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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第３四半期の連結業績（2020年４月１日～2020年12月31日）

（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

売上収益 営業利益
税引前

四半期利益
四半期利益

親会社の所有者
に帰属する
四半期利益

四半期
包括利益
合計額

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年３月期第３四半期 258,085 △8.9 20,842 △19.1 22,712 △17.8 16,806 △18.7 10,922 △30.3 16,855 △10.8

2020年３月期第３四半期 283,351 △8.1 25,756 △12.8 27,647 △12.4 20,661 △14.6 15,680 △21.9 18,889 △14.4
　

基本的１株当たり
四半期利益

希薄化後１株当たり
四半期利益

円 銭 円 銭

2021年３月期第３四半期 160.63 －

2020年３月期第３四半期 230.61 －
　

　

（２）連結財政状態

資産合計 資本合計
親会社の所有者に
帰属する持分

親会社所有者
帰属持分比率

１株当たり親会社
所有者帰属持分

百万円 百万円 百万円 ％ 円 銭

2021年３月期第３四半期 369,624 281,096 259,265 70.1 3,812.86

2020年３月期 341,820 274,552 254,745 74.5 3,746.40
　

　　

２．配当の状況

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

2020年３月期 － 43.00 － 43.00 86.00

2021年３月期 － 43.00 －

2021年３月期(予想) 47.00 90.00
(注) １ 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無

２ 2021年３月期期末配当金（予想）の内訳 ：普通配当 43円00銭 60周年記念配当 4円00銭

３．2021年３月期の連結業績予想（2020年４月１日～2021年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上収益 営業利益 税引前利益 当期利益
親会社の所有者

に帰属する

当期利益

基本的１株当たり

当期利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 354,500 △1.4 29,000 10.2 31,000 7.8 21,700 7.4 14,500 △3.7 213.24
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無
　

　

　　



※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ― 社（社名） 、除外 ― 社（社名）
　

　

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更

① ＩＦＲＳにより要求される会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無
　

　

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 2021年３月期３Ｑ 68,000,000株 2020年３月期 68,000,000株

② 期末自己株式数 2021年３月期３Ｑ 2,434株 2020年３月期 2,434株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 2021年３月期３Ｑ 67,997,566株 2020年３月期３Ｑ 67,997,670株
　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

業績予想につきましては、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予想であり、リスク

や不確実性を含んでおります。

従いまして、これらの業績予想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、これらの業績予想とは、大きく異なる結果となり得ること

を、ご承知おきください。業績予想の前提となる仮定等については、添付資料４ページ「(３) 連結業績予

想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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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３四半期連結累計期間（2020年４月１日～2020年12月31日）における連結業績は、中国セグメントでの増産

はありましたが、第１四半期連結会計期間に生じた新型コロナウイルス感染拡大を受けた米州、アジア・欧州セグ

メントでの工場稼働停止や日本セグメントでの減産等により、売上収益は2,580億85百万円と前年同期に比べ252億

65百万円（8.9％）の減収となりました。

利益面では、諸経費の抑制および原価低減に努めましたが減収影響等により、営業利益は208億42百万円と前年同

期に比べ49億14百万円（19.1％）の減益となりました。親会社の所有者に帰属する四半期利益は109億22百万円と前

年同期に比べ47億58百万円（30.3％）の減益となりました。

※USドル/円 平均為替レート・・・前第３四半期：108.7円⇒当第３四半期：106.1円

人民元/円 平均為替レート・・・前第３四半期： 15.6円⇒当第３四半期： 15.4円

　

セグメントごとの事業概況及び業績は次のとおりです。

（日本）

（単位：百万円）

前第３四半期

累計期間

当第３四半期

累計期間
前期比増減額 前期比増減率

売上収益 55,862 56,161 298 0.5％

営業利益 5,144 5,165 20 0.4％

前期との主な増減理由

売上収益 第１四半期連結会計期間を中心とした新型コロナウイルス感染症影響による減産影響はありま

したが、株式会社ホンダカーズ埼玉北の連結子会社化による増収効果により前年同等となりま

した。

営業利益 減産影響はありましたが、諸経費の抑制等により前年同等となりました。

※新型コロナウイルス感染拡大を受けた工場の稼働停止は発生していませんが、一部の工場で生産調整を

　実施しました。

（米州）

（単位：百万円）

前第３四半期

累計期間

当第３四半期

累計期間
前期比増減額 前期比増減率

売上収益 135,366 105,742 △29,623 △21.9％

営業利益 7,642 3,149 △4,492 △58.8％

前期との主な増減理由

売上収益 第１四半期連結会計期間に生じた新型コロナウイルス感染拡大による工場稼働停止等の影響に

より減収となりました。

営業利益 諸経費の抑制や原価低減に努めましたが、減収影響等により減益となりました。

※新型コロナウイルス感染拡大を受け、2020年３月下旬から工場の稼働停止が発生しましたが、おおむね

　５月中旬に稼働を再開しています。
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（中国）

（単位：百万円）

前第３四半期

累計期間

当第３四半期

累計期間
前期比増減額 前期比増減率

売上収益 72,019 91,451 19,431 27.0％

営業利益 14,928 18,669 3,741 25.1％

前期との主な増減理由

売上収益 中国自動車市場の急速な回復を受けた増産により増収となりました。

営業利益 増収効果に加え、原価低減等により増益となりました。

※新型コロナウイルス感染拡大を受け、2020年２月初旬から工場の稼働停止が発生しましたが、３月初旬まで

　に全ての工場で稼働を再開しており、当期の稼働停止は発生していません。

（アジア・欧州）

（単位：百万円）

前第３四半期

累計期間

当第３四半期

累計期間
前期比増減額 前期比増減率

売上収益 40,103 23,324 △16,778 △41.8％

営業利益（△は損失） 2,658 △2,639 △5,298 －％

前期との主な増減理由

売上収益 第１四半期連結会計期間に生じた工場稼働停止やその後の減産等、新型コロナウイルス感染症

影響により減収となりました。

営業利益 諸経費の抑制に努めましたが、減収影響に加え、インドにおける四輪車用シート生産体制再編

コストの発生等により減益となりました。

※新型コロナウイルス感染拡大を受け、2020年３月下旬から工場の稼働停止が発生しました。

　国により時期に差はありますが、５月初旬より順次稼働を再開しています。

また、事業別の売上収益については下記のとおりです。

（単位：百万円）

前第３四半期

累計期間

当第３四半期

累計期間 前期比増減額 前期比増減率

構成比 構成比

二輪事業 3,607 1.3％ 2,895 1.1％ △712 △19.7％

四輪事業 275,534 97.2％ 246,253 95.4％ △29,280 △10.6％

（シート） 243,462 85.9％ 220,208 85.3％ △23,254 △9.6％

（内装品） 32,071 11.3％ 26,045 10.1％ △6,026 △18.8％

その他事業 4,209 1.5％ 8,936 3.5％ 4,727 112.3％

合計 283,351 100.0％ 258,085 100.0％ △25,265 △8.9％

※2021年３月期より、自動車販売等を行う株式会社ホンダカーズ埼玉北を連結子会社としたことで「その

　他事業」が大きく増加しています。
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（２）財政状態に関する説明

　 （資産）

当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、3,696億24百万円と前連結会計年度末に比べ278億３百万円

の増加となりました。これは、配当金の支払等により現金及び現金同等物が減少したものの、主要客先からの受

注台数の増加等により営業債権及びその他の債権が増加したこと、及び株式会社今仙電機製作所の株式を取得し

たこと等により持分法で会計処理されている投資が増加したことが主な要因です。

（負債）

負債合計は、885億28百万円と前連結会計年度末に比べ212億59百万円の増加となりました。これは、主要客先

からの受注台数の増加等により営業債務及びその他の債務が増加したことが主な要因です。

（資本）

資本合計は、2,810億96百万円と前連結会計年度末に比べ65億43百万円の増加となりました。これは、四半期利

益の計上により利益剰余金が増加したことが主な要因です。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第３四半期連結累計期間の実績、現時点における主要客先からの受注動向及び為替動向を考慮した結果、2020

年10月30日公表の連結業績予想を変更していません。
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２．要約四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）要約四半期連結財政状態計算書

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

資産

流動資産

現金及び現金同等物 149,628 142,925

営業債権及びその他の債権 41,500 68,084

その他の金融資産 11,540 6,922

棚卸資産 28,233 30,138

未収法人所得税等 2,281 1,537

その他の流動資産 4,667 5,437

流動資産合計 237,852 255,045

非流動資産

有形固定資産 68,530 67,011

無形資産 9,366 10,879

持分法で会計処理されている投資 1,596 9,339

その他の金融資産 20,307 24,008

退職給付に係る資産 1,879 1,737

繰延税金資産 1,055 1,100

その他の非流動資産 1,231 501

非流動資産合計 103,967 114,578

資産合計 341,820 369,624
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

負債及び資本

流動負債

営業債務及びその他の債務 51,084 65,556

短期借入金 75 －

その他の金融負債 1,109 1,376

未払法人所得税等 575 2,195

引当金 156 2,882

その他の流動負債 2,965 6,425

流動負債合計 55,965 78,436

非流動負債

その他の金融負債 2,841 3,960

退職給付に係る負債 1,372 1,605

引当金 2,378 85

繰延税金負債 3,598 3,230

その他の非流動負債 1,111 1,210

非流動負債合計 11,302 10,091

負債合計 67,268 88,528

資本

資本金 4,700 4,700

資本剰余金 5,171 5,171

自己株式 △5 △5

利益剰余金 249,367 254,442

その他の資本の構成要素 △4,487 △5,042

親会社の所有者に帰属する持分合計 254,745 259,265

非支配持分 19,806 21,830

資本合計 274,552 281,096

負債及び資本合計 341,820 369,624
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（２）要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書

要約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 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

売上収益 283,351 258,085

売上原価 △232,367 △214,618

売上総利益 50,983 43,467

販売費及び一般管理費 △25,450 △23,570

その他の収益 1,173 2,375

その他の費用 △948 △1,429

営業利益 25,756 20,842

金融収益 1,697 1,428

金融費用 △174 △89

持分法による投資利益 368 530

税引前四半期利益 27,647 22,712

法人所得税費用 △6,985 △5,906

四半期利益 20,661 16,806

四半期利益の帰属

親会社の所有者に帰属する四半期利益 15,680 10,922

非支配持分に帰属する四半期利益 4,981 5,883

四半期利益 20,661 16,806

１株当たり四半期利益

基本的１株当たり四半期利益(円) 230.61 160.63

希薄化後１株当たり四半期利益（円） － －
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要約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 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

四半期利益 20,661 16,806

その他の包括利益

純損益に振り替えられることのない項目

確定給付制度の再測定 64 △139

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する
資本性金融資産

202 1,369

純損益に振り替えられることのない項目合計 266 1,229

純損益に振り替えられる可能性のある項目

在外営業活動体の換算差額 △1,953 △1,156

持分法適用会社に対する持分相当額 △85 △24

純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 △2,038 △1,180

税引後その他の包括利益 △1,772 48

四半期包括利益 18,889 16,855

四半期包括利益の帰属

親会社の所有者に帰属する四半期包括利益 14,432 10,367

非支配持分に帰属する四半期包括利益 4,456 6,488

四半期包括利益 18,889 16,855
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（３）要約四半期連結持分変動計算書

前第３四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年12月31日)

(単位：百万円)

親会社の所有者に帰属する持分

資本金 資本剰余金 自己株式 利益剰余金
その他の資本
の構成要素

期首残高 4,700 5,171 △5 240,038 5,712

会計方針の変更による累積的影響額 44

会計方針の変更を反映した期首残高 4,700 5,171 △5 240,083 5,712

四半期包括利益 　 　 　 　 　

四半期利益 15,680

その他の包括利益 △1,248

四半期包括利益合計 － － － 15,680 △1,248

所有者との取引等 　 　 　 　 　

配当 △5,779

自己株式の取得 △0

所有者との取引等合計 － － △0 △5,779 －

期末残高 4,700 5,171 △5 249,984 4,464

親会社の
所有者に帰属
する持分合計

非支配持分 資本合計

期首残高 255,617 21,807 277,424

会計方針の変更による累積的影響額 44 44

会計方針の変更を反映した期首残高 255,662 21,807 277,469

四半期包括利益 　 　 　

四半期利益 15,680 4,981 20,661

その他の包括利益 △1,248 △524 △1,772

四半期包括利益合計 14,432 4,456 18,889

所有者との取引等 　 　 　

配当 △5,779 △5,898 △11,677

自己株式の取得 △0 △0

所有者との取引等合計 △5,780 △5,898 △11,678

期末残高 264,314 20,366 284,680
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当第３四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年12月31日)

(単位：百万円)

親会社の所有者に帰属する持分

資本金 資本剰余金 自己株式 利益剰余金
その他の資本
の構成要素

期首残高 4,700 5,171 △5 249,367 △4,487

会計方針の変更による累積的影響額

会計方針の変更を反映した期首残高 4,700 5,171 △5 249,367 △4,487

四半期包括利益 　 　 　 　 　

四半期利益 10,922

その他の包括利益 △555

四半期包括利益合計 － － － 10,922 △555

所有者との取引等 　 　 　 　 　

配当 △5,847

自己株式の取得

所有者との取引等合計 － － － △5,847 －

期末残高 4,700 5,171 △5 254,442 △5,042

親会社の
所有者に帰属
する持分合計

非支配持分 資本合計

期首残高 254,745 19,806 274,552

会計方針の変更による累積的影響額

会計方針の変更を反映した期首残高 254,745 19,806 274,552

四半期包括利益 　 　 　

四半期利益 10,922 5,883 16,806

その他の包括利益 △555 604 48

四半期包括利益合計 10,367 6,488 16,855

所有者との取引等 　 　 　

配当 △5,847 △4,463 △10,311

自己株式の取得 － －

所有者との取引等合計 △5,847 △4,463 △10,311

期末残高 259,265 21,830 281,096
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（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益 27,647 22,712

減価償却費及び償却費 9,255 8,643

減損損失 661 148

固定資産処分損益(△は益) △451 192

金融収益及び金融費用(△は益) △1,584 △864

持分法による投資損益(△は益) △368 △530

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） 1,763 △24,534

リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) 298 625

棚卸資産の増減額（△は増加） △1,879 △1,354

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） △2,987 13,138

退職給付に係る資産及び負債の増減額 237 344

引当金の増減額（△は減少） △257 438

その他 3,173 2,161

小計 35,508 21,120

利息の受取額 1,154 725

配当金の受取額 828 791

利息の支払額 △83 △87

法人所得税等の支払額 △8,104 △4,907

営業活動によるキャッシュ・フロー 29,304 17,643

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △9,935 △6,297

定期預金の払戻による収入 12,959 8,320

有形固定資産の取得による支出 △5,850 △3,949

有形固定資産の売却による収入 155 246

無形資産の取得による支出 △2,602 △1,710

資本性金融商品の取得による支出 △427 △40

資本性金融商品の売却による収入 0 －

貸付けによる支出 △215 △91

貸付金の回収による収入 151 169

子会社株式の取得による支出 － △1,564

持分法で会計処理されている投資の取得による支出 － △7,150

その他 65 △31

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,698 △12,099
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(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31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） △0 －

長期借入金の返済による支出 △75 △75

リース負債の返済による支出 △1,188 △1,294

自己株式の取得による支出 △0 －

配当金の支払額 △5,779 △5,847

非支配持分への配当金の支払額 △5,455 △4,316

財務活動によるキャッシュ・フロー △12,498 △11,534

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,628 △712

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 9,478 △6,702

現金及び現金同等物の期首残高 128,647 149,628

現金及び現金同等物の四半期末残高 138,125 142,925
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（５）要約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。

（セグメント情報等）

報告セグメントごとの売上収益、利益又は損失の金額に関する情報

前第３四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年12月31日)

(単位：百万円)

　

報告セグメント

調整額 連結
日本 米州 中国

アジア
・欧州

計

売上収益 　 　 　 　 　 　 　

外部顧客への
売上収益

42,163 134,494 67,964 38,728 283,351 － 283,351

セグメント間の
内部売上収益

13,699 872 4,054 1,374 20,000 △20,000 －

計 55,862 135,366 72,019 40,103 303,351 △20,000 283,351

セグメント利益 5,144 7,642 14,928 2,658 30,374 △4,617 25,756

金融収益及び金融費用 － － － － － － 1,522

持分法による投資利益 － － － － － － 368

税引前四半期利益 － － － － － － 27,647

(注) １ セグメント利益の調整額△4,617百万円には、セグメント間取引消去△1,020百万円、親会社の本社管理部門

にかかる配賦不能営業費用△3,597百万円を含んでいます。

　 ２ 報告セグメントの利益は、要約四半期連結損益計算書上の営業利益ベースの数値です。

　

当第３四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年12月31日)

(単位：百万円)

　

報告セグメント

調整額 連結
日本 米州 中国

アジア
・欧州

計

売上収益 　 　 　 　 　 　 　

外部顧客への
売上収益

41,528 105,436 88,800 22,320 258,085 － 258,085

セグメント間の
内部売上収益

14,633 305 2,651 1,003 18,594 △18,594 －

計 56,161 105,742 91,451 23,324 276,679 △18,594 258,085

セグメント利益
(△は損失)

5,165 3,149 18,669 △2,639 24,345 △3,502 20,842

金融収益及び金融費用 － － － － － － 1,339

持分法による投資利益 － － － － － － 530

税引前四半期利益 － － － － － － 22,712

(注) １ セグメント利益の調整額△3,502百万円には、セグメント間取引消去△77百万円、親会社の本社管理部門に

かかる配賦不能営業費用△3,425百万円を含んでいます。

　 ２ 報告セグメントの利益は、要約四半期連結損益計算書上の営業利益ベースの数値です。

　


