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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第101期

第３四半期
連結累計期間

第102期
第３四半期
連結累計期間

第101期

会計期間
自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日

自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日

自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日

売上高 (百万円) 1,103,872 1,252,182 1,541,357

経常利益 (百万円) 44,734 87,657 66,922

四半期(当期)純利益 (百万円) 29,992 59,330 47,685

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 35,456 77,245 71,640

純資産額 (百万円) 262,356 353,841 298,932

総資産額 (百万円) 831,753 967,506 903,427

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 52.56 103.73 83.55

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) 52.51 103.48 83.42

自己資本比率 (％) 28.0 32.7 29.3
 

　

回次
第101期

第３四半期
連結会計期間

第102期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成24年10月１日
至 平成24年12月31日

自 平成25年10月１日
至 平成25年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 20.05 34.53
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

　

２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容につい

て、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度

の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したもので

あります。

(1) 業績の状況

当第３四半期連結累計期間における国内普通トラック（大型・中型トラック）市場につきましては、

総需要は53.2千台と前年同四半期に比べ4.4千台(9.0％)増加いたしました。また、小型トラック市場に

おきましても、総需要は63.4千台と前年同四半期に比べ8.6千台(15.7％)増加いたしました。

国内売上台数につきましては、積極的な販売活動に取り組んだ結果、国内トラック・バス総合計で

36.2千台と前年同四半期に比べ5.3千台(17.3％)増加いたしました。

海外売上台数につきましては、新興国での販売が好調であったため、海外売上台数は84.8千台と前年

同四半期に比べ2.3千台(2.7%)増加いたしました。

以上により、日野ブランド事業のトラック・バスの全世界総売上台数は121.0千台となり、前年同四

半期に比べ7.6千台(6.7％)増加いたしました。これにより、同売上台数は第３四半期連結累計期間とし

て過去最高となりました。

また、トヨタ向け車両台数につきましては、主に「ランドクルーザープラド」の売上台数が増加した

結果、総売上台数は139.7千台と前年同四半期に比べ6.8千台(5.1％)増加いたしました。

以上により、売上高は１兆2,521億82百万円と前年同四半期に比べ1,483億10百万円(13.4％)の増収と

なりました。損益面におきましては、売上台数が増加したこと、採算改善・原価低減活動の効果および

為替円安などの影響により営業利益は910億43百万円(前年同四半期に比べ472億69百万円の増益)、経常

利益は876億57百万円(同429億22百万円の増益)となり、四半期純利益は593億30百万円（同293億38百万

円の増益）となりました。

なお、売上高およびすべての利益段階で、第３四半期連結累計期間として過去最高となりました。
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セグメントの業績は、次のとおりであります。

　
(日本)

日野ブランド事業の国内向け車両及びトヨタ向け車両が増加したことにより、売上高は１兆27億95百

万円と、前年同四半期に比べ935億85百万円（10.3％）の増収となりました。損益面におきましては、

売上高が増加したこと及び為替が前年同四半期に比べ円安となったことに伴い、セグメント利益（営業

利益）は690億98百万円と、前年同四半期に比べ392億１百万円（2.3倍）の増益となりました。

　

(アジア)

タイ、ベトナム等におけるトラック・バスの売上台数が増加したこと及び為替が前年同四半期に比べ

円安となったことに伴う換算差等により、売上高は3,452億55百万円と、前年同四半期に比べ450億45百

万円（15.0％）の増収となりました。損益面におきましては、トラック・バスの販売価格の改善及び為

替円安等により、セグメント利益（営業利益）は211億68百万円と、前年同四半期に比べ80億59百万円

（61.5％）の増益となりました。

　

(その他)

北米等におけるトラック・バスの売上台数が増加したこと及び為替が前年同四半期に比べ円安となっ

たことに伴う換算差等により、売上高は1,283億11百万円と前年同四半期に比べ257億６百万円

（25.1％）の増収となりました。損益面におきましては、トラック・バスの販売価格の改善や補給部品

の売上高が増加したこと等により、セグメント利益（営業利益）は80億99百万円と、前年同四半期に比

べ59億９百万円（3.7倍）の増益となりました。

　

(2) 財政状態の分析

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前年度末に比べ640億79百万円増加し、9,675億６百万円と

なりました。これは、たな卸資産が294億52百万円増加したことおよび株価の上昇により投資有価証券

が188億64百万円増加したこと等によります。

負債につきましては、前年度末に比べ91億69百万円増加し、6,136億65百万円となりました。これ

は、有利子負債が86億61百万円減少したものの、未払法人税等が146億37百万円増加したこと等により

ます。

純資産につきましては、前年度末に比べ549億９百万円増加し、3,538億41百万円となりました。これ

は、四半期純利益を593億30百万円計上したこと等によります。

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありま

せん。

　

(4) 研究開発活動

当第３四半期連結累計期間の研究開発費の総額は、328億14百万円であります。

なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はあり

ません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 1,400,000,000

計 1,400,000,000
 

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成25年12月31日)

提出日現在発行数(株)
(平成26年２月４日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 574,580,850 574,580,850

東京証券取引所
(市場第一部)
名古屋証券取引所
(市場第一部)

単元株式数
1,000株

計 574,580,850 574,580,850 ― ―
 

（注）平成25年11月28日開催の取締役会における決議に基づき、平成26年１月１日付にて単元株式数を1,000株から

100株に変更しております。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成25年10月１日～
平成25年12月31日

― 574,580 ― 72,717 ― 64,307
 

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できず、

記載することができないことから、直前の基準日(平成25年９月30日)に基づく株主名簿による記載をし

ております。

① 【発行済株式】

   平成25年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

〔自己保有株式〕

普通株式 2,357,000
 

― ―

〔相互保有株式〕

普通株式 319,000
 

― ―

完全議決権株式(その他)
 

普通株式 570,603,000
 

 

570,603 ―

単元未満株式
 

普通株式 1,301,850
 

 

― ―

発行済株式総数 574,580,850 ― ―

総株主の議決権 ― 570,603 ―
 

（注）平成25年11月28日開催の取締役会における決議に基づき、平成26年１月１日付にて単元株式数を1,000株から

100株に変更しております。

　

② 【自己株式等】

  平成25年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)      

日野自動車㈱
東京都日野市日野台
３－１－１

2,357,000 ― 2,357,000 0.41

(相互保有株式)      

徳島日野自動車㈱
徳島県板野郡松茂町
笹木野八北開拓203－１

30,000 ― 30,000 0.01

㈱ホリキリ
千葉県八千代市上高野
1827－４

133,000 ― 133,000 0.02

澤藤電機㈱
群馬県太田市新田早川町
３

93,000 ― 93,000 0.02

千代田運輸㈱
東京都日野市日野台
１－21－１

40,000 ― 40,000 0.01

埼玉機器㈱
さいたま市中央区下落合
７－１－３

23,000 ― 23,000 0.00

計 ― 2,676,000 ― 2,676,000 0.47
 

　

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成

19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(平成25年10月１

日から平成25年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成25年12月31日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、あらた監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【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25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 27,143 38,960

受取手形及び売掛金
※3 274,680 ※3 263,802

商品及び製品 85,627 116,455

仕掛品 23,897 26,278

原材料及び貯蔵品 38,011 34,255

その他 46,324 56,518

貸倒引当金 △3,503 △5,243

流動資産合計 492,180 531,026

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 90,323 88,456

機械装置及び運搬具（純額） 78,342 76,988

土地 96,540 98,699

その他（純額） 35,645 42,390

有形固定資産合計 300,852 306,535

無形固定資産 16,488 16,781

投資その他の資産

投資有価証券 86,489 105,354

その他 11,600 11,570

貸倒引当金 △4,184 △3,761

投資その他の資産合計 93,906 113,163

固定資産合計 411,246 436,480

資産合計 903,427 967,506

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金
※3 229,887 ※3 228,672

短期借入金 121,772 127,444

1年内返済予定の長期借入金 21,254 9,589

未払法人税等 7,473 22,110

製品保証引当金 25,161 29,306

その他の引当金 5,145 2,239

その他 70,828 65,824

流動負債合計 481,523 485,187

固定負債

長期借入金 24,354 21,686

退職給付引当金 53,060 53,468

その他の引当金 1,689 1,607

その他 43,867 51,714

固定負債合計 122,972 128,477

負債合計 604,495 613,665
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 72,717 72,717

資本剰余金 64,557 64,757

利益剰余金 106,786 147,244

自己株式 △1,118 △874

株主資本合計 242,943 283,844

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 25,755 36,516

繰延ヘッジ損益 △158 △76

土地再評価差額金 1,927 1,927

為替換算調整勘定 △5,721 △6,244

その他の包括利益累計額合計 21,802 32,123

新株予約権 342 258

少数株主持分 33,843 37,615

純資産合計 298,932 353,841

負債純資産合計 903,427 967,506
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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24年４月１日
　至 平成24年12月31日)

当第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)

売上高 1,103,872 1,252,182

売上原価 944,837 1,031,398

売上総利益 159,035 220,784

販売費及び一般管理費

給料及び手当 28,657 30,703

賞与引当金繰入額 1,013 1,087

退職給付引当金繰入額 2,192 2,147

その他 83,397 95,801

販売費及び一般管理費合計 115,261 129,740

営業利益 43,773 91,043

営業外収益

受取利息 659 842

受取配当金 1,654 2,074

持分法による投資利益 － 31

雑収入 2,983 1,771

営業外収益合計 5,297 4,718

営業外費用

支払利息 2,490 3,692

為替差損 448 3,401

持分法による投資損失 493 －

雑支出 903 1,011

営業外費用合計 4,336 8,105

経常利益 44,734 87,657

特別利益

固定資産売却益 43 2,403

投資有価証券売却益 771 48

負ののれん発生益 20 1,223

その他 46 511

特別利益合計 881 4,186

特別損失

固定資産除売却損 363 635

減損損失 634 21

その他 487 72

特別損失合計 1,484 729

税金等調整前四半期純利益 44,130 91,114

法人税、住民税及び事業税 9,668 27,192

法人税等調整額 561 △2,536

法人税等合計 10,229 24,655

少数株主損益調整前四半期純利益 33,901 66,459

少数株主利益 3,908 7,128

四半期純利益 29,992 59,330
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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24年４月１日
　至 平成24年12月31日)

当第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)

少数株主損益調整前四半期純利益 33,901 66,459

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △268 9,794

繰延ヘッジ損益 △413 81

為替換算調整勘定 2,088 △718

持分法適用会社に対する持分相当額 149 1,628

その他の包括利益合計 1,555 10,786

四半期包括利益 35,456 77,245

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 31,086 69,651

少数株主に係る四半期包括利益 4,370 7,594
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　１．保証債務

連結会社以外の金融機関等からの借入に対して、債務保証を行っております。

 
前連結会計年度

(平成25年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成25年12月31日)

オートローン 210百万円 174百万円

従業員の住宅資金借入金 3,067百万円 2,590百万円

計 3,278百万円 2,765百万円
 

　

２．受取手形割引高

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

1,877百万円 661百万円
 

　

※３．四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しておりま

す。なお、当第３四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末

日満期手形が、当第３四半期連結会計期間末残高に含まれております。

　

 
前連結会計年度

(平成25年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成25年12月31日)

受取手形 2,597百万円 2,345百万円

支払手形 554百万円 326百万円
 

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。な

お、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却

額は、次のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
至　平成24年12月31日)

当第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)

減価償却費 34,275百万円 33,213百万円

のれんの償却額 25百万円 27百万円
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(株主資本等関係)

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日　至　平成24年12月31日)

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月22日
定時株主総会

普通株式 2,852 5 平成24年３月31日 平成24年６月25日 利益剰余金

平成24年10月25日
取締役会

普通株式 4,565 8 平成24年９月30日 平成24年11月26日 利益剰余金
 

　

(2) 基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結

会計期間末後となるもの

　該当事項はありません。

　

Ⅱ　当第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)

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月21日
定時株主総会

普通株式 8,573 15 平成25年３月31日 平成25年６月24日 利益剰余金

平成25年10月29日
取締役会

普通株式 10,300 18 平成25年９月30日 平成25年11月26日 利益剰余金
 

　

(2) 基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結

会計期間末後となるもの

　該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日)

１．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

      (単位：百万円)

 
報告セグメント

その他
※１

合計
調整額
※２

四半期連結
損益計算書
計上額
※３

日本 アジア 計

売上高        

外部顧客への売上高 703,051 298,664 1,001,716 102,156 1,103,872 ― 1,103,872

セグメント間の内部売上高
又は振替高

206,157 1,545 207,703 449 208,152 △208,152 ―

計 909,209 300,209 1,209,419 102,605 1,312,025 △208,152 1,103,872

セグメント利益 29,896 13,109 43,005 2,190 45,196 △1,422 43,773
 

※１ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、北米、オセアニア等を含んで

おります。

※２ セグメント利益の調整額△1,422百万円にはセグメント間の取引消去及び棚卸資産の調整額他が含まれて

おります。

※３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

　

Ⅱ 当第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)

１．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

      (単位：百万円)

 
報告セグメント

その他
※１

合計
調整額
※２

四半期連結
損益計算書
計上額
※３

日本 アジア 計

売上高        

外部顧客への売上高 781,382 343,160 1,124,542 127,639 1,252,182 ― 1,252,182

セグメント間の内部売上高
又は振替高

221,412 2,095 223,507 672 224,179 △224,179 ―

計 1,002,795 345,255 1,348,050 128,311 1,476,362 △224,179 1,252,182

セグメント利益 69,098 21,168 90,266 8,099 98,366 △7,323 91,043
 

※１ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、北米、オセアニア等を含んで

おります。

※２ セグメント利益の調整額△7,323百万円にはセグメント間の取引消去及び棚卸資産の調整額他が含まれて

おります。

※３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（重要な負ののれん発生益）

「日本」セグメントにおいて、連結子会社株式の追加取得により、負ののれん1,223百万円が発生し

ました。当該負ののれんは、当第３四半期連結累計期間において、負ののれん発生益として特別利益に

計上しております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及

び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第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)

(1) １株当たり四半期純利益金額 52円56銭 103円73銭

    (算定上の基礎)   

   四半期純利益金額(百万円) 29,992 59,330

    普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

   普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 29,992 59,330

    普通株式の期中平均株式数(株) 570,583,513 571,964,682

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 52円51銭 103円48銭

    (算定上の基礎)   

    四半期純利益調整額(百万円) ― ―

    普通株式増加数(株) 578,046 1,418,918

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

― ―

 

　

２ 【その他】

平成25年10月29日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

①中間配当による配当金の総額       10,300百万円

②１株当たりの金額           　　　　 18円

③支払請求権の効力発生日及び支払開始日  平成25年11月26日

　(注)　平成25年９月30日現在の株主名簿に記載または記録された株主に対し、支払いを行います。

　

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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あ ら た 監 査 法 人

指定社員
業務執行社員

 公認会計士   出   口   眞   也

指定社員
業務執行社員

 公認会計士   加   藤   達   也

独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成26年２月４日

日野自動車株式会社

取締役会  御中

　

 

　

 

　

 

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日

野自動車株式会社の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間

（平成25年10月１日から平成25年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成

25年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算

書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して

四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半
期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実

施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国にお
いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定され
た手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日野自動車株式会社及び連結子会社の平成
25年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示し
ていないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
　

以  上

　
 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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