他 180 158

営業外費用合計 784 757

経常利益 6,014 8,193

特別利益

固定資産売却益 1,330 298

その他 - 16

特別利益合計 1,330 314

特別損失

固定資産売却損 - 827

固定資産除却損 194 118

工場再編費用 - 152

減損損失 283 -

退職特別加算金 179 -

その他 9 -

特別損失合計 666 1,098

税金等調整前四半期純利益 6,678 7,409

法人税等 2,633 2,615

少数株主損益調整前四半期純利益 4,045 4,793

四半期純利益 4,045 4,793
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四半期連結包括利益計算書

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25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 4,045 4,793

その他の包括利益

退職給付に係る調整額 - 811

その他の包括利益合計 - 811

四半期包括利益 4,045 5,605

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 4,045 5,605

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３四半期

当四半期
平成27年3月期
第３四半期

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 63,974 182,693 65,256 194,350 1,282 11,657

商用車 59,817 92,711 62,132 95,232 2,315 2,520

小型バス 12,874 27,465 14,290 29,291 1,416 1,825

部品売上・その他 ― 28,919 ― 27,543 ― △1,375

合 計 136,665 331,790 141,678 346,418 5,013 14,627
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