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四半期連結財務諸表等

（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30年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成30年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,134,838 1,068,481

受取手形及び売掛金 739,851 554,876

販売金融債権 7,634,756 7,676,317

有価証券 71,200 105,899

商品及び製品 880,518 1,019,852

仕掛品 91,813 102,447

原材料及び貯蔵品 318,218 322,245

その他 775,771 732,440

貸倒引当金 △116,572 △120,702

流動資産合計 11,530,393 11,461,855

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 600,675 595,858

機械装置及び運搬具（純額） 3,392,134 3,460,260

土地 598,780 598,096

建設仮勘定 209,237 172,640

その他（純額） 464,808 448,209

有形固定資産合計 5,265,634 5,275,063

無形固定資産 128,782 126,420

投資その他の資産

投資有価証券 1,264,532 1,230,611

その他 552,396 580,719

貸倒引当金 △1,802 △1,774

投資その他の資産合計 1,815,126 1,809,556

固定資産合計 7,209,542 7,211,039

資産合計 18,739,935 18,672,894
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成30年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成30年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,646,638 1,572,966

短期借入金 802,952 701,707

1年内返済予定の長期借入金 1,152,719 1,465,134

コマーシャル・ペーパー 402,918 600,105

1年内償還予定の社債 396,637 437,724

リース債務 25,766 20,851

未払費用 1,114,053 1,108,081

製品保証引当金 115,568 118,688

その他 1,087,133 1,095,584

流動負債合計 6,744,384 7,120,840

固定負債

社債 1,887,404 1,848,017

長期借入金 3,053,712 2,734,287

リース債務 16,248 13,581

製品保証引当金 120,210 121,882

退職給付に係る負債 352,861 354,223

その他 863,406 885,922

固定負債合計 6,293,841 5,957,912

負債合計 13,038,225 13,078,752

純資産の部

株主資本

資本金 605,814 605,814

資本剰余金 815,913 814,610

利益剰余金 4,921,722 4,872,919

自己株式 △139,970 △140,358

株主資本合計 6,203,479 6,152,985

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 68,179 44,918

繰延ヘッジ損益 9,537 12,534

為替換算調整勘定 △733,571 △756,895

退職給付に係る調整累計額 △135,967 △136,119

その他 △13,945 △13,945

その他の包括利益累計額合計 △805,767 △849,507

新株予約権 84 ―

非支配株主持分 303,914 290,664

純資産合計 5,701,710 5,594,142

負債純資産合計 18,739,935 18,672,894

決算短信（宝印刷） 2018年07月25日 11時28分 3ページ（Tess 1.50(64) 20180525_01）

日産自動車㈱(7201) 平成31年3月期 第1四半期決算短信

- 3 -



（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

第１四半期連結累計期間

四半期連結損益計算書

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

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

売上高 2,760,436 2,716,592

売上原価 2,267,080 2,273,580

売上総利益 493,356 443,012

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 68,307 71,624

製品保証引当金繰入額 26,583 32,205

販売諸費 46,901 42,443

給料及び手当 99,395 96,190

退職給付費用 5,361 4,767

貸倒引当金繰入額 20,067 15,282

その他 73,425 71,357

販売費及び一般管理費合計 340,039 333,868

営業利益 153,317 109,144

営業外収益

受取利息 4,457 7,297

受取配当金 6,583 8,026

持分法による投資利益 37,400 44,406

デリバティブ収益 ― 23,733

為替差益 19,009 ―

雑収入 1,848 6,926

営業外収益合計 69,297 90,388

営業外費用

支払利息 3,635 3,149

デリバティブ損失 25,063 ―

為替差損 ― 31,673

雑支出 4,316 5,808

営業外費用合計 33,014 40,630

経常利益 189,600 158,902

特別利益

固定資産売却益 952 7,297

その他 182 137

特別利益合計 1,134 7,434

特別損失

固定資産売却損 677 297

固定資産廃棄損 1,267 1,388

販売体制の再編費用 ― 3,724

その他 2,700 520

特別損失合計 4,644 5,929

税金等調整前四半期純利益 186,090 160,407

法人税等 45,774 38,949

四半期純利益 140,316 121,458

非支配株主に帰属する四半期純利益 5,400 5,629

親会社株主に帰属する四半期純利益 134,916 115,829
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四半期連結包括利益計算書

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

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

四半期純利益 140,316 121,458

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,571 △22,163

繰延ヘッジ損益 △1,359 2,991

為替換算調整勘定 △1,015 △3,206

退職給付に係る調整額 △1,103 △443

持分法適用会社に対する持分相当額 △10,351 △24,347

その他の包括利益合計 △15,399 △47,168

四半期包括利益 124,917 74,290

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 118,978 72,089

非支配株主に係る四半期包括利益 5,939 2,201
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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１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年６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 186,090 160,407

減価償却費（リース車両除く固定資産） 91,786 98,230

減価償却費（長期前払費用） 6,349 15,855

減価償却費（リース車両） 118,380 124,576

貸倒引当金の増減額（△は減少） 965 △1,965

受取利息及び受取配当金 △11,040 △15,323

支払利息 36,227 48,659

持分法による投資損益（△は益） △37,400 △44,406

固定資産売却損益（△は益） △275 △7,000

固定資産廃棄損 1,267 1,388

売上債権の増減額（△は増加） 226,084 180,611

販売金融債権の増減額（△は増加） △165,167 91,680

たな卸資産の増減額（△は増加） △150,301 △157,158

仕入債務の増減額（△は減少） △84,098 △133,954

退職給付費用 6,288 6,692

退職給付に係る支払額 △5,522 △5,691

その他 28,495 942

小計 248,128 363,543

利息及び配当金の受取額 9,330 18,313

持分法適用会社からの配当金の受取額 20,014 27,569

利息の支払額 △31,746 △45,047

法人税等の支払額 △135,353 △42,099

営業活動によるキャッシュ・フロー 110,373 322,279

投資活動によるキャッシュ・フロー

短期投資の純増減額（△は増加） 115 83

固定資産の取得による支出 △107,985 △101,112

固定資産の売却による収入 11,404 14,299

リース車両の取得による支出 △346,993 △308,450

リース車両の売却による収入 148,079 171,879

長期貸付けによる支出 △95 △172

長期貸付金の回収による収入 146 98

投資有価証券の取得による支出 △10,980 △11,237

拘束性預金の純増減額（△は増加） 11,198 98,373

その他 797 △147

投資活動によるキャッシュ・フロー △294,314 △136,386
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(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

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

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 246,881 71,596

長期借入れによる収入 289,968 170,800

社債の発行による収入 32,952 33,037

長期借入金の返済による支出 △335,411 △290,145

社債の償還による支出 △60,000 △77,604

自己株式の取得による支出 △1 △1

自己株式の売却による収入 12 ―

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △8,121 △8,546

配当金の支払額 △93,883 △103,627

非支配株主への配当金の支払額 △634 △976

財務活動によるキャッシュ・フロー 71,763 △205,466

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,441 △13,162

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △116,619 △32,735

現金及び現金同等物の期首残高 1,241,124 1,206,000

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 ― 1,115

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,124,505 1,174,380
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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）

該当事項はありません。

（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います。

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。

　

（会計方針の変更）

(1) 米国財務会計基準審議会会計基準編纂書（ASC）第606号「顧客との契約から生じる収益」及び国際財務報告

基準(IFRS)第15号「顧客との契約から生じる収益」

米国会計基準を採用している海外関係会社においてASC第606号「顧客との契約から生じる収益」を、その他

の海外関係会社においてIFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」（平成26年５月28日）を当第１四半期連

結会計期間より適用しています。

これにより、約束した財又はサービスが顧客に移転された時点で、当該財又はサービスと交換に権利を得る

と見込む対価を反映した金額で、収益を認識しています。

当該会計基準の適用については、経過的な取扱いに従って、本基準の適用による累積的影響額を適用開始日

に認識する方法を採用し、当第１四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しています。

この結果、当第１四半期連結会計期間の利益剰余金の期首残高は58,566百万円減少しています。また、当第

１四半期連結累計期間の売上高が43,078百万円、税金等調整前四半期純利益が60,140百万円、それぞれ増加し

ています。

(2) 国際財務報告基準(IFRS)第９号「金融商品」

一部海外関係会社において、IFRS第９号「金融商品」（平成26年７月24日）を当第１四半期連結会計期間よ

り適用しています。

これにより、金融商品の分類及び測定方法を見直し、金融資産について予想信用損失モデルによる減損を認

識しています。

当該会計基準の適用については、経過的な取扱いに従って、本基準の適用による累積的影響額を適用開始日

に認識する方法を採用し、当第１四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しています。

この結果、当第１四半期連結会計期間の利益剰余金の期首残高は2,288百万円減少しています。また、当第１

四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書に与える影響は軽微です。

(3) 企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」

「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 平成30年２月16日）を当第１四

半期連結会計期間の期首から適用しています。

これにより個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱いを、連結財務諸表における

子会社株式又は関連会社に対する投資に係る将来加算一時差異の取扱いに合わせ、繰延税金負債の取崩しを行

いました。

当該会計基準の適用に伴う会計方針の変更は遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財

務諸表となっています。この結果、遡及適用を行う前と比べて、前連結会計年度の連結貸借対照表は、繰延税

金負債が12,975百万円減少し、利益剰余金が12,975百万円増加しています。

（追加情報)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を当第１四半

期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は

固定負債の区分に表示しています。
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（セグメント情報等）

【当第１四半期セグメント情報】

[報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報］

前第１四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日)

(単位：百万円)

報告セグメント セグメント間
取引消去額

四半期連結財務諸表
計上額自動車事業 販売金融事業 計

売上高

外部顧客への売上高 2,497,960 262,476 2,760,436 ― 2,760,436

セグメント間の内部
売上高又は振替高

33,550 10,955 44,505 △44,505 ―

計 2,531,510 273,431 2,804,941 △44,505 2,760,436

セグメント利益 90,400 54,846 145,246 8,071 153,317

　

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

(単位：百万円)

報告セグメント セグメント間
取引消去額

四半期連結財務諸表
計上額自動車事業 販売金融事業 計

売上高

外部顧客への売上高 2,434,801 281,791 2,716,592 ― 2,716,592

セグメント間の内部
売上高又は振替高

28,851 11,906 40,757 △40,757 ―

計 2,463,652 293,697 2,757,349 △40,757 2,716,592

セグメント利益 37,993 63,138 101,131 8,013 109,144

　

(注) １．各事業区分の主要製品等

(1) 自動車…乗用車、商用車、海外生産用部品等

(2) 販売金融…クレジット、リース等

２．報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、四半期連結財務諸表の作成の基礎となる会計処理の方

法と一致しています。

事業セグメントの利益は営業利益ベースの数値です。セグメント間の売上高は、第三者間取引価格に基づい

ています。
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[事業セグメント別 連結財務諸表]

・前第１四半期連結累計期間の要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書における
販売金融事業は(株)日産フィナンシャルサービス(日本)、米国日産販売金融会社(米国)、エヌアールファイナン
スメキシコ(メキシコ) 他8社及びカナダ日産自動車会社の販売金融事業(カナダ)で構成されています。

・当第１四半期連結累計期間の要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書における
販売金融事業は(株)日産フィナンシャルサービス(日本)、米国日産販売金融会社(米国)、エヌアールファイナン
スメキシコ(メキシコ) 他10社及びカナダ日産自動車会社の販売金融事業(カナダ)で構成されています。

・自動車事業及び消去の数値は連結値から販売金融事業の数値を差し引いたものとしています。

　１）事業セグメント別 要約四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

自動車事業及び消去 販売金融事業 連結計

前第１四半期

連結累計期間

(自 平成29年４月１日

至 平成29年６月30日)

当第１四半期

連結累計期間

(自 平成30年４月１日

至 平成30年６月30日)

前第１四半期

連結累計期間

(自 平成29年４月１日

至 平成29年６月30日)

当第１四半期

連結累計期間

(自 平成30年４月１日

至 平成30年６月30日)

前第１四半期

連結累計期間

(自 平成29年４月１日

至 平成29年６月30日)

当第１四半期

連結累計期間

(自 平成30年４月１日

至 平成30年６月30日)

売上高 2,487,005 2,422,895 273,431 293,697 2,760,436 2,716,592

　売上原価 2,084,064 2,074,982 183,016 198,598 2,267,080 2,273,580

売上総利益 402,941 347,913 90,415 95,099 493,356 443,012

　 営業利益率 4.0% 1.9% 20.1% 21.5% 5.6% 4.0%

営業利益 98,471 46,006 54,846 63,138 153,317 109,144

　金融収支 7,381 12,181 24 △7 7,405 12,174

　その他営業外損益 28,091 37,968 787 △384 28,878 37,584

経常利益 133,943 96,155 55,657 62,747 189,600 158,902

税金等調整前

　四半期純利益
130,235 97,672 55,855 62,735 186,090 160,407

親会社株主に帰属する

　四半期純利益
105,531 78,165 29,385 37,664 134,916 115,829

　２）事業セグメント別 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

　 自動車事業及び消去 販売金融事業 連結計

　

前第１四半期

連結累計期間

(自 平成29年４月１日

至 平成29年６月30日)

当第１四半期

連結累計期間

(自 平成30年４月１日

至 平成30年６月30日)

前第１四半期

連結累計期間

(自 平成29年４月１日

至 平成29年６月30日)

当第１四半期

連結累計期間

(自 平成30年４月１日

至 平成30年６月30日)

前第１四半期

連結累計期間

(自 平成29年４月１日

至 平成29年６月30日)

当第１四半期

連結累計期間

(自 平成30年４月１日

至 平成30年６月30日)

営業活動による

　 キャッシュ・フロー
218,796 153,273 △108,423 169,006 110,373 322,279

投資活動による

　 キャッシュ・フロー
△106,201 △184,791 △188,113 48,405 △294,314 △136,386

(フリー・キャッシュ・フロー) 112,595 △31,518 △296,536 217,411 △183,941 185,893

財務活動による

　 キャッシュ・フロー
△227,578 937 299,341 △206,403 71,763 △205,466

現金及び現金同等物に係る

　換算差額
△3,986 △12,886 △455 △276 △4,441 △13,162

現金及び現金同等物の増減額

　（△は減少）
△118,969 △43,467 2,350 10,732 △116,619 △32,735

現金及び現金同等物の期首残高 1,189,975 1,140,621 51,149 65,379 1,241,124 1,206,000

新規連結に伴う現金及び

　現金同等物の増加額
― 1,115 ― ― ― 1,115

現金及び現金同等物の

　四半期末残高
1,071,006 1,098,269 53,499 76,111 1,124,505 1,174,380
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[所在地別に区分した売上高及び利益又は損失の金額に関する情報]

前第１四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日)

(単位：百万円)

日本 北米 欧州 アジア その他 計 消去 合計

売上高

　(1) 外部顧客に
　 対する売上高

494,663 1,499,185 335,013 224,374 207,201 2,760,436 ― 2,760,436

　(2) 所在地間
の内部売上高

604,499 103,318 86,252 129,590 2,565 926,224 △926,224 ―

計 1,099,162 1,602,503 421,265 353,964 209,766 3,686,660 △926,224 2,760,436

営業利益又は
営業損失(△)

95,194 50,811 △2,726 17,493 △1,109 159,663 △6,346 153,317

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

(単位：百万円)

日本 北米 欧州 アジア その他 計 消去 合計

売上高

　(1) 外部顧客に
　 対する売上高

522,807 1,307,956 373,203 244,678 267,948 2,716,592 ― 2,716,592

　(2) 所在地間
の内部売上高

584,079 128,100 74,782 130,059 4,429 921,449 △921,449 ―

計 1,106,886 1,436,056 447,985 374,737 272,377 3,638,041 △921,449 2,716,592

営業利益又は
営業損失(△)

57,636 49,472 △4,713 17,826 △141 120,080 △10,936 109,144

(注) １．地域は当社及びグループ会社の所在地を表しています。
２．地域の区分は、地理的近接度をベースに事業活動の相互関連性を加味しています。
３．本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) 北米…米国、カナダ、メキシコ
(2) 欧州…フランス、イギリス、スペイン、ロシア他欧州諸国
(3) アジア…中国、タイ、インド、その他アジア諸国
(4) その他…大洋州、中近東、南アフリカ、メキシコを除く中南米
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[地域に関する情報]

(売上高)

前第１四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日)

(単位：百万円)

日本 北米 欧州 アジア その他 合 計

内、米国

414,415 1,466,077 1,187,583 350,282 286,902 242,760 2,760,436

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

(単位：百万円)

日本 北米 欧州 アジア その他 合 計

内、米国

429,459 1,277,505 1,043,971 388,756 320,852 300,020 2,716,592

　

(注) １．地域は顧客の所在地を表しています。

２．地域の区分は、地理的近接度をベースに事業活動の相互関連性を加味しています。

３．本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) 北米…米国、カナダ、メキシコ

(2) 欧州…フランス、イギリス、スペイン、ロシア他欧州諸国

(3) アジア…中国、タイ、インド、その他アジア諸国

(4) その他…大洋州、中近東、南アフリカ、メキシコを除く中南米等
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