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（百万円未満切捨て）

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

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年12月期第１四半期 444,120 12.2 48,252 89.8 52,856 96.9 41,779 334.8

2020年12月期第１四半期 395,850 △7.8 25,421 △29.2 26,848 △28.5 9,609 △66.1
（注）包括利益 2021年12月期第１四半期 70,299百万円（ －％） 2020年12月期第１四半期 △36,916百万円（ －％）
　

１株当たり
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益

円 銭 円 銭

2021年12月期第１四半期 119.56 －

2020年12月期第１四半期 27.51 －
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年12月期第１四半期 1,771,470 795,480 42.9

2020年12月期 1,640,913 749,158 43.6
（参考） 自己資本 2021年12月期第１四半期 759,347百万円 2020年12月期 714,644百万円
　

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12月期 － 0.00 － 60.00 60.00

2021年12月期 －

2021年12月期（予想） 45.00 － 45.00 90.00
（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

　

３．2021年12月期の連結業績予想（2021年１月１日～2021年12月31日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 1,735,000 17.9 130,000 59.2 135,000 54.0 90,000 69.6 257.56
（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
　

　
（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無
　

　
（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 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

④ 修正再表示 ： 無

（４）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12月期１Ｑ 350,122,835株 2020年12月期 350,122,835株

② 期末自己株式数 2021年12月期１Ｑ 690,520株 2020年12月期 689,820株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年12月期１Ｑ 349,432,527株 2020年12月期１Ｑ 349,326,054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

本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、現時点において入手可能な情報に基づき、当社が
合理的であると判断した見通しであり、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績
は、経営環境の変化、市場の需要動向、為替の変動等のリスク、不確実性等の要因により、大きく異なる可能性
があります。リスク、不確実性等の要因に関する詳細は、当社が公表している最新の有価証券報告書及び四半期
報告書をご参照ください。
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四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 272,373 272,675

受取手形及び売掛金 145,997 189,358

短期販売金融債権 149,746 161,351

商品及び製品 169,829 196,715

仕掛品 74,936 79,592

原材料及び貯蔵品 67,558 78,161

その他 55,781 56,246

貸倒引当金 △14,659 △14,400

流動資産合計 921,563 1,019,701

固定資産

有形固定資産 338,788 343,906

無形固定資産 11,235 14,454

投資その他の資産

長期販売金融債権 185,852 197,088

その他 185,725 199,038

貸倒引当金 △2,251 △2,718

投資その他の資産合計 369,325 393,408

固定資産合計 719,349 751,769

資産合計 1,640,913 1,771,470
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 121,218 148,915

電子記録債務 22,727 27,780

短期借入金 85,998 91,352

1年内償還予定の社債 2,062 2,047

1年内返済予定の長期借入金 24,459 28,397

賞与引当金 14,693 21,556

製品保証引当金 18,147 18,540

その他の引当金 1,470 1,452

その他 140,034 153,752

流動負債合計 430,812 493,796

固定負債

社債 2,062 2,048

長期借入金 352,354 371,206

退職給付に係る負債 60,421 64,255

その他の引当金 149 145

その他 45,954 44,538

固定負債合計 460,942 482,194

負債合計 891,754 975,990

純資産の部

株主資本

資本金 85,973 85,973

資本剰余金 67,973 67,973

利益剰余金 644,350 665,162

自己株式 △734 △735

株主資本合計 797,563 818,375

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 43,861 45,671

土地再評価差額金 10,428 10,427

為替換算調整勘定 △141,133 △119,047

退職給付に係る調整累計額 3,924 3,921

その他の包括利益累計額合計 △82,919 △59,027

非支配株主持分 34,514 36,132

純資産合計 749,158 795,480

負債純資産合計 1,640,913 1,771,470
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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 2020年１月１日
　至 2020年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年３月31日)

売上高 395,850 444,120

売上原価 291,602 321,562

売上総利益 104,248 122,558

販売費及び一般管理費 78,827 74,306

営業利益 25,421 48,252

営業外収益

持分法による投資利益 98 1,279

為替差益 2,937 2,597

その他 2,268 2,267

営業外収益合計 5,304 6,143

営業外費用

投資有価証券評価損 2,138 －

支払利息 600 530

その他 1,137 1,008

営業外費用合計 3,876 1,539

経常利益 26,848 52,856

特別利益

固定資産売却益 65 48

投資有価証券売却益 15 －

特別利益合計 81 48

特別損失

固定資産売却損 19 21

固定資産処分損 247 115

特別損失合計 266 136

税金等調整前四半期純利益 26,663 52,767

法人税、住民税及び事業税 11,217 13,664

法人税等調整額 3,994 △5,667

法人税等合計 15,211 7,997

四半期純利益 11,452 44,770

非支配株主に帰属する四半期純利益 1,842 2,990

親会社株主に帰属する四半期純利益 9,609 41,779
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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 2020年１月１日
　至 2020年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年３月31日)

四半期純利益 11,452 44,770

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △15,911 1,813

為替換算調整勘定 △32,042 22,909

退職給付に係る調整額 227 6

持分法適用会社に対する持分相当額 △642 798

その他の包括利益合計 △48,368 25,528

四半期包括利益 △36,916 70,299

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △35,474 65,672

非支配株主に係る四半期包括利益 △1,441 4,626
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（３）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 2020年１月１日
　至 2020年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 26,663 52,767

減価償却費 12,692 12,901

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,631 △525

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 341 2,918

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △481 △2,468

受取利息及び受取配当金 △687 △684

支払利息 600 530

持分法による投資損益（△は益） △98 △1,279

有形及び無形固定資産売却損益（△は益） △46 △26

有形及び無形固定資産処分損 247 115

売上債権の増減額（△は増加） △18,506 △39,071

販売金融債権の増減額（△は増加） △93,990 △1,816

たな卸資産の増減額（△は増加） △21,227 △32,316

仕入債務の増減額（△は減少） 2,301 26,499

その他 9,508 9,130

小計 △80,051 26,674

利息及び配当金の受取額 631 1,096

利息の支払額 △604 △606

法人税等の支払額 △8,452 △7,279

営業活動によるキャッシュ・フロー △88,475 19,884

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 △966 △504

定期預金の払戻による収入 241 516

有形及び無形固定資産の取得による支出 △13,433 △13,126

有形及び無形固定資産の売却による収入 1,840 625

投資有価証券の取得による支出 △1,164 △679

投資有価証券の売却による収入 61 －

長期貸付けによる支出 △29 △14

長期貸付金の回収による収入 19 25

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 － △664

その他 △183 △124

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,615 △13,948

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少） 129,728 1,531

長期借入れによる収入 32,552 13,231

長期借入金の返済による支出 △1,787 △4,285

自己株式の純増減額（△は増加） △0 △0

配当金の支払額 △15,721 △20,968

非支配株主への配当金の支払額 △53 △59

その他 △1,009 △997

財務活動によるキャッシュ・フロー 143,709 △11,547

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,543 5,415

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 31,075 △196

現金及び現金同等物の期首残高 122,719 267,180

現金及び現金同等物の四半期末残高 153,794 266,983
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（４）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。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（追加情報）

（連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用）

当社及び国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和２年(2020年)法律第８号)において創

設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた

項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実

務対応報告第39号 2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第28号 2018年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額につい

て、改正前の税法の規定に基づいています。

（新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積りについて）

新型コロナウイルス感染症の収束の見通しは未だ不透明な状況にありますが、現時点で入手可能な情報に基づ

いて判断した結果、前連結会計年度末から重要な変更はなく、今後の新型コロナウイルス感染症の影響は限定的

であるとの仮定のもと、繰延税金資産の回収可能性、貸倒引当金等の見積りを行っています。
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（セグメント情報）

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

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

（注）１
合計 調整額

四半期連結

損益計算書

計上額

ランド

モビリティ
マリン

ロボティ

クス

金融

サービス
計

売上高

　外部顧客への売上高 260,311 90,753 17,860 11,846 380,772 15,078 395,850 － 395,850

　セグメント間の

　内部売上高又は振替高
－ － － － － 10,110 10,110 △10,110 －

計 260,311 90,753 17,860 11,846 380,772 25,188 405,961 △10,110 395,850

セグメント利益

又は損失（△）（注）２
8,588 15,534 257 1,332 25,712 △291 25,421 － 25,421

（注） 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、ゴルフカー、発電機、汎用エン

ジン、除雪機に係る事業を含んでいます。

２ セグメント利益又は損失（△）の合計は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しています。

当第１四半期連結累計期間（自 2021年１月１日　至 2021年３月31日）

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

（注）１
合計 調整額

四半期連結

損益計算書

計上額

ランド

モビリティ
マリン

ロボティ

クス

金融

サービス
計

売上高

　外部顧客への売上高 290,432 97,514 27,110 11,255 426,312 17,808 444,120 － 444,120

　セグメント間の

　内部売上高又は振替高
－ － － － － 11,190 11,190 △11,190 －

計 290,432 97,514 27,110 11,255 426,312 28,998 455,311 △11,190 444,120

セグメント利益（注）２ 19,881 19,307 3,090 4,747 47,027 1,224 48,252 － 48,252

（注） 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、ゴルフカー、発電機、汎用エン

ジン、除雪機に係る事業を含んでいます。

２ セグメント利益の合計は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しています。

　




