
平成１２年１１月２０日

日産自動車株式会社

＜００年９ 広月期決算参考資料＞（単独） 　　　報　　　部

当中間期実績 前中間期実績 前回予想（10/30発表） 前期実績

００年９月期 ９９年９月期 ００年９月期 ００年３月期 

売上高 14,649 億円 （  ▲1.5%) 14,878 億円 （  ▲ 9.2%) 14,649 億円 （  ▲1.5%) 29,970 億円 (▲   9.7%)

　国内 6,655 億円 (▲ 11.9%) 7,554 億円 (  ▲ 9.8%) 6,655 億円 (▲ 11.9%) 15,467 億円 (▲  10.2%)

　輸出 7,994 億円 (     9.1%) 7,324 億円 (  ▲ 8.6%) 7,994 億円 (     9.1%) 14,502 億円 (▲   9.2%)

営業利益 449 億円 (  268.4%) 121 億円 (▲ 40.8%) 449 億円 (  271.1%) ▲ 156 億円 (    -    )

経常利益 463 億円 (  235.9%) 137 億円 (▲ 52.2% ) 463 億円 (  238.0%) ▲ 358 億円 (    -    )

当期利益 979 億円 (    -    ) ▲ 5,242 億円 (    -    ) 979 億円 (    -    ) ▲ 7,900 億円 (    -    )

設備投資 357 億円 237 億円 357 億円 809 億円

減価償却費 202 億円 439 億円 202 億円 822 億円

業績評価 上期ﾍﾞｰｽで 上期ﾍﾞｰｽで 上期ﾍﾞｰｽで 減収・当期赤字

当期黒字化 減収・減益 当期黒字化

生産台数

　国内 661 千台 (    0.3%) 659 千台 (▲ 11.7%) 661 千台 (    0.3%) 1,337 千台 (▲  12.5%)

　海外 653 千台 (   29.7%) 504 千台 (     4.1%) 653 千台 (   29.6%) 1,068 千台 (     13.9%)

　計 1,314 千台 (   13.0%) 1,163 千台 (▲  5.5%) 1,314 千台 (   13.0%) 2,405 千台 (▲   2.5%)

売上台数

　国内 346 千台 (▲  3.4%) 358 千台 (▲ 17.6%) 346 千台 (▲  3.4%) 745 千台 (▲  14.8%)

　輸出 329 千台 (     6.7%) 308 千台 (▲ 10.5%) 329 千台 (     6.8%) 612 千台 (▲  13.9%)

　計 675 千台 (     1.3%) 666 千台 (▲ 14.5%) 675 千台 (     1.4%) 1,357 千台 (▲  14.4%)

国内登録 335 千台 (▲  9.4%) 370 千台 (▲ 14.8%) 335 千台 (▲  9.4%) 760 千台 (▲  11.7%)

　シェア 17.4% 19.7% 17.4% 19.1%

（全需） 1,929 千台 (     2.8%) 1,876 千台 (▲  9.5%) 1,929 千台 (     2.8%) 3,982 千台 (▲   5.5%)

＊（　　　　　）内は前年同期比。
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