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(百万円未満四捨五入)

1.2023年3月期第1四半期の連結業績(2022年4月1日～2022年6月30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 ％

2023年3月期第1四半期 3,829,550 6.9 222,216 △8.6 237,404 △23.8 163,580 △31.2 149,219 △32.9 870,731 148.9

2022年3月期第1四半期 3,583,870 68.7 243,210 － 311,360 － 237,720 － 222,512 － 349,898 －
　

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

2023年3月期第1四半期 87.23 87.23

2022年3月期第1四半期 128.87 128.87
　
(注)基本的および希薄化後1株当たり四半期利益については、親会社の所有者に帰属する四半期利益の数値を基に算出しています。

　
(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

百万円 百万円 百万円 ％

2023年3月期第1四半期 25,154,678 11,488,630 11,202,712 44.5

2022年3月期 23,973,153 10,772,546 10,472,824 43.7
　

　

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

2022年3月期 － 55.00 － 65.00 120.00

2023年3月期 －

2023年3月期(予想) 60.00 － 60.00 120.00

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3.2023年3月期の連結業績予想(2022年4月1日～2023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 16,750,000 15.1 830,000 △4.7 1,040,000 △2.8 765,000 0.6 710,000 0.4 417.13

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

　

　　



※ 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(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) ： 無

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

①IFRSにより要求される会計方針の変更 ： 無

②①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) 2023年3月期1Q 1,811,428,430株 2022年3月期 1,811,428,430株

②期末自己株式数 2023年3月期1Q 100,749,909株 2022年3月期 100,828,074株

③期中平均株式数(四半期累計) 2023年3月期1Q 1,710,619,802株 2022年3月期1Q 1,726,684,031株
　

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、要約四半期連結財務諸表に対する四半期レビュ

ー手続が実施中です。

※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、ご承知おきく
ださい。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、為替相場の変動などが含まれます。

　四半期決算補足説明資料等については、Honda投資家情報サイト(URL https://www.honda.co.jp/investors/)を併せて参照ください。
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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)

前連結会計年度末
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間末
(2022年６月30日)

(資産の部)

流動資産

現金及び現金同等物 3,674,931 3,630,125

営業債権 896,768 856,082

金融サービスに係る債権 1,694,113 1,819,471

その他の金融資産 217,743 375,868

棚卸資産 1,918,548 2,093,218

その他の流動資産 439,322 476,453

流動資産合計 8,841,425 9,251,217

非流動資産

持分法で会計処理されている投資 967,404 1,030,833

金融サービスに係る債権 3,740,383 3,983,381

その他の金融資産 819,654 914,182

オペレーティング・リース資産 5,159,129 5,343,909

有形固定資産 3,079,407 3,220,232

無形資産 849,507 874,910

繰延税金資産 91,592 93,415

その他の非流動資産 424,652 442,599

非流動資産合計 15,131,728 15,903,461

資産合計 23,973,153 25,154,678

　

本田技研工業㈱(7267) 2023年３月期 第１四半期決算短信

―2― 



(単位：百万円)

前連結会計年度末
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間末
(2022年６月30日)

(負債及び資本の部)

流動負債

営業債務 1,236,233 1,173,061

資金調達に係る債務 3,118,304 3,272,272

未払費用 375,601 329,559

その他の金融負債 236,900 378,423

未払法人所得税 96,116 149,646

引当金 268,388 287,788

その他の流動負債 672,857 706,889

流動負債合計 6,004,399 6,297,638

非流動負債

資金調達に係る債務 4,984,252 5,017,359

その他の金融負債 282,083 279,751

退職給付に係る負債 282,054 305,125

引当金 253,625 265,918

繰延税金負債 990,754 1,073,367

その他の非流動負債 403,440 426,890

非流動負債合計 7,196,208 7,368,410

負債合計 13,200,607 13,666,048

資本

資本金 86,067 86,067

資本剰余金 185,495 185,328

自己株式 △328,309 △328,048

利益剰余金 9,539,133 9,577,035

その他の資本の構成要素 990,438 1,682,330

親会社の所有者に帰属する持分合計 10,472,824 11,202,712

非支配持分 299,722 285,918

資本合計 10,772,546 11,488,630

負債及び資本合計 23,973,153 25,154,678
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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１四半期連結累計期間）
　

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)

売上収益 3,583,870 3,829,550

営業費用

売上原価 △2,846,420 △3,064,170

販売費及び一般管理費 △317,014 △361,573

研究開発費 △177,226 △181,591

営業費用合計 △3,340,660 △3,607,334

営業利益 243,210 222,216

持分法による投資利益 55,931 22,609

金融収益及び金融費用

受取利息 5,200 9,132

支払利息 △2,925 △7,427

その他(純額) 9,944 △9,126

金融収益及び金融費用合計 12,219 △7,421

税引前利益 311,360 237,404

法人所得税費用 △73,640 △73,824

四半期利益 237,720 163,580

四半期利益の帰属：

親会社の所有者 222,512 149,219

非支配持分 15,208 14,361

１株当たり四半期利益(親会社の所有者に帰属)

基本的および希薄化後 128円87銭 87円23銭
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要約四半期連結包括利益計算書（第１四半期連結累計期間）
　

　 (単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)

四半期利益 237,720 163,580

その他の包括利益(税引後)

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 － △3

その他の包括利益を通じて公正価値で
測定する金融資産の公正価値の純変動

62,582 12,432

持分法適用会社の
その他の包括利益に対する持分

948 △444

純損益に振り替えられる可能性のある項目

その他の包括利益を通じて公正価値で
測定する金融資産の公正価値の純変動

30 △336

在外営業活動体の為替換算差額 29,310 648,946

持分法適用会社の
その他の包括利益に対する持分

19,308 46,556

その他の包括利益(税引後)合計 112,178 707,151

四半期包括利益 349,898 870,731

四半期包括利益の帰属：

親会社の所有者 336,272 841,050

非支配持分 13,626 29,681
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（３）要約四半期連結持分変動計算書
　

　
前第１四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年６月30日)

(単位：百万円)
親会社の所有者に帰属する持分

非支配

持分
資本合計

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

合計

2021年４月１日残高 86,067 172,049 △273,786 8,901,266 196,710 9,082,306 290,533 9,372,839

四半期包括利益

四半期利益 222,512 222,512 15,208 237,720

その他の包括利益(税引後) 113,760 113,760 △1,582 112,178

四半期包括利益合計 222,512 113,760 336,272 13,626 349,898

利益剰余金への振替 △92 92 － －

所有者との取引等

配当金の支払額 △93,272 △93,272 △25,338 △118,610

自己株式の取得 △2 △2 △2

自己株式の処分 392 392 392

株式報酬取引 △298 △298 △298

所有者との取引等合計 △298 390 △93,272 △93,180 △25,338 △118,518

2021年６月30日残高 86,067 171,751 △273,396 9,030,414 310,562 9,325,398 278,821 9,604,219

当第１四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)

(単位：百万円)
親会社の所有者に帰属する持分

非支配

持分
資本合計

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

合計

2022年４月１日残高 86,067 185,495 △328,309 9,539,133 990,438 10,472,824 299,722 10,772,546

四半期包括利益

四半期利益 149,219 149,219 14,361 163,580

その他の包括利益(税引後) 691,831 691,831 15,320 707,151

四半期包括利益合計 149,219 691,831 841,050 29,681 870,731

利益剰余金への振替 △61 61 － －

所有者との取引等

配当金の支払額 △111,256 △111,256 △43,485 △154,741

自己株式の取得 △2 △2 △2

自己株式の処分 263 263 263

株式報酬取引 △167 △167 △167

所有者との取引等合計 △167 261 △111,256 △111,162 △43,485 △154,647

2022年６月30日残高 86,067 185,328 △328,048 9,577,035 1,682,330 11,202,712 285,918 11,488,630
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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１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益 311,360 237,404
減価償却費、償却費及び減損損失
(オペレーティング・リース資産除く)

151,291 161,431

持分法による投資利益 △55,931 △22,609

金融収益及び金融費用 △2,066 △21,458

金融サービスに係る利息収益及び利息費用 △38,508 △38,856

資産及び負債の増減

営業債権 101,500 83,139

棚卸資産 △178,826 △23,038

営業債務 △67,565 △149,024

未払費用 △88,578 △78,094

引当金及び退職給付に係る負債 △36,215 4,744

金融サービスに係る債権 21,798 172,869

オペレーティング・リース資産 △92,131 263,933

その他資産及び負債 △26,033 17,333

その他(純額) △439 △7,912

配当金の受取額 21,961 27,711

利息の受取額 59,109 66,809

利息の支払額 △19,586 △22,396

法人所得税の支払及び還付額 △53,888 △53,859

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,253 618,127

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △80,310 △96,990

無形資産の取得及び内部開発による支出 △41,026 △38,701

有形固定資産及び無形資産の売却による収入 4,749 4,496

その他の金融資産の取得による支出 △125,511 △176,502

その他の金融資産の売却及び償還による収入 113,382 29,412

投資活動によるキャッシュ・フロー △128,716 △278,285

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期資金調達による収入 2,197,816 2,047,921

短期資金調達に係る債務の返済による支出 △2,157,665 △1,969,719

長期資金調達による収入 289,144 93,871

長期資金調達に係る債務の返済による支出 △348,005 △642,236

親会社の所有者への配当金の支払額 △93,272 △111,256

非支配持分への配当金の支払額 △10,879 △7,432

自己株式の取得及び売却による収支 390 261

リース負債の返済による支出 △18,428 △20,756

財務活動によるキャッシュ・フロー △140,899 △609,346

為替変動による現金及び現金同等物への影響額 7,796 224,698

現金及び現金同等物の純増減額 △254,566 △44,806

現金及び現金同等物の期首残高 2,758,020 3,674,931

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,503,454 3,630,125
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（５）継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

（６）要約四半期連結財務諸表に関する注記
　
セグメント情報

当社のセグメント情報は、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４つに区分されています。二輪

事業・四輪事業・金融サービス事業の報告セグメントに加え、それ以外の事業セグメントをパワープロダクツ事業及

びその他の事業として結合表示しています。

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、定期的に当社の最高経営意思決定

機関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に基づいています。また、セグメント情報

における会計方針は、当社の要約四半期連結財務諸表における会計方針と一致しています。

　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。

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、Ｓｉｄｅ－ｂｙ－Ｓｉｄｅ、
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
当社製品に関わる販売金融
およびリース業・その他

パワープロダクツ事業
及びその他の事業

パワープロダクツ、関連部品、その他 研究開発・生産・販売・その他

(注) パワープロダクツ事業は、2022年４月１日の組織変更により、ライフクリエーション事業が名称変更したもの
です。

事業の種類別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年６月30日)

(単位:百万円)

二輪事業 四輪事業
金融サービス

事業

パワープロダ
クツ事業及び
その他の事業

計 消去又は全社 連結

売上収益

　(1) 外部顧客 518,203 2,206,436 766,572 92,659 3,583,870 － 3,583,870

　(2) セグメント間 － 46,018 926 6,588 53,532 △53,532 －

　 計 518,203 2,252,454 767,498 99,247 3,637,402 △53,532 3,583,870

営業利益(△損失) 80,695 70,689 92,217 △391 243,210 － 243,210

資産 1,495,553 8,790,998 10,862,394 382,318 21,531,263 451,573 21,982,836

減価償却費および償却費 17,205 128,726 219,269 4,160 369,360 － 369,360

資本的支出 7,765 89,142 685,033 2,584 784,524 － 784,524

当第１四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)

(単位:百万円)

二輪事業 四輪事業
金融サービス

事業

パワープロダ
クツ事業及び
その他の事業

計 消去又は全社 連結

売上収益

　(1) 外部顧客 676,050 2,291,485 749,384 112,631 3,829,550 － 3,829,550

　(2) セグメント間 － 36,686 679 6,406 43,771 △43,771 －

　 計 676,050 2,328,171 750,063 119,037 3,873,321 △43,771 3,829,550

営業利益(△損失) 97,829 38,262 78,801 7,324 222,216 － 222,216

資産 1,574,093 10,096,425 11,942,441 487,319 24,100,278 1,054,400 25,154,678

減価償却費および償却費 16,596 138,316 232,464 4,836 392,212 － 392,212

資本的支出 8,568 139,807 328,625 3,130 480,130 － 480,130

(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および当第１四半期連結会計期間末において、それぞれ608,628百万円、1,194,255百万円であり、そ

の主な内容は、当社の現金及び現金同等物、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産です。
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当社は、IFRSで要求される開示に加え、財務諸表利用者に以下の情報を開示します。

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)

前第１四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年６月30日)

(単位:百万円)

日本 北米 欧州 アジア
その他の

地域
計

消去又は

全社
連結

売上収益

　(1) 外部顧客 563,459 1,985,752 170,243 729,495 134,921 3,583,870 － 3,583,870

　(2) セグメント間 512,392 121,977 54,005 147,788 1,869 838,031 △838,031 －

　 計 1,075,851 2,107,729 224,248 877,283 136,790 4,421,901 △838,031 3,583,870

営業利益(△損失) 1,729 153,368 9,999 81,435 2,614 249,145 △5,935 243,210

資産 5,239,404 12,268,704 629,568 3,370,027 535,839 22,043,542 △60,706 21,982,836

非流動資産

(金融商品、繰延税金資産

および確定給付資産の純

額を除く)

3,028,127 5,132,967 59,113 653,655 134,394 9,008,256 － 9,008,256

当第１四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)

(単位:百万円)

日本 北米 欧州 アジア
その他の

地域
計

消去又は

全社
連結

売上収益

　(1) 外部顧客 535,030 2,032,653 160,736 901,008 200,123 3,829,550 － 3,829,550

　(2) セグメント間 481,226 111,891 6,840 167,796 466 768,219 △768,219 －

　 計 1,016,256 2,144,544 167,576 1,068,804 200,589 4,597,769 △768,219 3,829,550

営業利益(△損失) 24,744 91,018 3,416 86,474 13,774 219,426 2,790 222,216

資産 5,347,914 14,047,723 587,489 4,026,023 648,627 24,657,776 496,902 25,154,678

非流動資産

(金融商品、繰延税金資産

および確定給付資産の純

額を除く)

2,981,149 5,724,001 49,368 735,240 177,733 9,667,491 － 9,667,491

(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

(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………………北米：米国、カナダ、メキシコ

欧州：英国、ドイツ、ベルギー、イタリア、フランス

アジア：タイ、中国、インド、ベトナム、マレーシア

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および当第１四半期連結会計期間末において、それぞれ608,628百万円、1,194,255百万円であり、そ

の主な内容は、当社の現金及び現金同等物、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産です。
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重要な後発事象

自己株式取得

　当社は、2022年８月10日開催の取締役会において、以下のとおり、会社法第459条第１項および当社定款第36条の規

定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議しました。

１．自己株式の取得を行う理由

資本効率の向上および機動的な資本政策の実施など

２．取得に係る事項の内容

　 (1) 取得対象株式の種類 普通株式

　 (2) 取得し得る株式の総数 32,000千株(上限)

　 (発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 1.9％)

　 (3) 株式の取得価額の総額 100,000百万円(上限)

　 (4) 取得期間 2022年８月12日から2023年３月31日まで

　 (5) 取得方法 東京証券取引所における市場買付

　 ① 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-３)による買付け

　 ② 自己株式取得に係る取引一任契約に基づく市場買付け

その他の注記

エアバッグインフレーターに関連する損失

当社および連結子会社は、エアバッグインフレーターに関連した市場措置を実施しています。当該案件に関連し、

経済的便益を有する資源の流出が生じる可能性が高く、かつ、その債務の金額について信頼性をもって見積ることが

できる製品保証費用について、引当金を計上しています。新たな事象の発生等により追加的な引当金の計上が必要と

なる可能性がありますが、現時点では、将来の引当金の金額、発生時期を合理的に見積ることができません。
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