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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

（注１）当社は、平成21年４月１日より財務会計基準書第160号「連結財務諸表における非支配持分－会計研究公報第51号の改訂」を適用しています。 
    これにより当社は、平成21年３月期までの「四半期純利益」を「当社株主に帰属する四半期純利益」、「１株当たり四半期純利益」を「１株当たり当 
    社株主に帰属する四半期純利益」、「希薄化後１株当たり四半期純利益」を「希薄化後１株当たり当社株主に帰属する四半期純利益」と名称変 
    更しています。それぞれの連結経営成績は以下の通りです。 
 
    当社株主に帰属する四半期純利益        21年３月期第１四半期 173,397百万円（4.4％） 22年３月期第１四半期 7,560百万円（△95.6％） 
    １株当たり当社株主に帰属する四半期純利益 21年３月期第１四半期 95円56銭         22年３月期第１四半期 ４円17銭 
    希薄化後１株当たり当社株主に帰属する    21年３月期第１四半期   －            22年３月期第１四半期   － 
    四半期純利益 
 
（注２）当社は、平成21年３月期第１四半期連結累計期間の「営業利益」「税引前四半期純利益」「当社株主に帰属する四半期純利益」「１株当たり当社 
    株主に帰属する四半期純利益」を修正表示しています。詳細は、７ページの「４．その他 （３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・ 
    手続、表示方法等の変更」を参照ください。 

(2) 連結財政状態 

（注）「株主資本」については、「当社株主に帰属する株主資本」の金額を記載しています。 
 

(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 税引前四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第1四半期 2,002,212 △30.2 25,164 △88.0 5,458 △97.6

21年3月期第1四半期 2,867,221 △2.2 210,476 △5.1 224,224 2.7

1株当たり四半期純利益 希薄化後1株当たり四半期純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第1四半期 ― ―

21年3月期第1四半期 ― ―

総資産 株主資本 株主資本比率 1株当たり株主資本
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期第1四半期 11,766,747 4,060,782 34.5 2,237.83
21年3月期 11,818,917 4,007,288 33.9 2,208.35

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 22.00 22.00 11.00 8.00 63.00
22年3月期 8.00

22年3月期 
（予想）

8.00 8.00 8.00 32.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
（注１）平成22年３月期の連結業績予想における「当社株主に帰属する四半期（当期）純利益」「１株当たり当社株主に帰属する四半期（当期）純利益」 
    はそれぞれ以下の通りです。 
 
    当社株主に帰属する四半期（当期）純利益        第２四半期連結累計期間 △10,000百万円（－％）    通期 55,000百万円（△59.9％） 
    １株当たり当社株主に帰属する四半期（当期）純利益  第２四半期連結累計期間 △５円51銭           通期 30円31銭 
 
（注２）当社は、平成21年３月期第２四半期連結累計期間の「営業利益」「税引前四半期純利益」「当社株主に帰属する四半期純利益」「１株当たり当社 
    株主に帰属する四半期純利益」を修正しています。第２四半期連結累計期間の対前年同四半期増減率は、修正後の数値を元に算出していま 
    す。詳細は、７ページの「４．その他 （３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更」を参照ください。 

売上高 営業利益 税引前当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

第2四半期 
連結累計期間

3,920,000 △31.2 △10,000 ― △25,000 ―

通期 8,280,000 △17.3 70,000 △63.1 45,000 △72.2
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、７ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他 をご覧下さい。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、７ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他 をご覧下さい。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 業績見通しは、現時点で入手可能な情報に基づき当社の経営者が判断した見通しであり、リスクや不確実性を含んでいます。従いまして、これらの業績
見通しのみに全面的に依拠して投資判断を下すことは控えるようお願いいたします。 
 実際の業績は、様々な重要な要素により、これらの業績見通しとは大きく異なる結果となり得ることを、ご承知おき下さい。実際の業績に影響を与え得る
重要な要素には、当社、連結子会社および持分法適用会社の事業領域をとりまく経済情勢、市場の動向、対米ドル、対ユーロをはじめとする円の為替レー
トなどが含まれます。 
 業績予想の前提となる仮定については、６ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３. 連結業績予想に関する定性的情報 をご覧下さい。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 1,834,828,430株 21年3月期  1,834,828,430株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  20,221,498株 21年3月期  20,219,430株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 1,814,607,899株 21年3月期第1四半期 1,814,538,902株
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2009年度第１四半期連結累計期間（2009年４月１日から2009年６月30日までの３ヵ月間）の連結売上高

は、四輪事業の売上高の減少、為替換算上の影響などにより、２兆22億円と前年同期にくらべ30.2％の減収

となりました。 

利益の面では、営業利益は、販売費及び一般管理費や研究開発費の減少、コストダウン効果などはあった

ものの、減収に伴う利益の減少、減産に伴うコスト影響、為替影響などにより、251億円と前年同期にくら

べ88.0％の減益となりました。税引前利益は、54億円と前年同期にくらべ97.6％の減益、当社株主に帰属す

る四半期純利益は、75億円と95.6％の減益となりました。 

  

  

国内売上台数は、４万５千台と前年同期にくらべ22.4％の減少となりました。海外売上台数は、主にア

ジアの持分法適用会社向け海外生産用部品の減少、南米を含むその他の地域での減少などにより、220万

７千台と前年同期にくらべ16.9％の減少となりました。二輪事業合計では、225万２千台と前年同期にく

らべ17.1％の減少となりました。二輪事業の外部顧客への売上高は、売上台数の減少、為替換算上の影響

などにより、2,563億円と前年同期にくらべ34.8％の減収となりました。営業利益は、販売費及び一般管

理費や研究開発費の減少などはあったものの、減収に伴う利益の減少、為替影響などにより、56億円と前

年同期にくらべ81.9％の減益となりました。 

 ※海外の持分法適用会社で生産・販売されるHondaブランド二輪車のうち、当社および連結子会社より生産用部品を供給していない

Hondaブランド二輪車は、米国会計基準では当社の連結売上高に計上されません。したがって売上台数にも含めていません。 

  

国内売上台数は、12万８千台と前年同期並みとなりました。海外売上台数は、北米地域で減少したこと

などにより、63万８千台と前年同期にくらべ23.5％の減少となりました。四輪事業合計では、76万６千台

と前年同期にくらべ20.4％の減少となりました。四輪事業の外部顧客への売上高は、売上台数の減少、為

替換算上の影響などにより、１兆5,234億円と前年同期にくらべ31.6％の減収となりました。営業損失

は、販売費及び一般管理費や研究開発費の減少、コストダウン効果などはあったものの、減収に伴う利益

の減少、減産に伴うコスト影響、為替影響などにより、213億円と前年同期にくらべ1,717億円の減益とな

りました。 

  

金融サービス事業の外部顧客への売上高は、主にオペレーティング・リース売上の増加などにより、

1,559億円と前年同期にくらべ6.9％の増収となりました。営業利益は、リース残価に関わる費用の減少、

調達金利の減少などにより、468億円と前年同期にくらべ62.8％の増益となりました。 

  

汎用事業の国内売上台数は、７万１千台と前年同期にくらべ55.3％の減少となりました。海外売上台数

は、欧州地域で減少したことなどにより、108万７千台と前年同期にくらべ7.9％の減少となりました。汎

用事業合計では、115万８千台と前年同期にくらべ13.5％の減少となりました。汎用事業及びその他の事

業の外部顧客への売上高は、汎用事業の売上台数の減少、為替換算上の影響などにより、665億円と前年

同期にくらべ33.7％の減収となりました。営業損失は、販売費及び一般管理費の減少はあったものの、減

収に伴う利益の減少などにより、59億円と前年同期にくらべ61億円の減益となりました。 

  

【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

第１四半期連結累計期間の連結業績の概況

事業の種類別セグメントの状況

（二 輪 事 業）

（四 輪 事 業）

（金融サービス事業）

（汎用事業及びその他の事業）
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売上高は、四輪事業の海外向け売上高の減少などにより、7,365億円と前年同期にくらべ35.9％の減収

となりました。営業損失は、販売費及び一般管理費や研究開発費の減少などはあったものの、減収に伴う

利益の減少、為替影響などにより、46億円と前年同期にくらべ425億円の減益となりました。 

  

売上高は、四輪事業の売上高の減少、為替換算上の減少などにより、9,757億円と前年同期にくらべ

34.6％の減収となりました。営業利益は、販売費及び一般管理費の減少、コストダウン効果などはあった

ものの、減収に伴う利益の減少、減産に伴うコスト影響、為替影響などにより、71億円と前年同期にくら

べ92.4％の減益となりました。 

  

売上高は、全ての事業の売上高の減少、為替換算上の減少などにより、2,181億円と前年同期にくらべ

40.1％の減収となりました。営業利益は、販売費及び一般管理費の減少などはあったものの、減産に伴う

コスト影響、為替影響、減収に伴う利益の減少などにより、17億円と前年同期にくらべ84.4％の減益とな

りました。 

  

売上高は、四輪事業の売上高の減少、為替換算上の減少などにより、3,213億円と前年同期にくらべ

26.3％の減収となりました。営業利益は、販売費及び一般管理費の減少はあったものの、減収に伴う利益

の減少、為替影響などにより、203億円と前年同期にくらべ45.7％の減益となりました。 

  

売上高は、為替換算上の減少、二輪事業の売上高の減少などにより、1,754億円と前年同期にくらべ

40.3％の減収となりました。営業損失は、減収に伴う利益の減少、為替影響などにより、４億円と前年同

期にくらべ367億円の減益となりました。 

  

所在地別セグメントの状況

（日  本）

（北  米）

（欧  州）

（ア ジ ア）

（その他の地域）
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当第１四半期連結会計期間末における総資産は、オペレーティング・リース資産の増加、為替換算上の増

加などはあったものの、流動資産の減少などにより、11兆7,667億円と前年度末にくらべ521億円の減少とな

りました。 

負債合計は、長期債務の増加はあったものの、流動負債の減少などにより、７兆5,850億円と前年度末に

くらべ1,035億円の減少となりました。 

純資産合計は、為替換算上の増加などにより、４兆1,817億円と前年度末にくらべ513億円の増加となりま

した。 

  

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金等価物（以下「資金」という。）は、8,144億円と、

前年度末にくらべ1,241億円の増加となりました。 

当第１四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況と、その前年同期に対する各キャッシュ・フロー

の増減状況は以下のとおりです。 

  

当第１四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、未払費用や支払手形及び買掛金の減

少などはあったものの、たな卸資産の減少、減価償却費などにより、4,061億円となりました。営業活動に

よるキャッシュ・インフローは、前年同期にくらべ755億円の増加となりました。 

  

当第１四半期連結累計期間における投資活動の結果減少した資金は、固定資産購入、金融子会社保有債権

の増加・回収・譲渡・再購入ならびにオペレーティング・リース資産の購入・売却などにより、2,055億円

となりました。投資活動によるキャッシュ・アウトフローは、前年同期にくらべ3,152億円の減少となりま

した。 

  

当第１四半期連結累計期間における財務活動の結果減少した資金は、短期・長期債務の調達および返済、

配当金の支払いにより、867億円となりました。財務活動によるキャッシュ・アウトフローは、前年同期に

くらべ2,932億円の増加となりました。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報

（１）当第１四半期連結累計期間の連結財政状況

（２）当第１四半期連結累計期間の連結キャッシュ・フローの状況

営業活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー
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現時点における当第２四半期連結累計期間（2009年４月１日から2009年９月30日までの６ヵ月間）および

当連結会計年度（2009年４月１日から2010年３月31日までの12ヵ月間）の連結業績の見通しは、それぞれ以

下のとおりです。 

なお、為替レートは、第２四半期連結累計期間平均で１米ドル＝93円、１ユーロ＝129円、通期平均で１

米ドル＝91円、１ユーロ＝127円を前提としています。 

また、通期の販売台数は、二輪事業で895万台、四輪事業で329万５千台、汎用事業で435万５千台と、そ

れぞれ前年度と比較して116万４千台の減少、22万２千台の減少、83万２千台の減少を計画しています。 
  

 
  

(注)当社は、2009年３月期第２四半期連結累計期間の「営業利益(△損失)」「税引前利益(△損失)」「当社株主

に帰属する四半期純利益(△損失)」を修正しています。第２四半期連結累計期間の対前年同期増減率は、修

正後の数値を元に算出しています。詳細は、７ページの「４．その他 （３）四半期連結財務諸表作成に係

る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更」を参照ください。 

  

なお、当連結会計年度の営業利益および税引前利益の見通しについて、対前連結会計年度の増減要因は以

下のとおりです。 
  

 
  

当社は、2009年７月29日開催の取締役会において、2009年６月30日を基準日とした当第１四半期末配当金

を、１株当たり８円とすることを決議いたしました。また、年間配当金につきましては、１株当たり32円を

予定しています。 
  
※前述の業績見通しは、現時点で入手可能な情報に基づき当社の経営者が判断した見通しであり、リスクや不確実性

を含んでいます。 従いまして、これらの業績見通しのみに全面的に依拠して投資判断を下すことは控えるようお願

いいたします。実際の業績は、様々な重要な要素により、これらの業績見通しとは大きく異なる結果となり得るこ

とを、ご承知おき下さい。実際の業績に影響を与え得る重要な要素には、当社、連結子会社および持分法適用会社

の事業領域をとりまく経済情勢、市場の動向、対米ドル、対ユーロをはじめとする円の為替レートなどが含まれま

す。 

３．連結業績予想に関する定性的情報

連結業績の見通し

     第２四半期連結累計期間 通 期

売   上   高 39,200億円 82,800億円

(対前年同期増減率  △31.2%) (対前年度増減率  △17.3%)

営  業  利  益(△損失) △100億円 700億円

(対前年同期増減率       －) (対前年度増減率  △63.1%)

税 引 前 利 益(△損失) △250億円 450億円

(対前年同期増減率     －) (対前年度増減率  △72.2%)

当社株主に帰属する △100億円 550億円

四半期(当期)純利益(△損失) (対前年同期増減率       －) (対前年度増減率  △59.9%)

 売上変動及び構成差等（為替影響除く） △3,097

 コストダウン効果・原材料価格高騰影響等 △130

 販売費及び一般管理費（為替影響除く） 3,640

 研究開発費 481

 為替影響 △2,090

営業利益  対前連結会計年度 △1,196億円

 デリバティブ評価損益 150

 その他の営業外損益 △121

税引前利益 対前連結会計年度 △1,167億円

１株当たり配当金
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該当事項はありません。 

  

税金費用の計算 

当社および連結子会社は、税金費用について、当四半期連結累計期間を含む連結会計年度の税引前

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、当四半期連結累計期間の税引前利益に

当該見積実効税率を乗じて計算しています。ただし、見積実効税率の算定が困難な項目については、

当四半期連結累計期間の実際実効税率を乗じて計算しています。 

  

(a) 連結財務諸表における非支配持分 

2007年12月に、米国財務会計基準審議会は財務会計基準書第160号「連結財務諸表における非支配

持分－会計研究公報第51号の改訂」を公表しました。同基準書は、子会社における非支配持分は親会

社における株主持分として、連結財務諸表上純資産の部で表示することを要求しています。また、支

配獲得後の持分変動における支配喪失を伴わない取引については、資本取引として処理することも要

求しています。当社は、2009年４月１日より同基準書を適用しています。これにより当社は、従来、

連結貸借対照表の負債の部と資本の部の中間に分類していた少数株主持分を非支配持分として純資産

の部に含めて計上し、また、連結損益計算書および連結キャッシュ・フロー計算書の表示科目を変更

しています。同基準書の表示および開示に関する規定は遡及的に適用されることから、当社は、前連

結会計年度の連結財務諸表ならびに前第１四半期連結会計期間および前第１四半期連結累計期間の四

半期連結財務諸表を組替表示しています。同基準書の適用による当社の連結財政状態および経営成績

への重要な影響はありません。 

  

(b) 連結子会社の決算期変更に伴う修正表示 

一部の連結子会社は、前連結会計年度より、決算期を12月31日から３月31日へ変更しました。これ

により当社は、連結財務諸表における当社と当該連結子会社の間にある３ヵ月間の会計期間の差異を

解消しました。当該会計期間の差異の解消は、前第４四半期連結会計期間において会計方針の変更と

して遡及的に実施し、前連結会計年度の期首時点における利益剰余金を6,214百万円増額調整してい

ます。よって、当社は、前第１四半期連結会計期間および前第１四半期連結累計期間の四半期連結財

務諸表について、前連結会計年度の連結財務諸表の表示方法に合わせて、修正表示しています。 

  

４．その他

(１)期中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)

(２)四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(３)四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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  (単位：百万円)

５．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

当第１四半期連結会計期間末
(2009年６月30日)

前連結会計年度の連結貸借対照表
(2009年３月31日)

(資産の部)

流動資産

 現金及び現金等価物 814,473 690,369

 受取手形及び売掛金 799,068 854,214

 金融子会社保有短期債権 1,093,851 1,172,030

 たな卸資産 1,074,806 1,243,961

 繰延税金資産 172,797 198,158

 その他の流動資産 496,189 462,446

  流動資産合計 4,451,184 4,621,178

金融子会社保有長期債権 2,415,620 2,400,282

投資及び貸付金

 関連会社に対する投資 
 及び貸付金

500,149 505,835

 その他 152,385 133,234

  投資及び貸付金合計 652,534 639,069

オペレーティング・リース資産

 賃貸用車両 1,614,744 1,557,060

 減価償却累計額 △284,357 △269,261

  オペレーティング・リース 
  資産合計

1,330,387 1,287,799

有形固定資産

 土地 473,563 469,279

 建物 1,480,607 1,446,090

 機械装置及び備品 3,185,812 3,133,439

 建設仮勘定 177,150 159,567

5,317,132 5,208,375

 減価償却累計額 △3,150,060 △3,060,654

  有形固定資産合計 2,167,072 2,147,721

その他の資産 749,950 722,868

  資産合計 11,766,747 11,818,917
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  (単位：百万円)

 
（注）「４．その他 （３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更」を参照くださ

い。 

当第１四半期連結会計期間末
(2009年６月30日)

前連結会計年度の連結貸借対照表
(2009年３月31日)

(負債の部)

流動負債

 短期債務 1,567,767 1,706,819

 １年以内に期限の到来 
 する長期債務

796,061 977,523

 支払手形 30,591 31,834

 買掛金 637,336 674,498

 未払費用 507,534 562,673

 未払税金 20,631 32,614

 その他の流動負債 289,519 251,407

  流動負債合計 3,849,439 4,237,368

長期債務 2,227,631 1,932,637

その他の負債 1,507,954 1,518,568

  負債合計 7,585,024 7,688,573

(純資産の部)

当社株主に帰属する株主資本

 資本金 86,067 86,067

  (発行可能株式総数) (7,086,000,000株) (7,086,000,000株)

  (発行済株式総数) (1,834,828,430株) (1,834,828,430株)

 資本剰余金 172,529 172,529

 利益準備金 44,056 43,965

 利益剰余金 5,092,220 5,099,267

 その他の包括利益(△損失)
 累計額

△1,262,373 △1,322,828

 自己株式 △71,717 △71,712

  (自己株式数) (20,221,498株) (20,219,430株)

     当社株主に帰属する    
      株主資本合計

4,060,782 4,007,288

非支配持分 120,941 123,056

    純資産合計 4,181,723 4,130,344

契約残高及び偶発債務

    負債及び純資産合計 11,766,747 11,818,917
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  (単位：百万円)

 
（注）「４．その他 （３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更」を参照くださ

い。 

（２）四半期連結損益計算書（第１四半期連結累計期間）

前第１四半期連結累計期間
(自 2008年４月１日
至 2008年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2009年４月１日
至 2009年６月30日)

売上高及びその他の 
営業収入

2,867,221 2,002,212

営業費用

 売上原価 2,051,325 1,553,824

 販売費及び一般管理費 468,273 321,632

 研究開発費 137,147 101,592

  営業費用合計 2,656,745 1,977,048

 営業利益 210,476 25,164

営業外収益

 受取利息 10,841 4,828

 その他 19,401 686

  営業外収益合計 30,242 5,514

営業外費用

 支払利息 6,152 3,811

 その他 10,342 21,409

  営業外費用合計 16,494 25,220

 税引前利益 224,224 5,458

法人税等

 当期分 37,718 13,178

 繰延分 44,552 △2,679

  法人税等合計 82,270 10,499

 非支配持分損益 
 及び関連会社持分利益 
 調整前利益(△損失)

141,954 △5,041

関連会社持分利益 38,193 14,243

 非支配持分損益 
 控除前四半期純利益

180,147 9,202

非支配持分損益(△控除) △6,750 △1,642

 当社株主に帰属する 
 四半期純利益

173,397 7,560

基本的１株当たり       
当社株主に帰属する四半期純利益

95円56銭 4円17銭
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(単位：百万円)

 
（注）「４．その他 （３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更」を参照くださ

い。 

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期連結累計期間
(自 2008年４月１日
至 2008年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2009年４月１日
至 2009年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー
 非支配持分損益控除前四半期純利益 180,147 9,202
 営業活動により稼得された
 正味キャッシュへの調整項目
  減価償却費(オペレーティング・リース除く) 100,720 100,707

  オペレーティング・リースに係る減価償却費 39,728 59,738

  繰延税金 44,552 △2,679

  関連会社持分利益 △38,193 △14,243

  関連会社からの現金配当 5,817 38,796
  金融子会社保有債権クレジット損失引当金
  及びリース残価損失引当金繰入額

15,682 11,406

  有価証券評価損 327 ―

  固定資産評価損(オペレーティング・リース除く) 3,577 ―

    オペレーティング・リースに係る固定資産評価損 1,266 1,413

  デリバティブ評価損(△益)(純額) △11,346 △16,141

  資産の減少(△増加)

   受取手形及び売掛金 88,139 86,531

   たな卸資産 △53,683 196,338

   その他の流動資産 38,062 △1,760

   その他の資産 1,923 3,828

  負債の増加(△減少)

   支払手形及び買掛金 △76,707 △28,732

   未払費用 △66,141 △60,694

   未払税金 △5,333 △15,081

   その他の流動負債 38,488 76,052

   その他の負債 32,727 △26,211
  その他(純額) △9,216 △12,337

営業活動によるキャッシュ・フロー 330,536 406,133

投資活動によるキャッシュ・フロー
 投資及び貸付金の増加 △145 △10,180

 投資及び貸付金の減少 726 162

 売却可能証券売却額 1,191 1,509

 償還期限まで保有する有価証券購入額 △10,152 ―

 償還期限まで保有する有価証券償還額 10,455 ―

 固定資産購入額 △178,118 △128,946

 固定資産売却額 6,753 5,135

 金融子会社保有債権の増加 △907,066 △316,417

 金融子会社保有債権の回収 624,750 392,612

 金融子会社保有債権の譲渡(△再購入)(純額) 135,457 △21,942

 オペレーティング・リース資産購入額 △217,671 △158,517
 オペレーティング・リース資産売却額 13,021 31,027

投資活動によるキャッシュ・フロー △520,799 △205,557

財務活動によるキャッシュ・フロー
 短期債務の増加(△減少)(純額) 78,433 △172,379

 長期債務の調達額 406,322 456,431

 長期債務の返済額 △234,790 △347,876

 配当金の支払額 △39,921 △14,516

 非支配持分への配当金の支払額 △3,480 △8,366
 自己株式の売却(△取得)(純額) 1 △5

財務活動によるキャッシュ・フロー 206,565 △86,711

為替変動による現金及び現金等価物への影響額 △17,327 10,239

現金及び現金等価物の純増減額 △1,025 124,104

現金及び現金等価物の期首残高 1,050,902 690,369

現金及び現金等価物の四半期末残高 1,049,877 814,473
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 該当事項はありません。 

  

  
当社の事業セグメントは、経営組織の形態と製品およびサービスの特性に基づいて二輪事業・四輪事業・金融サービス事業・汎用

事業及びその他の事業の４つに区分されています。 

以下のセグメント情報は、独立した財務情報が入手可能な構成単位で区分され、定期的に当社のマネジメントにより経営資源の配

分の決定および業績の評価に使用されているものです。また、セグメント情報における会計処理基準は、当社の四半期連結財務諸表

における会計処理基準と一致しています。 

  
各事業の主要製品およびサービス、事業形態は以下のとおりです。 

   

  

 

 

 

 
(注) １．セグメント間取引は、独立企業間価格で行っています。 

２．資産の消去又は全社の項目には、セグメント間取引の消去の金額および全社資産の金額が含まれています。全社資産の金額は、前

第１四半期連結会計期間末 327,583百万円、当第１四半期連結会計期間末 304,142百万円であり、その主なものは、当社の現金及

び現金等価物、市場性のある有価証券です。 

３．金融サービス事業の減価償却費のうち、オペレーティング・リース資産に係る減価償却費の金額は、前第１四半期連結累計期間 

39,728百万円、当第１四半期連結累計期間 59,738百万円です。 

４．金融サービス事業の資本的支出のうち、オペレーティング・リース資産の購入額は、前第１四半期連結累計期間 217,671百万円、

当第１四半期連結累計期間 158,517百万円です。 

５．「４．その他（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更」を参照ください。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

事  業 主 要 製 品 お よ び サ ー ビ ス 事 業 形 態

二 輪 事 業 二輪車、ＡＴＶ、パーソナルウォータークラフト、関連部品
研究開発・生産・販売・ 
その他

四 輪 事 業 四輪車、関連部品
研究開発・生産・販売・ 
その他

金融サービス事業 金融、保険
当社製品に関わる販売金融
およびリース業・その他

汎 用 事 業 及 び 
そ の 他 の 事 業

汎用製品、関連部品、その他
研究開発・生産・販売・ 
その他

① 事業の種類別セグメント情報

(単位:百万円)

前第１四半期連結累計期間 二輪事業 四輪事業
金融サービス
事  業

汎用事業及び
その他の事業

計 消去又は全社 連  結

 売上高及びその他の 
 営業収入

    (1)外部顧客 393,048 2,228,013 145,805 100,355 2,867,221 ─ 2,867,221

    (2)セグメント間 ─ ─ 3,719 6,486 10,205 △10,205 ─

      計 393,048 2,228,013 149,524 106,841 2,877,426 △10,205 2,867,221

営 業 利 益（ △ 損 失 ） 31,153 150,341 28,773 209 210,476 ─ 210,476

資       産 1,190,452 5,881,184 6,472,006 317,344 13,860,986 △620,599 13,240,387

減 価 償 却 費 12,375 84,768 39,955 3,350 140,448 ─ 140,448

資 本 的 支 出 22,961 124,140 217,872 3,197 368,170 ─ 368,170

当第１四半期連結累計期間 二輪事業 四輪事業
金融サービス
事  業

汎用事業及び
その他の事業

計 消去又は全社 連  結

 売上高及びその他の 
 営業収入

    (1)外部顧客 256,366 1,523,429 155,903 66,514 2,002,212 ─ 2,002,212

    (2)セグメント間 ─ ─ 3,367 6,714 10,081 △10,081 ─

      計 256,366 1,523,429 159,270 73,228 2,012,293 △10,081 2,002,212

営 業 利 益（ △ 損 失 ） 5,643 △21,376 46,846 △5,949 25,164 ─ 25,164

資       産 1,041,238 5,094,396 5,704,501 295,929 12,136,064 △369,317 11,766,747

減 価 償 却 費 11,567 84,876 60,692 3,310 160,445 ─ 160,445

資 本 的 支 出 11,581 75,617 159,054 15,833 262,085 ─ 262,085
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当社は、米国において一般に公正妥当と認められた会計原則で要求される開示に加え、日本の金融商品取引法の開示要求に従い、
以下の情報を開示します。 

  

  

 

 

 

   
(注) １．国又は地域の区分の方法および各区分に属する主な国又は地域 

(1) 国又は地域の区分の方法………地理的近接度によっています。 

(2) 各区分に属する主な国又は地域………北米：米国、カナダ、メキシコ 

欧州：英国、ドイツ、フランス、イタリア、ベルギー 

アジア：タイ、インドネシア、中国、インド 

その他の地域：ブラジル、オーストラリア 

２．セグメント間取引は、独立企業間価格で行っています。 

３．資産の消去又は全社の項目には、セグメント間取引の消去の金額および全社資産の金額が含まれています。全社資産の金額は、前

第１四半期連結会計期間末 327,583百万円、当第１四半期連結会計期間末 304,142百万円であり、その主なものは、当社の現金及

び現金等価物、市場性のある有価証券です。 

４．「４．その他（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更」を参照ください。 

  

  

   

   
(注) 国又は地域の区分の方法および各区分に属する主な国又は地域 

(1) 国又は地域の区分の方法………地理的近接度によっています。 

(2) 各区分に属する主な国又は地域………北米：米国、カナダ、メキシコ 

欧州：英国、ドイツ、フランス、イタリア、ベルギー 

アジア：タイ、インドネシア、中国、インド 

その他の地域：ブラジル、オーストラリア 

  

② 所在地別セグメント情報（当社および連結子会社の所在地別）

(単位:百万円)

前第１四半期連結累計期間 日  本 北  米 欧  州 ア ジ ア その他の地域 計 消去又は全社 連  結

売上高及びその他の 
営業収入

  (1)外部顧客 465,279 1,435,035 332,731 360,481 273,695 2,867,221 ─ 2,867,221

  (2)セグメント間 684,323 58,143 31,807 75,762 20,099 870,134 △870,134 ─

     計 1,149,602 1,493,178 364,538 436,243 293,794 3,737,355 △870,134 2,867,221

営業利益（△ 損失） 37,910 94,583 11,293 37,462 36,307 217,555 △7,079 210,476

資   産 3,104,187 7,491,284 994,795 1,139,981 584,657 13,314,904 △74,517 13,240,387

長 期 性 資 産 1,082,792 1,872,357 173,941 259,924 125,495 3,514,509 ─ 3,514,509

当第１四半期連結累計期間 日  本 北  米 欧  州 ア ジ ア その他の地域 計 消去又は全社 連  結

売上高及びその他の 
営業収入

  (1)外部顧客 405,470 935,891 207,929 283,666 169,256 2,002,212 ─ 2,002,212

  (2)セグメント間 331,094 39,901 10,264 37,731 6,186 425,176 △425,176 ─

     計 736,564 975,792 218,193 321,397 175,442 2,427,388 △425,176 2,002,212

営業利益（△ 損失） △4,672 7,183 1,757 20,351 △479 24,140 1,024 25,164

資   産 3,055,213 6,413,214 734,516 1,019,962 498,615 11,721,520 45,227 11,766,747

長 期 性 資 産 1,156,684 1,928,723 120,517 261,981 136,297 3,604,202 ─ 3,604,202

③ 海外売上高（外部顧客の所在地別）

(単位:百万円)

前第１四半期連結累計期間 北   米 欧   州 ア ジ ア その他の地域 計

海  外  売  上  高 1,428,063 330,123 436,531 320,841 2,515,558

連  結  売  上  高 2,867,221

連 結 売 上 高 に 占 め る 
海 外 売 上 高 の 割 合(％)

49.8 11.5 15.2 11.2 87.7

当第１四半期連結累計期間 北   米 欧   州 ア ジ ア その他の地域 計

海  外  売  上  高 933,112 206,913 345,162 184,743 1,669,930

連  結  売  上  高 2,002,212

連 結 売 上 高 に 占 め る 
海 外 売 上 高 の 割 合(％)

46.6 10.3 17.2 9.3 83.4
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当第１四半期連結累計期間(自 2009年４月１日 至 2009年６月30日) 

 
  

 
  

 該当事項はありません。 

  

  
当社の一部の連結子会社は、当第１四半期連結会計期間末において、当第１四半期連結累計期間で発生

した欠損金に関連する繰延税金資産に対して評価性引当金を計上しています。この影響などにより、当第
１四半期連結累計期間の税引前利益に対する実効税率が、当社の当連結会計年度における法定税率である
40％から乖離しています。 

  

  
前第１四半期連結会計期間および前第１四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表、前連結会計年度の

連結財務諸表については、当第１四半期連結会計期間および当第１四半期連結累計期間の四半期連結財務
諸表の表示方法に合わせて組替表示をしています。 

  

（６）株主資本関係

 (1) 配当に関する事項

 (a)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

2009年６月23日 

定時株主総会
普通株式 14,516 8.00 2009年３月31日 2009年６月24日 利益剰余金

(b)基準日が当第１四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１四半期連結会計

期間末後となるもの

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

2009年７月29日 

取締役会
普通株式 14,516 8.00 2009年６月30日 2009年８月24日 利益剰余金

 (2) 株主資本の金額の著しい変動

（７）法人税等

（８）組替
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仕向地別(外部顧客の所在地別）売上台数・金額 
 (単位：千台、百万円) 

   
(注) １．売上台数は、当社および連結子会社の完成車と持分法適用会社への生産用部品の売上台数の合計です。 

２．汎用事業及びその他の事業の売上台数は汎用製品の売上台数であり、売上金額には汎用製品、レジャー、貿易等が含まれていま

す。 

６．その他の情報
売上の内訳（第１四半期連結累計期間）

事    業

前第１四半期連結累計期間 

(自 2008年４月１日  

  至 2008年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自 2009年４月１日  

  至 2009年６月30日)

増      減

台  数 金  額 台  数 金  額 台  数 増減率(%) 金  額 増減率(%)

総  合  計 2,867,221 2,002,212 △865,009 △30.2

国    内 351,663 332,282 △19,381 △5.5

海    外 2,515,558 1,669,930 △845,628 △33.6

  北  米 1,428,063 933,112 △494,951 △34.7

  欧  州 330,123 206,913 △123,210 △37.3

  アジア 436,531 345,162 △91,369 △20.9

  その他 320,841 184,743 △136,098 △42.4

二輪事業計 2,715 393,048 2,252 256,366 △463 △17.1 △136,682 △34.8

(うち二輪車) (2,679) (2,224) (△455) (△17.0)

国    内 58 21,515 45 17,659 △13 △22.4 △3,856 △17.9

(うち二輪車) (58) (45) (△13) (△22.4)

海    外 2,657 371,533 2,207 238,707 △450 △16.9 △132,826 △35.8

(うち二輪車) (2,621) (2,179) (△442) (△16.9)

  北  米 80 51,409 54 32,156 △26 △32.5 △19,253 △37.5

(うち二輪車) (50) (31) (△19) (△38.0)

  欧  州 91 64,682 62 38,134 △29 △31.9 △26,548 △41.0

(うち二輪車) (88) (61) (△27) (△30.7)

  アジア 2,050 127,676 1,819 105,063 △231 △11.3 △22,613 △17.7

(うち二輪車) (2,050) (1,819) (△231) (△11.3)

  その他 436 127,766 272 63,354 △164 △37.6 △64,412 △50.4

(うち二輪車) (433) (268) (△165) (△38.1)

四輪事業計 962 2,228,013 766 1,523,429 △196 △20.4 △704,584 △31.6

国    内 128 288,543 128 287,247 ― ― △1,296 △0.4

海    外 834 1,939,470 638 1,236,182 △196 △23.5 △703,288 △36.3

  北  米 460 1,221,121 323 737,391 △137 △29.8 △483,730 △39.6

  欧  州 75 238,833 69 152,746 △6 △8.0 △86,087 △36.0

  アジア 221 295,374 189 230,930 △32 △14.5 △64,444 △21.8

  その他 78 184,142 57 115,115 △21 △26.9 △69,027 △37.5

金融サービス事業計 ― 145,805 ― 155,903 ― ― 10,098 6.9

国    内 ― 5,977 ― 6,125 ― ― 148 2.5

海    外 ― 139,828 ― 149,778 ― ― 9,950 7.1

  北  米 ― 132,591 ― 143,429 ― ― 10,838 8.2

  欧  州 ― 3,535 ― 2,706 ― ― △829 △23.5

  アジア ― 1,216 ― 1,129 ― ― △87 △7.2

  その他 ― 2,486 ― 2,514 ― ― 28 1.1

  汎用事業及び

  その他の事業計 1,339 100,355 1,158 66,514 △181 △13.5 △33,841 △33.7

国    内 159 35,628 71 21,251 △88 △55.3 △14,377 △40.4

海    外 1,180 64,727 1,087 45,263 △93 △7.9 △19,464 △30.1

  北  米 493 22,942 564 20,136 71 14.4 △2,806 △12.2

  欧  州 319 23,073 214 13,327 △105 △32.9 △9,746 △42.2

  アジア 249 12,265 233 8,040 △16 △6.4 △4,225 △34.4

  その他 119 6,447 76 3,760 △43 △36.1 △2,687 △41.7
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