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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２四半期連結累計期間に当社が日産自動車(株)から受注している自動車は、中近東向けの「パトロール（Ｙ

６１）（Ｙ６２）」等の減少があるものの、昨年6月に生産を開始した北米向け「アルマーダ」、北米向け「インフ

ィニティＱＸ８０」の増加などにより、売上台数は前年同期と比べ10.4%増加の112,452台、売上高も20.2％増加の

2,906億円となりました。営業利益は売上高の増加等により前年同期と比べ44.3%増加の40億円、経常利益は40.6%増

加の43億円となりました。親会社株主に帰属する四半期純損益は、「リコール関連費用」45億円を特別損失に計上

したことなどにより2億円の損失となりました。なお、「リコール関連費用」は本年9月、国土交通省の指摘により、

車両製造の最終工程となっている完成検査工程において不適切な取扱いが判明し、日産自動車(株)がリコールの届

出を実施したことに伴い、当社製造のリコール対象車種に係る再点検費用を現在入手可能な事実と状況に基づき、

特別損失に見積り計上したものです。当該見積額は日産自動車(株)との協議を経て最終的に確定するものでありま

す。

（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220億円減少の2,149億円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金

の減少119億円、預け金の減少133億円、仕掛品の増加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8億円増加の583億円となりました。

この結果、総資産は前連結会計年度末と比べ211億円減少の2,732億円となりました。

　

（負債）

流動負債は、前連結会計年度末と比べ55億円減少の949億円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の

減少93億円、未払法人税等の減少22億円、流動負債・その他に含まれる未払費用の増加43億円によるものです。

固定負債は、前連結会計年度末と比べ3億円減少の142億円となりました。

この結果、負債合計は前連結会計年度末と比べ59億円減少の1,091億円となりました。

　

（純資産）

純資産合計は、前連結会計年度末と比べ152億円減少の1,641億円となりました。これは、親会社株主に帰属する

四半期純損失の計上による利益剰余金の減少2億円、剰余金の配当による減少11億円、自己株式の取得による減少

142億円、退職給付に係る調整累計額の計上による増加3億円によるものです。

（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29年5月11日の「平成２９年３月期 決算短信」での業績予想を変更し

ております。詳細につきましては、本日平成29年11月8日に公表いたしました「特別損失の計上及び業績予想の修正

に関するお知らせ」をご参照ください。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（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29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 335 581

受取手形及び売掛金 92,313 80,336

仕掛品 3,174 5,236

原材料及び貯蔵品 2,364 3,186

預け金 134,196 120,857

その他 4,601 4,764

流動資産合計 236,986 214,962

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 11,615 11,587

機械装置及び運搬具（純額） 17,694 17,133

工具、器具及び備品（純額） 6,298 6,611

土地 15,684 15,684

建設仮勘定 1,751 3,101

有形固定資産合計 53,044 54,117

無形固定資産 1,060 975

投資その他の資産 3,385 3,238

固定資産合計 57,489 58,331

資産合計 294,476 273,293

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 68,625 59,322

未払法人税等 2,633 337

製品保証引当金 138 171

その他 29,114 35,085

流動負債合計 100,512 94,917

固定負債

製品保証引当金 174 203

退職給付に係る負債 10,379 10,200

その他 4,032 3,862

固定負債合計 14,586 14,266

負債合計 115,099 109,183

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 173,804 172,446

自己株式 △8,362 △22,635

株主資本合計 181,864 166,233

その他の包括利益累計額

退職給付に係る調整累計額 △2,487 △2,122

その他の包括利益累計額合計 △2,487 △2,122

純資産合計 179,376 164,110

負債純資産合計 294,476 273,293
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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28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

売上高 241,889 290,657

売上原価 235,628 283,007

売上総利益 6,260 7,649

販売費及び一般管理費 3,439 3,579

営業利益 2,821 4,069

営業外収益

受取利息 166 157

固定資産賃貸料 100 102

その他 66 96

営業外収益合計 332 356

営業外費用

支払利息 21 22

固定資産賃貸費用 39 56

自己株式取得費用 - 23

その他 28 17

営業外費用合計 89 119

経常利益 3,064 4,306

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 102 80

リコール関連費用 - 4,584

退職特別加算金 1,028 -

特別損失合計 1,131 4,664

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（△）

1,933 △357

法人税等 569 △108

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,364 △248

非支配株主に帰属する四半期純利益又は
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）

- -

親会社株主に帰属する四半期純利益又は
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）

1,364 △248
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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28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,364 △248

その他の包括利益

退職給付に係る調整額 471 364

その他の包括利益合計 471 364

四半期包括利益 1,835 116

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,835 116

非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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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)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

1,933 △357

減価償却費 4,810 4,998

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △276 △178

受取利息及び受取配当金 △168 △160

支払利息 21 22

固定資産売却損益（△は益） △0 △0

固定資産除却損 102 80

リコール関連費用 - 4,584

売上債権の増減額（△は増加） △6,100 11,977

たな卸資産の増減額（△は増加） △27 △2,884

仕入債務の増減額（△は減少） 6,820 △7,712

その他 706 △435

小計 7,820 9,933

利息及び配当金の受取額 177 163

利息の支払額 △22 △22

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,799 △2,341

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,176 7,732

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 △2,380 △3,417

固定資産の売却による収入 3 0

貸付金の回収による収入 0 1

有形固定資産の除却による支出 - △55

その他 △31 6

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,408 △3,463

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △961 △1,109

自己株式の取得による支出 △0 △14,273

リース債務の返済による支出 △1,324 △1,979

その他 △1 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,288 △17,363

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,480 △13,093

現金及び現金同等物の期首残高 124,167 134,532

現金及び現金同等物の四半期末残高 125,648 121,438
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（４）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）

当社は、平成29年７月31日開催の取締役会決議に基づき、自己株式12,476,500株の取得を行っております。この

結果、当第２四半期連結累計期間において、自己株式が14,273百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末におい

て自己株式が22,635百万円となっております。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

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。

３．その他

連結製品別売上高

区分

前年同四半期
平成29年3月期
第２四半期

当四半期
平成30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 47,438 144,292 62,928 199,260 15,490 54,967

商用車 41,425 59,541 37,843 57,162 △3,582 △2,378

小型バス 13,006 24,775 11,681 22,970 △1,325 △1,805

部品売上・その他 ― 13,280 ― 11,264 ― △2,015

合 計 101,869 241,889 112,452 290,657 10,583 48,768
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 2017年度　上半期決算　参考資料
  2017年11月8日
日産車体株式会社

（単位：億円）

当上半期実績 前上半期実績

売　上　高 2,906.5 (20.2%) 2,418.8 (▲4.4%)

営 業 利 益 40.6 (44.3%) 28.2 (▲37.4%)

経 常 利 益 43.0 (40.6%) 30.6 (▲35.2%)

▲2.4      ( － ) 13.6 (▲56.9%)

増減要因 (増益要因) 億円

(営業利益) 台数･構成差 16 

合理化 19 

(減益要因)

その他 ▲23 

計 12 

配当金（円／株） 中間 6.5円 中間 5.5円

設備投資 60 35 

減価償却費 49 48 

ネットキャッシュ 1,214 1,256 

売上台数 千台 千台

乗用車 63 (32.7%) 48 (▲11.5%)

商用車 38 (▲8.6%) 41 (3.1%)

小型ﾊﾞｽ 11 (▲10.2%) 13 (15.2%)

計 112 (10.4%) 102 (▲3.0%)

＊(　)内は対前年同期増減率

'18年3月期 '17年3月期

親会社株主に帰属する
四半期純利益

(親会社株主に帰属する四半
期純利益)

リコール関連費用計上
▲45億円 他

連結




