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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

 （注）１ 売上高に消費税等は含まれていません。 

２ 第68期から「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号）及び「１株当たり当期純利

益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号）を適用しています。なお、同会計基準を

第67期に適用した場合の１株当たり純資産額は707.66円、１株当たり当期純利益は40.77円、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益は33.18円となります。 

３ 平成16年６月24日開催の第69期定時株主総会において、定款の一部変更を決議し、決算期を３月31日から12

月31日に変更しました。この変更にあわせて、連結子会社を含め決算期を統一することとし、第70期は、従

来３月31日を決算期としていた日本・北米等は９ヶ月間、12月31日を決算期としていた欧州・アジア等は12

ヶ月間の変則９ヶ月決算となっています。 

回次 第66期 第67期 第68期 第69期 第70期 第71期 

決算年月 平成13年３月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成16年12月 平成17年12月 

売上高 (百万円) 884,054 946,817 1,013,155 1,020,266 1,011,976 1,375,249 

経常利益 (百万円) 25,078 32,672 67,244 72,297 70,386 103,101 

当期純利益 (百万円) 7,612 9,536 25,555 40,124 38,150 64,024 

純資産額 (百万円) 148,955 163,591 180,151 249,406 293,761 383,895 

総資産額 (百万円) 676,791 707,865 699,087 701,923 767,727 958,476 

１株当たり純資産額 (円) 644.76 708.17 779.68 908.33 1,043.38 1,343.34 

１株当たり当期純利益 (円) 32.95 41.28 110.04 157.67 136.93 224.42 

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益 
(円) 30.76 33.59 89.29 140.26 133.20 223.39 

自己資本比率 (％) 22.0 23.1 25.8 35.5 38.3 40.1 

自己資本利益率 (％) 5.3 6.1 14.9 18.7 14.0 18.9 

株価収益率 (倍) 26.7 19.4 7.8 9.1 11.2 13.7 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円) 24,367 78,406 84,223 88,209 43,400 66,307 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円) △45,354 △46,666 △39,430 △34,261 △44,322 △72,074 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円) 12,195 △9,582 △57,611 △40,805 2,125 △31 

現金及び現金同等物の期末

残高 
(百万円) 13,292 36,481 23,839 35,193 38,921 38,657 

従業員数 (人) 26,440 30,992 32,066 33,694 36,668 39,381 



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１ 売上高に消費税等は含まれていません。 

２ 第67期より、財務諸表等規則の改正に伴い、自己株式を資本に対する控除科目としており、１株当たり純資

産額、１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の各数値は発行済株式数から自己株

式数を控除して算出しています。 

３ 第68期から「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号）及び「１株当たり当期純利

益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号）を適用しています。なお、同会計基準を

第67期に適用した場合の１株当たり純資産額は593.78円、１株当たり当期純利益は21.90円、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益は17.91円となります。 

４ 平成16年６月24日開催の第69期定時株主総会において、定款の一部変更を決議し、決算期を３月31日から12

月31日に変更しました。 

従って、第70期は、平成16年４月１日から平成16年12月31日までの９ヶ月間となっています。 

５ 第71期の１株当たり配当額28円は、創立50周年記念配当５円を含んでいます。 

回次 第66期 第67期 第68期 第69期 第70期 第71期 

決算年月 平成13年３月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成16年12月 平成17年12月 

売上高 (百万円) 588,755 556,298 606,965 585,044 501,555 755,941 

経常利益 (百万円) 11,394 15,046 24,618 16,319 9,567 21,428 

当期純利益 (百万円) 4,346 5,128 8,020 4,270 6,715 16,721 

資本金 (百万円) 23,197 23,197 23,251 43,439 46,362 47,879 

発行済株式総数 (千株) 231,029 231,029 231,158 274,745 281,783 285,738 

純資産額 (百万円) 135,434 137,238 144,244 188,037 198,693 216,993 

総資産額 (百万円) 393,852 455,094 430,480 437,118 450,812 468,380 

１株当たり純資産額 (円) 586.22 594.08 624.36 684.91 705.67 759.12 

１株当たり配当額 

(うち１株当たり中間配当

額) 

(円) 

(円) 

8 

(4) 

8 

(4) 

10 

(4) 

12 

(5) 

14 

(―) 

28 

(8.5) 

１株当たり当期純利益 (円) 18.81 22.20 34.33 16.49 23.81 58.27 

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益 
(円) 17.65 18.15 27.98 14.67 23.16 58.00 

自己資本比率 (％) 34.4 30.2 33.5 43.0 44.1 46.3 

自己資本利益率 (％) 3.3 3.8 5.7 2.6 3.5 8.0 

株価収益率 (倍) 46.8 36.1 24.9 86.7 64.6 52.9 

配当性向 (％) 42.5 36.0 28.8 72.8 58.8 48.1 

従業員数 (人) 8,278 8,198 8,168 8,078 8,099 8,136 



２【沿革】 

 当社は、設立年月日を、大正７年５月24日登記（会社成立の日は大正７年５月12日です。）としていますが、これ

は株式額面変更のため合併を行った会社の設立年月日であり、事実上の存続会社である被合併会社の設立年月日は昭

和30年７月１日です。従って、以下の記載は、昭和30年７月１日以降について記載しています。 

 （注） ヤマハモーターパワープロダクツ㈱は平成18年１月１日をもって創輝㈱が商号を変更したものです。 

年月 沿革

昭和30年７月 
日本楽器製造㈱（現 ヤマハ㈱）より分離独立し、静岡県浜松市においてヤマハ発動機㈱として発

足、分離以前より製造していた二輪車を継続生産販売 

昭和34年３月 北川自動車工業㈱（後のヤマハ車体工業㈱平成５年４月に当社と合併）に資本参加 

昭和35年４月 ㈱昌和製作所（後の創輝㈱ 現 ヤマハモーターパワープロダクツ㈱：連結子会社）に資本参加 

昭和35年７月 ボート、船外機の販売を開始 

昭和36年９月 東京証券取引所第一部に新規上場 

昭和41年２月 トヨタ2000GTの受託生産を開始 

昭和41年３月 
日本楽器製造㈱（現 ヤマハ㈱）新居工場のボート生産業務を生産設備と共に譲り受け当社新居工場

としてボートの生産を開始 

昭和41年10月 静岡県磐田市に二輪車生産工場として磐田工場完成 

昭和43年７月 スノーモビルの販売を開始 

昭和43年10月 Yamaha Motor Europe N.V.（現 連結子会社）を設立 

昭和44年６月 三信工業㈱（現 ヤマハマリン㈱：連結子会社）に資本参加 

昭和46年12月 静岡県浜北市（現 浜松市）に中瀬工場完成 

昭和47年２月 静岡県磐田市に本社を移転 

昭和48年４月 Yamaha Motor Canada Ltd.（現 連結子会社）を設立 

昭和48年６月 発電機の販売を開始 

昭和49年３月 プールの販売を開始 

昭和49年７月 PT.Yamaha Indonesia Motor Manufacturing（現 連結子会社）を設立 

昭和50年４月 ゴルフカーの販売を開始 

昭和52年１月 Yamaha Motor Corporation, U.S.A.(現 連結子会社）を設立 

昭和53年10月 除雪機の販売を開始 

昭和55年５月 
㈱榛葉シボリ製作所（昭和63年６月に㈱昌和製作所と合併、同年７月より商号を創輝㈱に変更 

現 ヤマハモーターパワープロダクツ㈱：連結子会社）に資本参加 

昭和57年５月 静岡県袋井市にCKD梱包工場として袋井工場完成 

昭和59年２月 バギー車（四輪）の販売を開始 

昭和59年10月 MBK Industrie（現 連結子会社）と技術援助契約締結 

昭和61年７月 決算期を４月30日から３月31日に変更 

昭和61年８月 静岡県磐田市にエンジン組立専用工場完成 

昭和61年10月 Yamaha Motor Manufacturing Corporation of America（現 連結子会社）を設立 

昭和61年11月 ウォータービークルの販売を開始 

昭和61年12月 台湾山葉機車工業股份有限公司（現 連結子会社）を設立 

昭和62年１月 プリント基板の表面実装機の販売を開始 

平成２年11月 静岡県磐田郡豊岡村（現 磐田市）に豊岡工場完成 

平成５年４月 ヤマハ車体工業㈱を吸収合併 

平成６年４月 電動ハイブリッド自転車の販売を開始 

平成10年４月 国内販売会社をヤマハ発動機販売㈱（現 連結子会社）に統合 

平成10年７月 静岡県磐田市にコミュニケーションプラザを開設 

平成12年３月 トヨタ自動車株式会社との業務提携を強化 

平成12年６月 
Escorts Yamaha Motor Ltd.（現 Yamaha Motor India Pvt.Ltd.：連結子会社）を株式取得により子

会社化 

平成13年６月 Thai Yamaha Motor Co.,Ltd.（現 連結子会社）を増資引受けにより子会社化 

平成16年６月 決算期を３月31日から12月31日に変更 

平成16年11月 
インドネシアに２つ目の二輪車製造会社PT.Yamaha Motor Manufacturing West Java（現 連結子会

社）を設立 

平成17年４月 ロシアに販売会社OOO（オーオーオー） Yamaha Motor CIS（現 非連結子会社）を設立 



３【事業の内容】 

 当社グループは、当社及び国内外の関係会社（子会社126社、関連会社35社及びその他の関係会社１社（平成17年

12月31日現在））により構成され、主として、二輪車、船外機、船舶、ウォータービークル、バギー車、サイド・バ

イ・サイド・ビークル、スノーモビル、自動車用エンジン、サーフェスマウンターの製造及び販売、並びにレジャ

ー・レクリエーション施設の運営等を行っています。 

 当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置づけは次のとおりです。 

 なお、次の４部門は「第５ 経理の状況 １(1）連結財務諸表 注記事項」に掲げる事業の種類別セグメント情報

の区分と同一です。 

〔二輪車事業〕 

 二輪車は当社のほか、海外においてPT.Yamaha Indonesia Motor Manufacturing、台湾山葉機車工業股份有限公

司、Thai Yamaha Motor Co.,Ltd.、Yamaha Motor da Amazonia Ltda.、MBK Industrie他の子会社及び関連会社で製

造し販売しています。 

 また販売会社としては、国内はヤマハ発動機販売㈱、海外はYamaha Motor Corporation, U.S.A.、Yamaha Motor  

Europe N.V.他の子会社及び関連会社があり、当社及び海外製造子会社等の製品を販売しています。 

〔マリン事業〕 

・船外機、ウォータービークル 

 船外機は主にヤマハマリン㈱、ヤマハ熊本プロダクツ㈱が製造しています。ウォータービークルは主に

Yamaha Motor Manufacturing Corporation of Americaが製造しています。 

 販売は船外機、ウォータービークルとも、国内ではヤマハ発動機販売㈱を通じて、海外では主としてYamaha 

Motor Corporation, U.S.A.、Yamaha Motor Europe N.V.他の子会社及び関連会社を通じて販売しています。 

・ボート、漁船・和船 

 国内ではヤマハ天草製造㈱他の子会社が製造し、主にヤマハ発動機販売㈱を通じて販売しています。また、海外で

は主に米国子会社で製造し、販売しています。 

〔特機事業〕 

・バギー車、サイド・バイ・サイド・ビークル、スノーモビル 

 バギー車は、国内においては創輝㈱、海外においてはYamaha Motor Manufacturing Corporation of Americaが製

造しています。サイド・バイ・サイド・ビークルは、海外においてYamaha Motor Manufacturing Corporation of  

Americaが製造しています。スノーモビルは当社が製造しています。 

 販売は国内ではヤマハ発動機販売㈱を通じて、海外では主としてYamaha Motor Corporation, U.S.A.、Yamaha 

Motor Europe N.V.他の子会社及び関連会社を通じて販売しています。 

・その他 

 ゴルフカー、発電機及び汎用エンジンは主に国内で創輝㈱が製造しています。また、ゴルフカーは海外において

Yamaha Motor Manufacturing Corporation of Americaが製造しています。 

 販売は国内ではヤマハ発動機販売㈱を通じて、海外では主としてYamaha Motor Corporation, U.S.A.、Yamaha 

Motor Europe N.V.他の子会社及び関連会社を通じて販売しています。 

〔その他の事業〕 

 自動車用エンジン及びサーフェスマウンターは、主に当社が製造し販売しています。 



［事業系統図］ 

 以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりです。 

 ※１ ヤマハ㈱はその他の関係会社に該当します。 

 ※２ 創輝㈱は平成18年１月１日をもってヤマハモーターパワープロダクツ㈱に商号を変更しました。 

 ※３ ㈱アルファ情報システムズは平成18年１月１日をもってヤマハモーターソリューション㈱に商号を変更しまし

た。 

 ※４ 販売会社は、複数の事業の種類別セグメントに係る販売を行っています。 

 ※５ 重慶建設・雅馬哈摩托車有限公司は、従来日本名で重慶建設・ヤマハモーターサイクル有限公司と表記していた

ものを、当連結会計年度より中国名の表記に変更したものです。 

 ※６ 株洲建設雅馬哈摩托車有限公司は、従来日本名で株洲建設ヤマハモーターサイクル有限公司と表記していたもの

を、当連結会計年度より中国名の表記に変更したものです。 

 ※７ 上海雅馬哈建設摩托車銷售有限公司は、従来日本名で上海ヤマハ建設モーターサイクル銷售有限公司と表記して

いたものを、当連結会計年度より中国名の表記に変更したものです。 

  



４【関係会社の状況】 

名称 住所 資本金 
主要な事
業の内容 

議決権の
所有又は
被所有割
合（％） 

関係内容 

役員の
兼任等 

資金の
貸付 

営業上の取引 設備の賃貸借等 

（連結子会社）                 

☆ 

ヤマハマリン㈱ 

静岡県 

浜松市 

百万円 

664 
マリン 100.0 有 有 

当社は船外機、ウォー

タービークル用エンジ

ンを購入しています。 

当社は、実験室用土

地、工場用土地、建

物を賃貸していま

す。 

☆ 

創輝㈱  ※１ 

静岡県 

掛川市 

百万円 

275 
特機 100.0 〃 無 

当社はバギー車、ゴル

フカー、発電機を購入

しています。 

当社は工場用建物を

賃貸しています。 

㈱モリック 

静岡県 

周智郡 

森町 

百万円 

272 
その他 

100.0 

(2.8) 
〃 有 

当社は電装部品を購入

しています。 
無 

ヤマハ天草製造㈱ 
熊本県 

上天草市 

百万円 

50 
マリン 100.0 〃 〃 

当社はボート等を購入

しています。 

当社は工場用土地、

建物を賃貸していま

す。 

ヤマハ熊本 

プロダクツ㈱ 

熊本県 

八代市 

百万円 

490 
〃 

100.0 

(49.0) 
〃 無 

当社は船外機及び鋳造

部品を購入していま

す。 

〃 

㈱ファインキャテック 
静岡県 

磐田市 

百万円 

142 
その他 70.4 〃 有 

当社は鋳造部品を購入

しています。 
無 

東洋精器㈱ 
静岡県 

浜松市 

百万円 

265 
〃 

100.0 

(0.2) 
〃 〃 

当社は機械加工部品を

購入しています。 
〃 

㈱ワイ・イー・シー 
静岡県 

磐田市 

百万円 

40 
〃 100.0 〃 無 

当社製品の設計を委託

し、部品を購入してい

ます。 

当社は営業用建物を

賃貸しています。 

☆ 

ヤマハ発動機販売㈱ 

静岡県 

浜松市 

百万円 

3,720 

二輪車 

マリン 

特機 

その他 

100.0 〃 〃 
当社製品を販売してい

ます。 

当社は営業用土地、

店舗を賃貸していま

す。 

㈱ワイズギア 
静岡県 

浜松市 

百万円 

90 

二輪車 

マリン 

100.0 

(51.0) 
〃 有 〃 

当社は営業用店舗を

賃貸しています。 

ヤマハスカイテック㈱ 
静岡県 

磐田市 

百万円 

50 
その他 100.0 〃 無 〃 無 

㈱ワイエス 
静岡県 

磐田市 

百万円 

10 
〃 100.0 〃 〃 

当社製品の販売及び営

繕業務を委託していま

す。 

当社は営業用土地、

建物を賃貸していま

す。 

ヤマハボーティング 

システム㈱ 

神奈川県 

横浜市 

百万円 

90 
マリン 

100.0 

(49.0) 
〃 〃 

当社製品を販売してい

ます。 
無 

㈱菅生 

宮城県 

柴田郡 

村田町 

百万円 

10 
二輪車 100.0 〃 〃  

モータースポーツ施設

の運営を委託していま

す。 

〃 

㈱マリコム東海 
静岡県 

湖西市 

百万円 

73 
マリン 

100.0 

(49.0) 
〃 〃 

マリーナの運営を委託

しています。 

当社は営業用土地、

建物を賃貸していま

す。 

㈱アルファ情報システ

ムズ ※２ 

静岡県 

磐田市 

百万円 

10 
その他 100.0 〃 〃 

ソフトウェアの開発を

委託しています。 

当社は営業用建物を

賃貸しています。 

ヤマハ発動機マネジメ

ントサービス㈱ 

静岡県 

磐田市 

百万円 

50 
〃 100.0 〃 〃 

人事・経理業務を委託

しています。 
〃 

☆ 

Yamaha Motor 

Manufacturing 

Corporation of 

America 

米国 
千米ドル 

116,790 

マリン 

特機 

100.0 

(100.0) 
〃 〃 

当社はウォータービー

クル、バギー車、ゴル

フカーを購入していま

す。 

無 

☆ 

Yamaha Motor 

do Brasil Ltda. 

ブラジル 

千ブラジル 

リアル 

374,324 

二輪車 

マリン 
100.0 〃 〃 

当社製品を購入してい

ます。 
〃 

 



名称 住所 資本金 
主要な事
業の内容 

議決権の
所有又は
被所有割
合（％） 

関係内容 

役員の
兼任等 

資金の
貸付 

営業上の取引 設備の賃貸借等 

☆ 

Yamaha Motor 

da Amazonia Ltda. 

ブラジル 

千ブラジル 

リアル 

152,679 

二輪車 
90.2 

(90.2) 
有 無 

当社製品を購入してい

ます。 
無 

Industria Colombiana 

de Motocicletas 

Yamaha S.A. 

コロンビ

ア 

千コロンビ

アペソ 

1,940,000 

〃 50.1 〃 〃 〃 〃 

Yamaha Motor 

Espana S.A. 
スペイン 

千ユーロ 

9,511 
〃 

100.0 

(100.0) 
〃 〃 〃 〃 

☆ 

MBK Industrie 
フランス 

千ユーロ 

40,386 

二輪車 

マリン 

100.0 

(100.0) 
〃 〃 〃 〃 

☆ 

Motori Minarelli 

S.p.A. 

イタリア 
千ユーロ 

6,500 
二輪車 

100.0 

(100.0) 
〃 〃 〃 〃 

☆ 

台湾山葉機車工業 

股份有限公司 

台湾 

千ニュータ

イワンドル 

2,250,000 

〃 51.0 〃 〃 〃 〃 

☆ 

PT.Yamaha 

Indonesia Motor 

Manufacturing 

インドネ

シア 

千インドネ

シアルピア 

25,647,000 

〃 85.0 〃 〃 〃 〃 

☆ 

Yamaha Motor 

India Pvt.Ltd. 

インド 

千インド 

ルピー 

5,342,000 

〃 100.0 〃 〃 〃 〃 

Yamaha Motor Vietnam 

Co.,Ltd. ※３ 
ベトナム 

千米ドル 

21,507 
〃 46.0 〃 〃 〃 〃 

☆ 

Thai Yamaha 

Motor Co.,Ltd. 

タイ 

千タイ 

バーツ 

320,312 

〃 
97.0 

(35.3) 
〃 〃 〃 〃 

☆ 

Yamaha Motor 

Corporation, U.S.A. 

米国 
千米ドル 

185,020 

二輪車 

マリン 

特機 

100.0 〃 〃 
当社製品を販売してい

ます。 
〃 

Yamaha Motor 

Canada Ltd. 
カナダ 

千カナダ 

ドル 

10,000 

〃 100.0 〃 〃 〃 〃 

☆ 

Yamaha Motor 

Europe N.V. 

オランダ 
千ユーロ 

149,759 
〃 100.0 〃 〃 〃 〃 

Yamaha Motor 

Distribution B.V. 
オランダ 

千ユーロ 

5,400 
〃 

100.0 

(100.0) 
〃 〃 〃 〃 

Yamaha Motor Italia 

S.p.A. 
イタリア 

千ユーロ 

5,200 
〃 

100.0 

(100.0) 
〃 〃 〃 〃 

Yamaha Motor 

France S.A. 
フランス 

千ユーロ 

3,811 
〃 

100.0 

(100.0) 
〃 〃 〃 〃 

☆ 

YMFH S.A. 
フランス 

千ユーロ 

106,295 
〃 

100.0 

(100.0) 
〃 〃 無 〃 

台湾山葉興業 

股份有限公司 
台湾 

千ニュータ

イワンドル 

50,000 

二輪車 
100.0 

(25.0) 
〃 〃 

当社は二輪車を購入し

ています。 
〃 

☆ 

Yamaha Motor 

Asia Pte.Ltd. 

シンガ 

ポール 

千米ドル 

45,594 
〃 100.0 〃 〃 

当社製品を販売してい

ます。 
〃 

Yamaha Motor 

Australia Pty.Ltd. 

オースト

ラリア 

千豪ドル 

12,540 

二輪車 

マリン 

特機 

100.0 〃 〃 〃 〃 

上海雅馬哈建設摩托車

銷售有限公司 ※４ 
 中国 

千人民元  

33,108 
 二輪車 

57.5 

(27.5) 
 〃 〃  無  〃 

その他58社（計98社）                 

 



 （注）１ 子会社及び関連会社の主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しています。 

２ 名称欄☆印の会社は、特定子会社に該当します。 

３ 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数です。 

４ 主要な損益情報等 

Yamaha Motor Corporation, U.S.A.及びYamaha Motor Europe N.V.の２社については、売上高（連結会社相

互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が100分の10を超えていますが、当連結会計年度にお

ける所在地別セグメント（Yamaha Motor Corporation, U.S.A.は北米、Yamaha Motor Europe N.V.は欧州）

の売上高に占める当該連結子会社の売上高の割合が100分の90を超えているため、主要な損益情報等の記載

を省略しています。 

５ ※１ 創輝㈱は平成18年１月１日をもってヤマハモーターパワープロダクツ㈱に商号を変更しました。 

６ ※２ ㈱アルファ情報システムズは平成18年１月１日をもってヤマハモーターソリューション㈱に商号を変

更しました。 

７ ※３ 実質的に支配しているため子会社としたものです。 

８ ※４ 上海雅馬哈建設摩托車銷售有限公司は、従来日本名で上海ヤマハ建設モーターサイクル銷售有限公司

と表記していたものを、当連結会計年度より中国名の表記に変更したものです。 

９ ※５ 重慶建設・雅馬哈摩托車有限公司は、従来日本名で重慶建設・ヤマハモーターサイクル有限公司と表

記していたものを、当連結会計年度より中国名の表記に変更したものです。 

10 ※６ 株洲建設雅馬哈摩托車有限公司は、従来日本名で株洲建設ヤマハモーターサイクル有限公司と表記し

ていたものを、当連結会計年度より中国名の表記に変更したものです。 

11 ※７ 有価証券報告書を提出しています。 

12 ※８ 被所有割合です。 

名称 住所 資本金 
主要な事
業の内容 

議決権の
所有又は
被所有割
合（％） 

関係内容 

役員の
兼任等 

資金の
貸付 

営業上の取引 設備の賃貸借等 

（持分法適用関連会社）                 

重慶建設・雅馬哈摩托

車有限公司 ※５ 
中国 

千人民元 

379,924 
二輪車 50.0 有 無 

当社製品を購入してい

ます。 
無 

株洲建設雅馬哈摩托車

有限公司 ※６ 
中国 

千人民元 

497,857 
〃 

50.0 

(5.8) 
〃 〃 〃 〃 

Yamaha Motor 

Deutschland Gmbh. 
ドイツ 

千ユーロ 

5,113 
〃 

40.0 

(28.0) 
〃 〃 

当社製品を販売してい

ます。 
〃 

Yamaha Motor 

（UK）Limited 
英国 

千英ポンド 

2,400 
〃 

25.0 

(10.0) 
〃 〃 〃 〃 

その他25社（計29社）                 

（その他の関係会社）                 

 ヤマハ㈱ ※７ 
静岡県 

浜松市 

百万円 

28,534 

楽器 

AV・IT 

電子機

器・電子

金属 

22.7 

(0.1) 

 ※８ 

有 無 

当社はヤマハ㈱と製

品・商品の売買取引等

があります。 

無 



５【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員数です。 

(2）提出会社の状況 

 （注）１ 従業員数は就業人員数です。 

２ 年間平均給与は賞与及び基準外賃金を含んでいます。 

(3）労働組合の状況 

 労働組合との間に特記すべき事項はありません。 

  （平成17年12月31日現在）

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人） 

二輪車事業 27,041 

マリン事業 4,704 

特機事業 2,327 

その他の事業 5,309 

合計 39,381 

  （平成17年12月31日現在）

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円） 

8,136 40.9 18.2 7,155,331 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当連結会計年度の売上高は二輪車、船外機、自動車用エンジンの販売が好調に推移し、過去最高の１兆3,752億

４千９百万円となりました。 

 国内市場では、大型スクーターと自動車用エンジンの販売が好調に推移し、国内売上高は1,838億７千７百万円

となりました。 

 海外市場では、アジア地域においては、インドネシア・タイなどにおける４サイクル小型二輪車の販売が好調に

推移し、また、米国・中南米での二輪車、欧米等での船外機の販売好調もあり、海外売上高は１兆1,913億７千１

百万円となりました。 

 利益面では、原材料高騰の減益影響はありましたが、アジア・米国・中南米で二輪車事業が好調に推移し、米国

での船外機の販売も好調に推移したため、営業利益は1,033億４千１百万円、経常利益は1,031億１百万円、当期純

利益は640億２千４百万円となり、売上高・利益とも過去最高となりました。 

 なお、当社は平成18年１月23日、経済産業省より産業用無人ヘリコプター輸出に対する「外国為替及び外国貿易

法」違反の疑いで告発を受け、静岡県警察、福岡県警察、名古屋税関より強制捜査を受けました。 

 前連結会計年度に決算期を３月から12月へ変更したことに伴い、前連結会計年度は欧州・アジア等は12ヶ月間、

日本・北米等は９ヶ月間が対象となる変則９ヶ月決算となっています。そのため、対前期比較を行っていません。

 セグメント別の業績は以下のとおりです。 

１ 事業の種類別セグメント 

〔二輪車事業〕 

 国内では、原付１種クラスの二輪車の販売は減少しましたが、大型スクーターは好調に推移しました。 

 海外では、アジアでは、オートマチックモデルなどの新商品を投入するとともに、販売網の拡充など積極的な

事業展開を図った結果、インドネシア・タイ等で販売が大幅に伸長し、アジア全体での売上は好調に推移しまし

た。米国では大型モデルの販売が好調でした。また、中南米での販売も好調に推移しました。 

 これらの結果、売上高は7,597億７千５百万円、営業利益は331億８千１百万円となりました。 

〔マリン事業〕 

 国内では、大型ボートの受注は回復の兆しが見られましたが、中・小型ボート及び船外機の販売は低調に推移

しました。海外では、欧米で環境対応型の大型船外機の販売が好調に推移しました。 

 これらの結果、売上高は2,498億４千４百万円、営業利益は247億２千９百万円となりました。 

〔特機事業〕 

 バギー車の販売は米国・欧州で伸び悩みましたが、新たなカテゴリーのサイド・バイ・サイド・ビークルの販

売は好調に推移しました。 

 これらの結果、売上高は2,271億５千９百万円、営業利益は268億７千１百万円となりました。 

〔その他の事業〕 

 中国を中心としたアジアでのサーフェスマウンターの販売は前年同期間を下回りましたが、国内向け販売は堅

調に推移しました。また、自動車用エンジンの販売は好調に推移しました。 

 これらの結果、売上高は1,384億６千９百万円、営業利益は185億５千９百万円となりました。 



２ 所在地別セグメント 

〔日本〕 

 二輪車の販売は堅調に推移し、自動車用エンジンの販売は大幅に伸長した結果、売上高は2,932億３百万円、

営業利益は334億６千９百万円となりました。 

〔北米〕 

 米国における販売は全商品にわたり好調に推移し、北米における売上高は4,205億５千２百万円、営業利益は

240億８千２百万円となりました。 

〔欧州〕 

 船外機の販売は好調に推移しましたが、二輪車の販売は前期並となり、売上高は2,811億４百万円、営業利益

は177億１千万円となりました。 

〔アジア〕 

 インドネシア・タイ等での二輪車販売の伸長に加え、中国販売子会社を新規連結し、売上高は2,908億８千７

百万円、営業利益は251億９千５百万円となりました。 

〔その他〕 

 中南米・大洋州での販売が好調に推移し、売上高は895億円、営業利益は63億９千５百万円となりました。 

 なお、上記の売上高及び営業利益には「消去又は全社」の数値は含まれていません。 

 また、消費税等の会計処理は税抜方式によっているため、売上高に消費税等は含まれていません。 

(2）キャッシュ・フロー 

 営業活動によるキャッシュ・フローは663億７百万円となりました。これは、税金等調整前当期純利益が1,023億

１千９百万円となり、事業規模の拡大に伴い売上債権及びたな卸資産が増加したことによるものです。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは△720億７千４百万円となりました。これは二輪車の新機種生産やインド

ネシアでの新工場建設などの設備投資をしたことによります。 

これらにより、当連結会計年度のフリー・キャッシュ・フローは△57億６千７百万円となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、運転資金を短期借入金で調達し、社債の償還や長期借入金

を返済しています。 

 この結果、当連結会計年度末における有利子負債残高は1,540億１千６百万円となり、当連結会計年度末の現金

及び現金同等物の残高はほぼ前連結会計年度末並みの386億５千７百万円となりました。 

 なお、当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況につきましては、前連結会計年度が変則９ヶ月決算であった

ため、対前期比較を行っていません。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当連結会計年度における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりです。 

 （注）１ 生産台数には連結の範囲外の会社向けの海外生産用部品が含まれています。 

２ マリン事業、特機事業及びその他の事業は、主要製品について記載しています。 

３ 前連結会計年度は変則９ヶ月決算のため、対前期比較を行っていません。 

(2）受注実績 

 当社グループは主に見込み生産をしています。 

(3）販売実績 

 当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりです。 

 （注）１ セグメント間取引については相殺消去しています。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれていません。 

３ 前連結会計年度は変則９ヶ月決算のため、対前期比較を行っていません。 

  （単位：台）

事業の種類別セグメントの名称 製品 台数 

二輪車事業 二輪車 3,864,320 

マリン事業 

船外機 383,596 

ウォータービークル 41,868 

ボート、漁船・和船、セールボート 13,180 

特機事業 
バギー車、サイド・バイ・サイド・ビークル 292,305 

スノーモビル 28,151 

その他の事業 電動ハイブリッド自転車 120,252 

  （単位：百万円）

事業の種類別セグメントの名称 金額 

二輪車事業 759,775 

マリン事業 249,844 

特機事業 227,159 

その他の事業 138,469 

合計 1,375,249 



３【対処すべき課題】 

 今後の経営環境につきましては、ガソリン価格の高騰、金利上昇などによるアセアン諸国や米国での需要停滞懸

念、原材料高騰による大幅なコストアップなど、当社グループを取り巻く経営環境は楽観できないものと思われま

す。今年は中期経営計画「ＮＥＸＴ50－ＰｈａｓｅⅡ」の２年目にあたる重要な年であり、変化を機敏にとらえ、次

の重要課題に取り組んでまいります。 

１．二輪車をはじめとした各事業の成長 

 前中期経営計画「ＮＥＸＴ50」では、利益志向の企業体質を培ってまいりました。 

「ＮＥＸＴ50－ＰｈａｓｅⅡ」では、「価値、収益、成長のバランスをとり、オンリーワン・ブランドを目指す」

ことを基本方針としており、各事業は、期待された成果をあげて更なる成長を目指すとともに、特に当社グループ

の基幹である二輪車事業の競争力をより強化してまいります。 

２．ＣＳＲ活動の推進 

 昨年は、ＣＳＲ活動の基盤づくりを行いましたが、今年は、これを具体化していく初年度と位置づけます。特

に、製品品質、環境、雇用・労働、コンプライアンス、危機管理など、基本となる部分に重点を置き、それぞれの

課題と達成目標、達成時期を定めて取り組み、着実に基礎固めをしてまいります。 

 また、今年から、ＣＳＲ活動をよりグローバルに展開してまいります。これまでは、当社と国内グループ会社が

中心の活動でしたが、今後は、世界の各地域の事情や条件を踏まえたうえで目標レベルと課題を設定し、活動を進

めてまいります。 

３．グローバルでマルチな人材の育成 

 上記２つの重要課題への取り組みの成否は「人」にかかっています。売上の80％以上を海外が占める当社では、

昨年秋、人材の共通軸をグローバルで幅広く業務遂行できるマルチスキルを持った人材と定めました。今年は、全

社的な視点から若手人材の計画的育成や中堅以上の人材タイプ別キャリア開発をより一層進める仕組みを導入して

まいります。 



４【事業等のリスク】 

 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可

能性のある事項には、以下のようなものがあります。なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出

日（平成18年３月29日）現在において当社グループが判断したものであります。 

(1）事業活動に伴うリスク 

 当社グループは、事業活動を展開していく上で通常想定される下記のようなリスクについては事業計画にリスク

ヘッジのための対策を折り込み、中期計画・予算等に展開し、進捗状況の把握、及び変化への対応等の対策を講じ

ております。しかしながら、これらの対策でカバーし切れないレベルのリスクが発生する場合があり、このような

場合には当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

経済状況 

 当社グループは、日本国内、北米、欧州、アジア等を含む世界各国及び地域において事業を展開しております。

これらの市場における顧客にとって、当社グループの製品を購入することは必ずしも必要不可欠なことであるとは

言えません。よって、これらの市場における景気後退、それに伴う需要の縮小は当社グループの事業展開に影響を

与える可能性があります。 

市場における競争 

 当社グループは、事業を展開する多くの市場において激しい競争にさらされており、このような競争状態のため

に当社グループにとって有利な価格決定をすることが困難な状況に置かれる場合があります。このような競争状態

は、当社グループの利益の確保に対する圧力となっており、当該圧力は特に市場が低迷した場合に顕著となりま

す。また当社グループは、激しい競争の中で優位性を維持又は獲得するために、魅力的な新製品を市場に投入し続

ける必要がありますが、新製品の開発に必要な資源を十分に充当出来る保証はありません。また資源を投入して開

発されたこれらの製品の販売が成功する保証はありません。 

為替の変動 

 当社グループの製品のうち、主に北米及び欧州で多く販売されている二輪車や船外機のほとんどは日本国内で生

産され、完成品としてそれらの市場に輸出されています。このため、円と米ドル、ユーロ等の主要通貨間の為替レ

ートの変動は、当社グループの売上はもとより、収益等に影響を与えます。一般的に他の通貨に対する円高は当社

グループの業績に悪影響を及ぼし、円安は当社グループの業績に好影響をもたらします。当社グループは為替ヘッ

ジ取引を行い、円と、米ドル及びユーロを含む主要通貨間の為替レートの変動による悪影響を最小限に止める努力

をしておりますが、急激な為替相場の変動により、計画された調達、製造及び販売活動に影響が出る可能性があり

ます。また、為替が想定とは逆方向に変動することにより、ヘッジ契約のために受べかりし利益を逸失する可能性

があります。 

海外市場での事業展開 

 当社グループは世界中の数多くの国又は地域において事業展開をしており、当社グループの売上高に占める海外

売上高の比率は、当連結会計年度においては86.6％となっています。これらの市場のうち、需要の拡大が期待でき

る、或いは近隣諸国又は地域への影響度が大きい等の理由から戦略的に重要と当社グループがみなした市場に対し

ては、収益の計上が見込まれる時期よりも相当前から多額の投資を行う必要が生じる可能性があります。これらの

国又は地域における為替政策、外資政策、税制等の変更など、投資を決定した際には想定しえなかった要因が将来

発生することにより、市場での需要が大幅に減少し、投資額の回収に遅延が生じたり、投資の回収が不可能となる

可能性があります。 

合弁事業 

 当社グループは、一部の国及び地域においては、各国・地域の法律上、又はその他の要件により、合弁で事業を

展開しております。これらの合弁事業は、合弁パートナーの経営方針、経営環境等の変化により影響を受けること

があります。 



特定の原材料及び部品の供給業者への依存 

 当社グループは、製品の製造に使用する原材料及び部品等を当社グループ外の多数の供給業者から調達していま

すが、これらの一部については特定の供給業者に依存しております。当社グループがこれらの原材料及び部品等を

効率的に、且つ安いコストで調達し続けることが出来るか否かは多くの要因に左右されますが、市況、災害等その

要因の一部は当社グループでは制御出来ないものであります。特に、最近のアルミ材や鉄鋼材等の供給不足による

原材料価格の高騰は当社グループの調達コストを押し上げ、収益性に悪影響を与える可能性があります。 

顧客企業への依存 

 当社グループは、二輪車、マリン等の消費者向け製品を市場に供給しているだけでなく、自動車用エンジンを自

動車メーカーである顧客企業に対して、またサーフェスマウンターをＯＥＭ顧客に対して供給しています。これら

の自動車用エンジンやＯＥＭ供給しているサーフェスマウンターの売上はその顧客企業の経営方針、調達方針等の

当社グループが管理出来ない要因により影響を受けることがあります。 

退職給付債務 

 当社グループの従業員退職給付費用及び債務は、割引率等数理計算上で設定される前提条件や年金資産の期待収

益率に基づいて算出されております。実際の結果が前提条件と異なる場合、または前提条件が変更された場合、そ

の影響は累積され、将来にわたって規則的に計上されるため、一般的には将来期間において認識される費用及び計

上される債務に影響を及ぼします。このため、割引率の低下や運用利回りの悪化が当社グループの業績に悪影響を

及ぼす可能性があります。 

土地の含み損 

 土地の再評価に関する法律に基づき再評価を行った土地の当連結会計年度末における時価と再評価後の帳簿価額

との差異は△210億円であり、保有する土地に含み損が発生しております。土地の売却等の場合にはこの含み損が

実現し、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

自然災害等 

 自然災害、疫病、戦争、テロ等が、当社グループの操業に直接的又は間接的に影響を与える可能性があります。

これらの自然災害等が発生した場合には、当社グループの操業が遅延又は中断する可能性があり、さらに、当社グ

ループの製造拠点等が直接に損害を受けた場合にはその修復又は代替のために巨額の費用を要する可能性がありま

す。 

(2）事業基盤に関する重大なリスク 

 当社グループは、当社グループが事業活動を行っている基盤に影響を与える可能性のある重大なリスク及び重点

的に対策を講じるべきリスクについては、これを特定し、「第４ 提出会社の状況」の「６ コーポレート・ガバ

ナンスの状況」において詳述する危機管理委員会が他の委員会、主管部署と連携し、未然防止から発生対応までの

対策を講じております。その主なリスクには以下のようなものがあり、対策の前提となっている想定を超える事態

が発生した場合にはこれらは当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

製造物責任 

 当社グループは、高品質を企業の社会的責任と認識し、品質保証規程に基づく品質保証体制の下に、世界各地の

工場で二輪車を主とする製品を製造しております。しかし、すべての製品について欠陥が無く、将来にリコールが

発生する可能性が無いとは言えません。また、製造物賠償責任については保険に加入しておりますが、この保険が

最終的に負担する賠償額を十分にカバー出来るという保証はありません。さらに、引き続き当社グループがこのよ

うな保険に許容可能な条件で加入出来るとは限りません。大規模なリコールや製造物賠償責任につながるような製

品の欠陥が発生した場合には、多額のコストを発生させ、当社グループの評価に重大な影響を与え、それにより売

上が低下する可能性があります。 

環境その他の規制 

 当社グループが事業を展開する多くの国及び地域において、当社グループは、当社グループの製品の安全性、燃

費、排気ガス排出量、ならびに生産工場からの汚染物質排出レベル等の広範囲な環境規制及びその他の法規制を受

けております。これらの規制は変更されることがあり、多くの場合規制が厳しくなる傾向にあります。当社グルー

プは、「ヤマハ発動機グループ地球環境方針」ならびに「ヤマハ発動機グループ環境計画2010」に基づき、環境負

荷物質の削減を目的としたグリーン調達を推進するために専任者を含むタスクチームを置いて活動するなどの環境

活動を推進してきておりますが、当社グループが事業を展開する国及び地域におけるこれらの規制又は法令の重要



な変更により、当社グループが多額の追加費用の支出を余儀なくされる可能性があります。 

知的財産保護 

 当社グループは、当社グループの製品を他の製品と差別化するために多数の特許権、商標権、その他の知的財産

に関わる権利を法的手続きを講じることにより確保しています。しかしながら、当社グループが事業を展開してい

る国及び地域の中には、知的財産権による完全な保護が不可能、又は限定的にしか保護されない状況にある場合が

あり、これらの国及び地域においては、第三者が当社グループの知的財産を使って類似した製品を製造することを

効果的に防止できない可能性があります。 

東海地震 

 当社グループの日本国内における主力生産事業所は、予想される東海地震の地震防災対策強化地域内に集中して

いるため、主要建築物の耐震補強工事、被災後の早期復旧を可能にするための体制整備等の対策を進めてきており

ます。被害最小化及び早期復旧の観点からこれらの対策については継続的に見直しておりますが、当社グループの

想定を超える規模の地震が発生する可能性があります。また当社グループが保有する建築物、在庫等に対する損害

をカバーする地震保険に加入しておりますが、地震による損害はこれらの保険の担保限度額を超える可能性があり

ます。 

情報の管理 

 顧客等の個人情報や機密情報の毀損、漏洩等の防止は、会社の信用維持、円滑な事業運営にとって、必要不可欠

の事項といえます。当社グループにおいては、社内規則の制定、社内教育、情報セキュリティシステムの構築等の

措置を講じておりますが、情報の漏洩等が絶対に発生しないという保証はありません。万一、このような事態が発

生した場合、当社グループの信用低下、顧客等に対する損害賠償責任が発生するおそれがあります。また当社グル

ープの事業活動において、情報システムへの依存度とその重要性は増大しています。情報システムの機能に支障が

生じた場合、当社グループの操業、業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 

(3）その他 

「外国為替及び外国貿易法」違反容疑での強制捜査 

 当社は平成18年１月23日、経済産業省より産業用無人ヘリコプター輸出に対する「外国為替及び外国貿易法」違

反の疑いで告発を受け、静岡県警察、福岡県警察、名古屋税関より強制捜査を受けました。当社は、捜査への全面

的な協力を行うとともに、社内においても事実の解明に努めております。今後の捜査の進展状況により、当社グル

ープの業績に影響を与える可能性があります。 

５【経営上の重要な契約等】 

 特記事項はありません。 



６【研究開発活動】 

 当社グループは、小型エンジン技術を中心に、車体技術・船体技術・制御技術等を応用して、二輪車、マリン商

品、特機商品、自動車用エンジン、サーフェスマウンター、産業用ロボット、その他分野の商品の研究開発を行って

おり、当連結会計年度の研究開発費の総額は716億１千６百万円となりました。 

 なお、当連結会計年度における各事業部門別の研究の内容、研究成果及び研究開発費は、次のとおりです。 

〔二輪車事業〕 

 新型の空冷・ＯＨＶ・1,670ｃｃ・Ｖツインエンジンをアルミ製フレームに搭載し、厚みのある強烈なトルクで

“鼓動体験”を具現化できる走りを達成した「MT-01」、空冷・４サイクル・ＳＯＨＣ・250ｃｃ・単気筒エンジンを

軽量・スリムなボディに搭載し、優れたオフロード走行性を実現したマウンテントレール「セロー250」、高性能水

冷・４サイクル・ＤＯＨＣ・並列４気筒・1,000ｃｃエンジンを新設計の軽量アルミフレームに搭載した「FZ1」

「FZ1 FAZER（フェイザー）」、量産二輪車初の電子スロットルＹＣＣ－Ｔ（※１）採用の水冷・４サイクル・ＤＯ

ＨＣ・並列４気筒エンジンをアルミ製フレームに搭載したスポーツ「YZF-R6」、水冷・４サイクル・ＳＯＨＣ・単気

筒・４バルブ・660ｃｃフュエルインジェクション採用エンジンを搭載したスポーツ「MT-03」、大排気量空冷Ｖツイ

ンエンジン、専用設計バランサー、ＥＸＵＰ（※２）、ヘッド油冷方式採用など、最新技術を織り込んだクルーザー

「Road Liner（ロードライナー）」、自動遠心３速クラッチ採用・４サイクル・50ｃｃエンジンをモトクロッサー

「YZ」イメージのボディに搭載しバイクの楽しさを会得しようとする子供たちに適したボディサイズとしたファンラ

イディングモデル「TT-R50E」、ロングツーリングにおける２人乗りでも余裕の走行性を実現する400ｃｃエンジン

と、当社独自の“ＣＦアルミダイキャスト”技術による優れた剛性バランスを実現したアルミ製フレームを採用した

スクーター「グランドマジェスティ YP400G」、“ロー＆ロング”ボディに水冷・４サイクル・250ｃｃ・オートマチ

ックエンジンを搭載し快適なタンデム性能と居住性を実現したスクーター「MAXAM（マグザム） CP250」、アセアン

戦略モデルの水冷・４サイクル・ＳＯＨＣ・単気筒・135ｃｃ・４速ロータリー式ミッション採用エンジンを上質感

＆未来感覚あふれるボディに搭載したスポーティモペット「T135」等を開発、発売しました。 

 また、排出ガスゼロ、100％電気で走る“ＥＶ（Ｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｖｅｈｉｃｌｅ）”の第２弾モデル（※３）

として独自の制御技術や動力性能を向上したモーター、エネルギー密度を高めたバッテリーを投入したエレクトリッ

クコミューター「EC-02」（原付１種）、「Passol-L（パッソル・エル）」（原付１種）を開発、発売しました。ま

た、信頼性や航続距離などの性能を成熟させた燃料電池二輪車「FC-me（エフシーミー）」を開発し、静岡県に賃貸

しました。 

 当事業に係る研究開発費は279億９千万円です。 

 （注）※１ ＹＣＣ－Ｔは、Ｙａｍａｈａ Ｃｈｉｐ Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ Ｔｈｒｏｔｔｌｅの略です。 

※２ ＥＸＵＰは、Ｅｘｈａｕｓｔ Ｕｌｔｉｍａｔｅ Ｐｏｗｅｒ Ｖａｌｖｅの略です。 

※３ “ＥＶ”の第１弾モデルは、2002年11月に地域限定販売、2003年５月から全国販売したエレクトリックコ

ミューター「Passol（パッソル）」です。 

〔マリン事業〕 

 従来のウォータービークル専用エンジン「MR-1」をベースに新開発した４サイクルエンジンを搭載、電子制御式燃

料噴射装置を採用し、ＥＰＡ２００６（米国環境保護庁2006年排ガス規制）に適合したウォータービークル「MJ-

VX110DX」、「MJ-VX110SP」、3,352ｃｃ・Ｖ型・６気筒のエンジンを採用し、当社の４サイクル船外機シリーズ最大

の出力183.9ｋＷ（250馬力）を確保しながら、２サイクル船外機並みのサイズと軽量化を実現（当社比）した４サイ

クル船外機「F250A」、艇体に一体成型三重構造“ＦＯＡＭＡＰ（フォアマップ）”（※４）を採用し、最高レベル

の不沈性“Ｓｕｐｅｒ Ｆｌｏａｔ（スーパーフロート）”を目指したフィッシングボート「BAYSPORTS（ベイスポ

ーツ） 21」と、ウェイクボードや釣りなど用途を限定しないマルチパーパス・ボート「AEROSPORTS（エアロスポー

ツ） 21」、フラットキール（平底）とＷ．Ｔ．Ｂ．（ウェーブスラスターブレード）を組合せた当社独自の新船型

を採用し乗り心地と風流れ抑止性能を実現した「F.A.S.T.26」等を開発、発売しました。 

 当事業に係る研究開発費は197億６千９百万円です。 

 （注）※４ “ＦＯＡＭＡＰ”は、“Ｆｏａｍ Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ Ｐｒｏｃｅｓｓ”を略した造語です。



〔特機事業〕 

 バギー車では、上級モデルの「660R Raptor（ラプター）」の後継モデルとして、フュエルインジェクション、フ

レームにアルミを採用した「Raptor（ラプター） 700R」、手軽にスポーツ走行が楽しめるオートマチックエンジン

を搭載した「Wolverine（ウルバリン） 450 4x4」等を開発、発売しました。 

 サイド・バイ・サイド・ビークルでは、「RHINO（ライノ）」シリーズの普及版としてオートマチック450ｃｃエン

ジンを搭載した「RHINO（ライノ） 450 AUTO. 4X4」等を開発、発売しました。 

 スノーモビルでは、最高級スポーツモデル「RX-1」のモデルチェンジやツーリング／ユーティリティモデルの

「VKProfessional」等を開発、発売しました。 

 また、乗車スペースに爽やかな風を通す、業界初の“スライド式ウインドシールド”、乗車スペースの拡大をはか

る“ロングキャビンデザイン”、走行安定性を向上させる“ダブルウィッシュボーン式フロントサスペンション”等

を採用した５人乗りゴルフカー「ターフライナー＆ターフジョイ」シリーズ、携帯発電機として“世界初”となるア

ルミダイキャストフレーム、ＴＣＩローターのアルミ化、樹脂製の外装パネル等の採用により、重量32ｋｇという

“軽量・コンパクト”を実現した２ｋＶＡの携帯インバーター発電機「EF2000iS」、除雪機では、新機構のガス圧サ

ポート付フリーチルトを標準装備した「YS-870J」、「YS-1070」等を開発、発売しました。 

 当事業に係る研究開発費は123億８千５百万円です。 

〔その他の事業〕 

 産業用ロボット事業では、簡単な設定で確実な検査が行うことができ、全数高速検査を実現し、マウンターデータ

のコンバートによりオペレーター負担を軽減する外観検査装置「YGI」、搭載ヘッドを３ヘッド化して大型部品の高

速搭載を図り、装着タクトを0.48秒／ｃｈｉｐと従来機と比べ15％向上させたモジュール型サーフェスマウンター

「YG88」、フラット型のリニアモーター採用により高質量ワークの高速・長距離搬送を可能にしたリニアモーター単

軸ロボット「PHASER（フェイザー）シリーズ MFタイプ」、従来製品の特徴である４軸制御、徹底したコンパクト設

計（設置スペース極小）、優れた位置決め精度をそのままに、可搬質量の大幅な向上とスピード性能の向上を実現し

たＴｉｎｙスカラロボットの新製品「YK180X」「YK220X」、従来からの特徴であるシステム設計の自由度を広げるコ

ンパクト・軽量・高精度を維持しつつ、高速・サイクルタイムの短縮・高耐久性・メンテナンスフリー等の使いやす

さを向上させ、かつ低価格を実現した「YK500XG」「YK600XG」等を開発、発売しました。 

 電動ハイブリッド自転車事業では、高機能チャイルドシートの標準装備、低重心設計、低床フレーム採用など、幼

児を乗せて走る際の快適性を追求した「PASリトルモア リチウム」、新開発の軽量・低床・低サドル高のアルミフレ

ームに小型軽量ながらも出力特性に優れた3.7Ａｈのリチウムイオンバッテリーを採用した「PASコンパクトリチウ

ム」等を開発、発売しました。 

 バイオ事業では、抗酸化成分のアスタキサンチンを含む、ヘマトコッカス藻を人工光及び高度な流体制御技術を用

いて屋内で培養する世界初の生産システム「ヤマハ高効率バイオリアクター」を開発しました。 

 その他の事業に係る研究開発費の合計額は114億７千万円です。 



７【財政状態及び経営成績の分析】 

 当社グループに関する財政状態及び経営成績の分析・検討内容は原則として連結財務諸表に基づいて分析したもの

であります。なお、文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日（平成18年３月29日）現在において当社グル

ープが判断したものであります。 

(1）重要な会計方針及び見積り 

 当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成し

ています。その作成には経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額および開示に

影響を与える見積りを必要とします。経営者はこれらの見積りについて過去の実績等を勘案し合理的に判断してい

ますが、見積り特有の不確実性があるため、実際の結果は、これらの見積りと異なる場合があります。 

 当社グループの連結財務諸表で採用している重要な会計方針は、「第５ 経理の状況 １(1）連結財務諸表 連

結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載していますが、特に次の重要な会計方針が連結財務諸表作

成における重要な見積りの判断に大きな影響を及ぼすと考えています。 

① たな卸資産 

 当社グループは、たな卸資産の推定される将来需要及び市場状況に基づく時価の見積額と総平均法による原価

法に基づく低価法による評価額との差額に相当する陳腐化の見積額について、評価減を計上しています。実際の

将来需要または市場状況が、当社グループ経営者による見積りより悪化した場合、追加の評価減が必要となる可

能性があります。 

② 貸倒引当金 

 当社グループは売掛金、貸付金その他これらに準ずる債権を適正に評価するため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上してい

ます。将来、顧客の財務状況が悪化して支払能力が低下した場合には、引当金の追加計上または貸倒損失が発生

する可能性があります。 

③ 投資有価証券 

 当社グループは金融機関や販売または仕入に係る取引先等の株式を保有しています。これらの株式には価格変

動性が高い公開会社の株式と、株価の決定が困難である非公開会社の株式が含まれます。当社グループは、投資

価値の下落が一時的ではないと判断した場合、合理的な基準に基づいて投資有価証券の減損損失を計上していま

す。時価のある有価証券についての減損処理に係る合理的な基準は「第５ 経理の状況」の有価証券関係の注記

に記載しています。なお、将来の市況悪化または投資先の業績不振など、現在の簿価に反映されていない損失ま

たは簿価の回収が不能となる状況が発生した場合、減損損失の追加計上が必要となる可能性があります。 



④ 製品保証引当金 

 当社グループは、販売済製品の保証期間中のアフターサービス費用、その他販売済製品の品質問題に対処する

費用の見積額を計上しています。当該見積りは、過去の実績もしくは個別の発生予想額に基づいていますが、実

際の製品不良率または修理コストが見積りと異なる場合、アフターサービス費用の見積額の修正が必要となる可

能性があります。 

⑤ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付費用及び退職給付債務は、数理計算上で設定される前提条件に基づいて算出されています。

これらの前提条件には、割引率、期待収益率、将来の給与水準、退職率、直近の統計数値に基づいて算出される

死亡率などが含まれます。当社及び一部の国内連結子会社が加入する年金制度においては、割引率は日本の国債

の応募者利回りの過去５年平均をもとに算出しています。期待収益率は、年金資産が投資されている資産の種類

毎の期待収益率の加重平均に基づいて計算されます。実際の結果が前提条件と異なる場合、または前提条件が変

更された場合、その影響は累積され、将来にわたって規則的に計上されるため、一般的には将来期間において認

識される費用及び計上される債務に影響を及ぼします。未認識純年金数理差異の償却は年金費用の一部を構成し

ていますが、前提条件の変化による影響や前提条件と実際との結果の違いの影響を規則的に費用認識したもので

す。 

 また、前述の前提条件の変化により償却費の額は変動する可能性があります。 

⑥ 製造物賠償責任引当金 

 当社グループは、当社グループ製品の設計または製造上の問題により顧客に損害を与えたと認められる場合、

損害賠償金を支払う可能性がありますが、リスク回避のため、製造物賠償責任保険に加入しています。また、最

終的に負担する賠償額が保険により補填されない場合に備えるため、過去の実績を基礎に支払見積額を計上して

います。実際の支払額が見積りと異なった場合には、今後の損害賠償金の支払見積額の修正が必要となる可能性

があります。 

(2）当連結会計年度の経営成績の分析 

 前連結会計年度は決算期を３月から12月へ変更したことに伴い、欧州・アジア等は12ヶ月間、日本・北米等は９

ヶ月間が対象となる変則９ヶ月決算となりました。従いまして、当連結会計年度の業績につきましては、前連結会

計年度との比較を行っていません。 

① 概要 

 当連結会計年度のわが国経済は、原材料高騰によるコストアップやガソリン価格の高騰がありましたが、堅調

な個人消費や設備投資に支えられ景況感にも明るさが見えはじめました。海外では、爆弾テロ事件が発生したイ

ンドネシアをはじめアセアン地域の国々は、当事件やガソリン価格高騰の影響による景気減速が懸念されました

が、総じて堅調に推移しました。米国の景気はハリケーンやガソリン価格高騰及び金利上昇の影響があったもの

の底堅く、欧州の景気も雇用環境が改善し個人消費などの内需を中心に回復傾向が見られました。このような環

境の中で、当連結会計年度の売上高は二輪車、船外機、自動車用エンジンの販売が好調に推移し、１兆3,752億

円となりました。販売の好調に伴い、原材料高騰の減益影響はありましたが、売上総利益は3,730億円、営業利

益は1,033億円、経常利益は1,031億円、当期純利益は640億円となりました。 

② 為替変動の影響 

 為替変動の影響につきましては、前連結会計年度が変則９ヶ月決算でしたので、算出しておりません。 

 当連結会計年度の為替買取レートは、米ドルは107円、ユーロは136円となっています。 

③ 売上高 

 当連結会計年度における当社グループの売上高は１兆3,752億円となりました。国内売上高は1,839億円、海外

売上高は１兆1,914億円となりました。 



 二輪車事業の売上高は7,598億円となりました。国内では、原付１種クラスの二輪車の販売は減少しました

が、大型スクーターは好調に推移し、売上高は517億円となりました。海外では、アジアでは、オートマチック

モデルなどの新商品を投入するとともに、販売網の拡充など積極的な事業展開を図った結果、インドネシア・タ

イ等で販売が大幅に伸長し、アジア全体の売上高は2,967億円となりました。米国では大型のストリートモデル

の販売が好調で、そのため北米の売上高は1,306億円となりました。また、中南米等の販売も好調に推移したこ

とでその他地域全体の売上高は764億円となりました。 

 マリン事業の売上高は2,498億円となりました。国内では、大型ボートの受注は回復の兆しが見られました

が、中・小型ボート及び船外機の販売は低調に推移し、売上高は297億円となりました。海外では、船外機は環

境対応型の４サイクルモデルのラインナップ充実をはかってきた結果、欧米で大型モデルを中心に好調に推移し

ました。このため欧州の売上高は429億円となり、また米国ではウォータービークルの販売も順調で、北米の売

上高は1,372億円となりました。 

 特機事業の売上高は2,272億円となりました。特機商品の需要の大部分は北米市場に集中しており、特機事業

全体の売上高の72.4％を北米市場が占めています。バギー車は米国・欧州で伸び悩みましたが、新たなカテゴリ

ーのサイド・バイ・サイド・ビークルは米国でニューモデルが好評を博したことなどにより好調でした。スノー

モビルも北米で堅調に推移しました。この結果、北米の売上高は1,645億円、欧州の売上高は324億円となりまし

た。 

 その他の事業の売上高は1,385億円となりました。中国を中心としたアジアでのサーフェスマウンターの販売

は前年同期間に比べて下回りましたが、国内向け販売は堅調に推移しました。自動車用エンジンは国内向けが順

調で、海外への供給も加わり好調に推移しました。電動ハイブリッド自転車の販売も好調でした。 

④ 売上総利益、販売費及び一般管理費の状況 

 売上総利益は3,730億円となり、売上総利益率は27.1％となりました。また、販売費及び一般管理費は2,696億

円となりました。 

 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額は716億円となりました。 

⑤ 営業利益 

 営業利益は1,033億円となりました。 

 二輪車事業の営業利益は、アジアでの販売が、新商品の投入と販売網の拡充などの積極的な事業展開によりイ

ンドネシア、タイ等で大幅に増加したこと、米国で大型モデルの販売が好調に推移したこと、欧州での中・小型

モデルの販売増と対ユーロでの円安影響があり、332億円となりました。また、営業利益率は4.4％となりまし

た。 

 マリン事業の営業利益は、欧米での船外機の売上が環境対応型の大型モデルを中心に好調に推移したことや、

北米のウォータービークルの売上も堅調に推移したことで247億円となり、営業利益率は9.9％となりました。 

 特機事業では、米国で新たなカテゴリーのサイド・バイ・サイド・ビークルの売上が好調に推移し、営業利益

は269億円となり、営業利益率は11.8％となりました。 

 その他の事業では、サーフェスマウンターの販売が中国向け等が減少しましたが、自動車用エンジンの販売は

増加し、営業利益は186億円となり、営業利益率は13.4％となりました。 



⑥ 営業外収益・費用 

 米国子会社の卸ファイナンスによる金利収入等による受取利息が72億円、支払利息が49億円となりましたが、

米国での販売金融関連費用及び販売金融資産評価差損が発生したため、営業外収益と営業外費用を相殺した純額

での営業外収支は２億円のマイナスとなりました。 

⑦ 特別利益 

 特別利益は７億円となりました。これは固定資産売却益４億円と投資有価証券売却益３億円を計上したもので

す。 

⑧ 特別損失 

 特別損失は、固定資産の売却及び廃棄により15億円となりました。 

⑨ 税金等調整前当期純利益 

 税金等調整前当期純利益は1,023億円となりました。 

⑩ 法人税等 

 税金等調整前当期純利益に対する法人税等の負担率は、当連結会計年度においては33.0％となりました。法人

税等の負担率が当社（単独）で適用している実効税率より低くなっている理由は、当社単独決算における外国税

額控除等の影響△3.5％に対し、一部の連結子会社当期純損失の影響2.3％等によります。 

⑪ 少数株主利益 

 少数株主利益は、主としてYamaha Motor Vietnam Co.,Ltd.、PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing及

びその連結子会社、並びに台湾山葉機車工業股份有限公司等の少数株主に帰属する利益からなり、当連結会計年

度においては46億円となりました。 

⑫ 当期純利益 

 当期純利益は640億円となり、１株当たりの当期純利益は224円42銭となりました。 

(3）資本の財源及び資金の流動性についての分析 

① キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローでは、663億円のキャッシュを獲得しました。当連結会

計年度の税金等調整前当期純利益は1,023億円となりましたが、売上高の増加に伴い、運転資金（売上債権、た

な卸資産および仕入債務）は745億円のキャッシュ・アウトとなり、キャッシュ・フローの減少要因となってい

ます。 

 投資活動によるキャッシュ・フローでは721億円を使用しました。有形・無形固定資産の取得に722億円使用し

ています。 

 これらにより、当連結会計年度のフリー・キャッシュ・フローは△58億円となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、運転資金を短期借入金で調達し、社債の償還や長期借入

金を返済しています。 

② 資金需要 

 当社グループにおける主な資金需要は、製品製造のための材料・部品等の購入費、製造費用、製品・商品の仕

入、販売費及び一般管理費、運転資金、及び設備投資資金であります。 

 設備投資金額は768億円となり減価償却費399億円を上回りました。二輪車の新機種生産やインドネシアでの新

工場建設等の増産対応のほか、国内での新部品供給センター並びにバイオ関連事業用施設を建設しております。

③ 資金調達の状況 

 借入による資金調達については、運転資金は期限が一年以内の短期借入金で、通常各々の連結会社が運転資金

として使用する現地の通貨で調達しています。設備投資資金については原則として資本金、内部留保といった自

己資金にてまかなうようにしています。 

 有利子負債の年度別返済額は下記のとおりです。 

 なお、運転資金の効率的な調達を確保するため、日本円、米ドルまたはユーロにて引出可能な２億７千５百万

米ドル相当のコミットメントライン、また日本円にて引出可能な100億円のコミットメントラインを金融機関と

の間で設定しています。当連結会計年度の手元流動性比率は33.9％ですが、コミットメントラインを加味します

  （単位：億円）

区分 合計 １年以内 １年超２年以内 ２年超３年以内 ３年超４年以内 ４年超５年以内 ５年後以降 

短期借入金 1,001 1,001 － － － － － 

コマーシャル・ペーパー 70 70 － － － － － 

長期借入金 416 209 197 2 2 1 5 

社債 53 50 0 0 3 0 0 



と70.9％となり約20日分の売上に相当する手元流動性を確保しています。 

④ 未経過リース料等 

イ 未経過リース料 

 未経過リース料は主にコンピュータや機械設備及び米国でのゴルフカー事業に係るもので、その概要は下記

のとおりです。 

ロ 保証債務 

 保証債務は３億円で関連会社等の借入金に対する債務保証です。 

⑤ 財務政策 

 当連結会計年度末の有利子負債の残高は1,540億円となり、有利子負債資本比率は前連結会計年度末の41.1％

から40.1％となりました。今後もさらに財務体質強化に努めていきます。 

  （単位：億円）

区分 合計 １年以内 １年超 

ファイナンス・リース 35 14 21 

オペレーティング・リース 29 13 15 



第３【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

 当社グループは、二輪車・マリン事業を中心とした新機種生産や生産能力増強、また研究開発投資を中心に、合計

767億７千４百万円の設備投資を実施しました。 

 二輪車事業では、インドネシアでの新工場建設やブラジル等海外子会社での増産用設備投資を中心に、494億５千

７百万円の投資を実施しました。 

 マリン事業では、船外機の新機種や、鋳造能力の増強を含む増産のための投資を中心に、103億６千５百万円の投

資を実施しました。 

 特機事業では、バギー車や新たな商品カテゴリーであるサイド・バイ・サイド・ビークルの新機種生産及び増産用

の設備等の投資を中心に、57億２千８百万円の投資を実施しました。 

 その他の事業では、バイオ関連事業における研究所建設等の投資を中心に、112億２千２百万円の投資を行いまし

た。 

 所要資金についてはいずれの投資も主に自己資金を充当しました。 

 なお、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。 

２【主要な設備の状況】 

 当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりです。 

(1）提出会社 

  （平成17年12月31日現在）

事業所名 
（所在地） 

事業の種
類別セグ
メントの
名称 

設備の内容 
土地面積 
（㎡） 

帳簿価額（百万円） 
従業員数 
（人） 

土地 
建物及び構
築物 

機械装置及
び運搬具 

その他 合計 

磐田工場 

(静岡県磐田市) 

二輪車 

マリン 

特機 

その他 

二輪車等の製

造・研究及び

開発 

707,040 

(169,788)
17,307 14,974 18,281 5,448 56,012 5,785 

浜北工場 

(静岡県浜松市) 

二輪車 

特機 

その他 

輸送用機器 

部品製造 

114,577 

(9,659)
5,359 1,735 6,309 275 13,679 736 

新居工場 

(静岡県浜名郡新居町) 
マリン 

ボートの研究

及び開発、プ

ールの開発及

び製造 

66,847 

(23,741)
2,296 1,169 204 161 3,831 219 

中瀬工場 

(静岡県浜松市) 

二輪車 

特機 

その他 

輸送用機器 

部品製造 

51,227 

(30,216)
963 766 768 680 3,179 213 

袋井工場 

(静岡県袋井市) 

二輪車 

特機 

その他 

輸送用機器部

品製造、海外

生産用部品梱

包 

109,126 

(14,169)
2,361 1,116 2,533 159 6,169 170 

豊岡工場 

(静岡県磐田市) 

二輪車 

特機 

その他 

試作部品製造 58,047 717 672 1,204 33 2,628 110 

早出工場 

(静岡県浜松市) 
その他 

産業用ロボッ

ト製造 

43,074 

(2,522)
3,444 1,294 231 264 5,234 369 

森町工場 

(静岡県周智郡森町) 

二輪車 

特機 

その他 

輸送用機器 

部品製造 

95,877 

(8,383)
1,371 1,748 1,278 368 4,766 251 



(2）国内子会社 

会社名 所在地 

事業の種
類別セグ
メントの
名称 

設備の内容 
土地面積 
（㎡） 

帳簿価額（百万円） 
従業員数 
（人） 

土地 
建物及び
構築物 

機械装置及
び運搬具 

その他 合計 

ヤマハマリン㈱ 
静岡県 

浜松市 
マリン 船外機製造 

207,684 

(73,669)
1,235 4,995 10,156 1,501 17,888 1,547 

創輝㈱ ※１ 
静岡県 

掛川市 
特機 

バギー車、 

ゴルフカー、 

発電機製造 

189,856 

(46,353)
2,215 2,487 2,568 192 7,463 700 

㈱モリック 

静岡県 

周智郡 

森町 

その他 
輸送用機器 

部品製造 

39,186 

(19,139)
509 764 926 362 2,562 551 

㈱ファインキャ

テック 

静岡県 

磐田市 
その他 

輸送用機器 

部品製造 

25,043 

(307)
930 731 516 354 2,533 96 

東洋精器㈱ 
静岡県 

浜松市 
その他 

輸送用機器 

部品製造 

31,250 

(4,904)
590 359 1,224 40 2,214 245 

ヤマハ熊本プロ

ダクツ㈱ 

熊本県 

八代市 
マリン 船外機製造 162,434 0 218 820 202 1,241 371 

ヤマハ発動機販

売㈱ 

静岡県 

浜松市 

二輪車 

マリン 

特機 

その他 

販売他 
17,074 

(1,875)
955 731 164 38 1,890 521 



(3）在外子会社 

 （注）１ 帳簿価額の「その他」には「建設仮勘定」の金額は含まれていません。 

２ 土地面積の（ ）は、連結会社以外から賃借している土地の面積を内数で記載しています。 

３ 上記のほか、リース資産については「第５ 経理の状況 １(1）連結財務諸表 リース取引関係」に記載の

とおりです。 

４ ※１ 創輝㈱は平成18年１月１日をもってヤマハモーターパワープロダクツ㈱に商号を変更しました。 

会社名 所在地 

事業の種
類別セグ
メントの
名称 

設備の内容 
土地面積
（㎡） 

帳簿価額（百万円） 

従業員数 
（人） 

土地 
建物及び
構築物 

機械装置
及び運搬
具 

その他 合計 

Yamaha Motor 

Manufacturing 

Corporation 

of America 

米国 
マリン 

特機 

輸送用機器

製造 
964,098 265 4,432 5,248 135 10,082 943 

Yamaha Motor 

da Amazonia 

Ltda. 

ブラジル 二輪車 
輸送用機器

製造 
352,785 192 1,587 2,357 1,791 5,928 1,564 

Yamaha Motor 

do Brasil Ltda. 
ブラジル 

二輪車 

マリン 

輸送用機器 

部品製造 
154,000 68 330 991 822 2,212 721 

Motori Minarelli 

S.p.A. 
イタリア 二輪車 

輸送用機器 

部品製造 
57,875 502 2,140 820 532 3,995 389 

Yamaha Motor 

Italia S.p.A. 
イタリア 

二輪車 

マリン 

特機 

輸送用機器

製造 

43,507 

(3,837)
425 565 455 85 1,533 232 

Yamaha Motor 

Espana S.A. 
スペイン 二輪車 

輸送用機器

製造 
97,724 443 839 163 656 2,102 502 

MBK Industrie フランス 
二輪車 

マリン 

輸送用機器

製造 
338,000 354 3,457 1,461 42 5,315 865 

台湾山葉機車工業 

股份有限公司 
台湾 二輪車 

輸送用機器

製造 

282,658 

(69,530)
5,942 1,999 2,561 735 11,239 1,363 

PT.Yamaha  

Indonesia Motor 

Manufacturing 

インドネ

シア 
二輪車 

輸送用機器

製造 

618,921 

(4,000)
1,607 5,087 9,622 1,685 18,003 3,339 

PT.Yamaha 

Motor Parts 

Manufacturing 

Indonesia 

インドネ

シア 
二輪車 

輸送用機器 

部品製造 
119,720 245 912 5,070 35 6,264 1,477 

PT.Toyo Besq 

Precision Parts 

Indonesia 

インドネ

シア 
その他 

輸送用機器 

部品製造 
23,265 97 296 1,456 29 1,881 127 

PT. Moric  

Indonesia 

インドネ

シア 
 その他 

輸送用機器

部品製造 
51,136 243 11 711 0 966 380 

Yamaha Motor 

India Pvt.Ltd. 
インド 二輪車 

輸送用機器

製造 

451,752 

(351,373)
379 2,067 5,061 371 7,880 1,954 

Thai Yamaha 

Motor Co.,Ltd. 
タイ 二輪車 

輸送用機器

製造 
328,126 4,315 1,332 3,163 589 9,400 3,207 

Yamaha Motor 

Vietnam Co.,Ltd. 
ベトナム 二輪車 

輸送用機器

製造 

100,967 

(100,967)
0 903 3,959 229 5,093 2,266 

Yamaha Motor 

Corporation, 

U.S.A. 

米国 

二輪車 

マリン 

特機 

販売他 3,025,766 1,290 3,531 4,268 311 9,401 762 

Yamaha Motor 

Europe N.V. 
オランダ 

二輪車 

マリン 

特機 

販売他 60,900 1,245 1,732 2 616 3,595 160 

Yamaha Motor 

Distribution 

B.V. 

オランダ 

二輪車 

マリン 

特機 

販売他 0 0 1,764 1,084 250 3,099 123 

Yamaha Motor 

Australia Pty. 

Ltd. 

オースト

ラリア 

二輪車 

マリン 

特機 

販売他 
49,592 

(25,438)
183 810 171 316 1,480 155 



３【設備の新設、除却等の計画】 

(1）重要な設備の新設等 

(2）重要な設備の除却等 

 該当事項はありません。 

  （単位：百万円）

会社名 

事業の

種類別

セグメ

ントの

名称 

設備の内容 所在地 
投資予定 

金額 

資金調達

方法 

着手及び完了予定 

着手 完了 

提出会社 

二輪車 

マリン 

特機 

その他 

新部品供給センター 
静岡県 

袋井市 
4,426 自己資金 平成17年２月 平成18年５月 

提出会社 

二輪車 

特機 

その他 

新実験棟 
静岡県 

磐田市 
3,700 自己資金 平成17年７月 平成18年７月 

提出会社 その他  
バイオ事業用の研究所

及び生産工場 

静岡県 

袋井市 
2,991 自己資金 平成16年９月 平成18年10月 

提出会社 その他 
ＩＭカンパニー営業・

技術棟増築 

静岡県 

浜松市 
1,045 自己資金 平成17年８月 平成18年８月 

Yamaha Motor Manufacturing  

Corporation of America 

 マリン 

 特機 

新機種生産設備新設及

び生産能力増強 
米国 1,916 

自己資金

及び 

借入金 

平成17年11月 平成19年４月 

 Thai Yamaha Motor Co.,Ltd. 二輪車 
生産設備更新及び生産

能力増強 
タイ 1,018 自己資金 平成18年１月 平成18年12月 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

 （注） 提出日現在発行数には、平成18年３月１日からこの有価証券報告書提出日までに転換社債の転換及び新株予約

権の行使により発行された株式数は含まれていません。 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 600,000,000 

計 600,000,000 

種類 
事業年度末現在発行数（株） 
（平成17年12月31日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成18年３月29日） 

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名 

内容 

普通株式 285,738,148 286,014,676 
東京証券取引所 

市場第１部 
 ― 

計 285,738,148 286,014,676 ― ― 



(2）【新株予約権等の状況】 

① ストックオプション 

 商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。 

平成14年６月25日定時株主総会決議 

  
事業年度末現在 

（平成17年12月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成18年２月28日） 

新株予約権の数   35個 20個 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 35,000株 20,000株 

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり966円 同左 

新株予約権の行使期間 
平成16年８月１日から平成18年７

月31日までとする。 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する

場合の株式の発行価格及び資本組入額 

１．新株予約権の行使により株式

を発行する場合の１株当たり

の発行価格      966円 

２．新株予約権の行使により株式

を発行する場合の１株当たり

の資本組入額     483円 

同左 

新株予約権の行使の条件 

１．新株予約権者は解任、解雇、

その他新株予約権発行の取締

役会決議に基づき当社と新株

予約権者との間で締結する

「新株予約権割当契約」に定

める事由により、当社または

当社の関係会社の取締役、執

行役員、または従業員の地位

を失った場合には、新株予約

権を行使することはできな

い。 

２．新株予約権者の相続人による

新株予約権の行使は認めな

い。 

３．その他新株予約権行使の条件

は、取締役会決議により決定

する。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには取締役

会の承認を要する。 
同左 



平成15年６月25日定時株主総会決議 

  
事業年度末現在 

（平成17年12月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成18年２月28日） 

新株予約権の数 94個 74個  

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 94,000株 74,000株  

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり1,145円 同左 

新株予約権の行使期間 
平成17年８月1日から平成19年７

月31日までとする。 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する

場合の株式の発行価格及び資本組入額 

１．新株予約権の行使により株式

を発行する場合の１株当たり

の発行価格     1,145円 

２．新株予約権の行使により株式

を発行する場合の１株当たり

の資本組入額     573円 

同左 

新株予約権の行使の条件 

１．新株予約権者は解任、解雇、

その他新株予約権発行の取締

役会決議に基づき当社と新株

予約権者との間で締結する

「新株予約権割当契約」に定

める事由により、当社または

当社の関係会社の取締役、執

行役員、または従業員の地位

を失った場合には、新株予約

権を行使することはできな

い。 

２．新株予約権者の相続人による

新株予約権の行使は認めな

い。 

３．その他新株予約権行使の条件

は、取締役会決議により決定

する。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには取締役

会の承認を要する。 
同左 



平成16年６月24日定時株主総会決議 

② 旧転換社債等 

 当社は、旧商法に基づき転換社債を発行しています。平成17年12月31日現在及び平成18年２月28日現在の転換

社債の残高、転換価格及び資本組入額は次のとおりです。 

  
事業年度末現在 

（平成17年12月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成18年２月28日） 

新株予約権の数 2,980個 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 298,000株 同左 

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり1,705円 同左 

新株予約権の行使期間 
平成18年８月２日から平成20年８

月１日までとする。 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する

場合の株式の発行価格及び資本組入額 

１．新株予約権の行使により株式

を発行する場合の１株当たり

の発行価格     1,705円 

２．新株予約権の行使により株式

を発行する場合の１株当たり

の資本組入額     853円 

同左 

新株予約権の行使の条件 

１．新株予約権者は解任、解雇、

その他新株予約権発行の取締

役会決議に基づき当社と新株

予約権者との間で締結する

「新株予約権割当契約」に定

める事由により、当社または

当社の関係会社の取締役、執

行役員、または従業員の地位

を失った場合には、新株予約

権を行使することはできな

い。 

２．新株予約権者の相続人による

新株予約権の行使は認めな

い。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには取締役

会の承認を要する。 
同左 

銘柄 
平成17年12月31日現在 平成18年２月28日現在 

残高 転換価格 資本組入額 残高 転換価格 資本組入額 

第４回無担保転換社債 295百万円 828円00銭 
１株につき 

414円 
95百万円 828円00銭 

１株につき 

414円 



(3）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 （注） ※１ 転換社債の転換請求による増加です。 

※２ 転換社債の株式転換による増加及び新株予約権の行使による増加です。 

※３ 平成17年６月１日付で創輝㈱を完全子会社にするために株式交換を行い、新株を386,589株発行 

   しました。（創輝㈱株式１株につき当社株式0.6株を割当） 

   なお、創輝㈱は平成18年１月１日をもってヤマハモーターパワープロダクツ㈱に商号を変更しまし 

   た。 

 ４ 平成18年１月１日から平成18年２月28日までに転換社債の株式転換及び新株予約権の行使により、発 

   行済株式数が276,528株、資本金及び資本準備金がそれぞれ118百万円増加しています。 

(4）【所有者別状況】 

 （注）１ 自己株式86,118株は、「個人その他」及び「単元未満株式の状況」に含めて記載しています。 

２ 上記「その他の法人」の中には、証券保管振替機構名義の株式が40単元含まれています。 

年月日 
発行済株式
総数増減数 
（千株） 

発行済株式
総数残高 
（千株） 

資本金増減額 
（百万円） 

資本金残高 
（百万円） 

資本準備金
増減額 
（百万円） 

資本準備金
残高 

（百万円） 

 平成14年４月１日～ 

 平成15年３月31日※１ 
129 231,158 53 23,251 53 34,419 

 平成15年４月１日～ 

 平成16年３月31日※１ 
43,587 274,745 20,187 43,439 20,187 54,607 

 平成16年４月１日～ 

 平成16年12月31日※２ 
7,038 281,783 2,923 46,362 2,923 57,530 

 平成17年６月１日※３ 386 － － － 922 － 

 平成17年１月１日～ 

 平成17年12月31日※２ 
3,568 285,738 1,516 47,879 1,515 59,968 

  平成17年12月31日現在

区分 

株式の状況（１単元の株式数100株） 
 単元未満 
株式の状況 
（株） 

政府及び地
方公共団体 

金融機関 証券会社 
その他の法
人 

外国法人等 
個人その他 計 

個人以外 個人 

株主数（人）     － 120 46 263 406 5 21,866 22,706 ― 

所有株式数 

（単元） 
    － 877,797 54,535 849,418 845,204 34 228,498 2,855,486 189,548 

所有株式数の

割合（％） 
    － 30.74 1.91 29.75 29.60 0.00 8.00 100.00 ― 



(5）【大株主の状況】 

 （注） バークレイズ・グローバル・インベスターズ・グループに属する11法人が連名により、平成17年12月14日現在

の当社の株式の大量保有に関する報告書を平成18年１月16日付で提出していますが、当社として期末時点にお

ける所有株式数の確認ができていませんので、上記大株主の状況には含めていません。 

なお、当該報告書に記載の保有株式数及び平成17年12月31日現在の発行済株式総数に対する割合は以下のとお

りです。 

  平成17年12月31日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合（％） 

ヤマハ株式会社 静岡県浜松市中沢町10番１号 64,542 22.59 

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社（信託口） 
東京都港区浜松町２丁目11番３号 16,991 5.95 

日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社（信託口） 
東京都中央区晴海１丁目８番11号 13,545 4.74 

トヨタ自動車株式会社 愛知県豊田市トヨタ町１番地 12,500 4.37 

みずほ信託退職給付信託みずほ

銀行口再信託受託者資産管理サ

ービス信託 

東京都中央区晴海１丁目８番12号 10,937 3.83 

株式会社静岡銀行 静岡県静岡市葵区呉服町１丁目10番地 5,813 2.03 

エイチエスビーシー ファンド 

サービシィズ スパークス ア

セット マネジメント コーポ

レイテッド 

（常任代理人 香港上海銀行東

京支店） 

香港 セントラル クイーンズ ロード

１ 

（東京都中央区日本橋３丁目11番１号） 

5,373 1.88 

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋１丁目９番１号 4,500 1.58 

ステート ストリート バンク 

アンド トラスト カンパニー 

505103 

（常任代理人 株式会社みずほ

コーポレート銀行兜町証券決済

業務室） 

米国 マサチューセッツ州 ボストン市 

（東京都中央区日本橋兜町６番７号） 
4,409 1.54 

エイチエスビーシー ファンド 

サービシィズ スパークス ア

セット マネジメント リミテ

ッド ユーエス クライアント 

（常任代理人 香港上海銀行東

京支店） 

米国 ニューヨーク州 ニューヨーク市

マジソン・アベニュー360  

（東京都中央区日本橋３丁目11番１号） 

4,171 1.46 

計 ― 142,785 49.97 



大量保有者 住所 
保有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する割合（％） 

バークレイズ・グローバル・イ

ンベスターズ株式会社 
東京都渋谷区広尾１丁目１番39号 7,757 2.71 

バークレイズ・グローバル・イ

ンベスターズ、エヌ・エイ 

米国 カルフォルニア州 サンフランシスコ

市 フリーモント・ストリート45 
6,830 2.39 

バークレイズ・グローバル・イ

ンベスターズ・リミテッド 

英国 ロンドン市 ロイヤル・ミント・コー

ト１ 
3,720 1.30 

バークレイズ・グローバル・フ

ァンド・アドバイザーズ 

米国 カルフォルニア州 サンフランシスコ

市 フリーモント・ストリート45 
2,006 0.70 

バークレイズ・グローバル・イ

ンベスターズ信託銀行株式会社 
東京都渋谷区広尾１丁目１番39号 887 0.31 

バークレイズ・キャピタル・セ

キュリティーズ・リミテッド 

英国 ロンドン市 カナリーワーフ ノー

ス・コロネード５ 
367 0.13 

バークレイズ・グローバル・イ

ンベスターズ・オーストラリ

ア・リミテッド 

オーストラリア ニュー・サウス・ウェール

ズ州 シドニー ハーリントン・ストリート

111 

327 0.11 

バークレイズ・バンク・ピーエ

ルシー 
英国 ロンドン市 チャーチル・プレイス１ 183 0.06 

バークレイズ・ライフ・アシュ

アランス・カンパニー・リミテ

ッド 

英国 ロンドン市 ロイヤル・ミント・コー

ト１ ムーレイハウス 
12 0.00 

ウールウィッチ・ユニット・ト

ラスト・マネージャーズ・リミ

テッド 

英国 ロンドン市 ロイヤル・ミント・コー

ト１ 
10 0.00 

バークレイズ・グローバル・イ

ンベスターズ・カナダ・リミテ

ッド 

カナダ オンタリオ州 トロント市 ベイ・

ストリート161，2500号  
9 0.00 

計 ― 22,111 7.74 



(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注）１ 「完全議決権株式（その他）」の株式数の欄には、証券保管振替機構名義の株式4,000株が含まれています

が、議決権の数の欄には同機構名義の議決権40個は含まれていません。 

２ 「単元未満株式」には、当社所有の自己株式及び相互保有株式が次のとおり含まれています。 

ヤマハ発動機株式会社 18株、サクラ工業株式会社 118株、Ａ.Ｉ.Ｓ株式会社 52株 

サクラ工業株式会社の上記株式数は自己名義の単元未満株式59株と他人名義の単元未満株式59株の合計118

株、Ａ.Ｉ.Ｓ株式会社の上記株式数は自己名義の単元未満株式50株と他人名義の単元未満株式２株の合計52

株です。 

②【自己株式等】 

 （注）  サクラ工業株式会社及びＡ.Ｉ.Ｓ株式会社の他人名義所有株式数は当社の取引先会社で構成される持株会の

もので、その名称は「ヤマハ発動機協力会社持株会」、住所は「静岡県磐田市新貝2500番地」です。 

  平成17年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ― 

議決権制限株式（その他） ― ― ― 

完全議決権株式（自己株式等） 

（自己保有株式） 

普通株式      86,100 

（相互保有株式） 

普通株式      97,600 

― ― 

完全議決権株式（その他） 普通株式 285,364,900 2,853,609 ― 

単元未満株式 普通株式     189,548 ― 
１単元（100株） 

未満の株式 

発行済株式総数 285,738,148 ― ― 

総株主の議決権 ― 2,853,609 ― 

  平成17年12月31日現在

   所有者の氏名 
     又は名称 

所有者の住所 
自己名義 
所有株式数 
（株） 

他人名義 
所有株式数 
（株） 

所有株式数 
の合計 
（株） 

発行済株式総数に
対する所有 
株式数の割合
（％） 

（自己保有株式） 

ヤマハ発動機株式会社 
静岡県磐田市新貝2500番地 86,100     － 86,100 0.03 

（相互保有株式） 

サクラ工業株式会社 
静岡県浜松市半田町18番地 71,200 7,400 78,600 0.03 

（相互保有株式） 

Ａ.Ｉ.Ｓ株式会社 

静岡県浜松市有玉西町777

番地の１ 
200 18,800 19,000 0.01 

計 ― 157,500 26,200 183,700 0.06 



(7）【ストックオプション制度の内容】 

 当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しています。 

 当該制度は、商法第280条ノ20及び同第280条ノ21の規定に基づき、当社及び当社関係会社の取締役、執行役員

及び従業員に無償で新株予約権を発行することを平成14年６月25日、平成15年６月25日及び平成16年６月24日の

定時株主総会において決議したものです。 

 当該制度の内容は、次のとおりです。 

① 平成14年６月25日定時株主総会決議 

② 平成15年６月25日定時株主総会決議 

決議年月日 平成14年６月25日 

付与対象者の区分及び人数 

当社取締役        13名 

当社執行役員       11名 

当社従業員        16名 

当社関係会社の取締役   37名 

当社関係会社の執行役員  ２名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2）新株予約権等の状況」に記載しています。 

株式の数 同上 

新株予約権の行使時の払込金額 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

決議年月日 平成15年６月25日 

付与対象者の区分及び人数 

当社取締役        11名 

当社執行役員       13名 

当社従業員        15名 

当社関係会社の取締役   43名 

当社関係会社の執行役員  ５名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2）新株予約権等の状況」に記載しています。 

株式の数 同上 

新株予約権の行使時の払込金額 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 



③ 平成16年６月24日定時株主総会決議 

決議年月日 平成16年６月24日 

付与対象者の区分及び人数 

当社取締役        11名 

当社執行役員       14名 

当社従業員        12名 

当社関係会社の取締役   46名 

当社関係会社の執行役員  ５名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2）新株予約権等の状況」に記載しています。 

株式の数 同上 

新株予約権の行使時の払込金額 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 



２【自己株式の取得等の状況】 

(1）【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

 該当事項はありません。 

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

 該当事項はありません。 

３【配当政策】 

 当社は、株主の皆様の利益向上を経営の重要課題と位置付け、グローバルな視点から世界各地で事業を展開し、企

業価値の向上に努めています。 

 利益配分につきましては、配当性向を尺度として連結業績に応じた配当を実施することを基本方針とし、新たな成

長のための投資による企業価値の増大の追求とあわせて、株主の皆様のご期待に応えてまいりたいと考えています。

 当期の配当金につきましては、期末配当金を１株につき普通配当14円50銭と創立50周年記念配当５円の合計19円50

銭とし、中間配当金８円50銭と合わせ、前期比14円増配の年間28円とさせていただくことになりました。  

 内部留保金につきましては、主力事業の更なる強化と、中・長期的な成長事業への重点的な投資に活用し、将来の

業績向上に役立ててまいりたいと考えています。 

(注) 第71期の中間配当に関する取締役会決議日は、平成17年７月28日です。 

４【株価の推移】 

(1）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

 （注）１ 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものです。 

    ２ 平成16年６月24日開催の第69期定時株主総会において、定款の一部変更を決議し、決算期を３月31日から12

      月31日に変更しました。 

(2）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものです。 

回次 第66期 第67期 第68期 第69期 第70期 第71期 

決算年月 平成13年３月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成16年12月 平成17年12月 

最高（円） 1,018 1,080 1,054 1,497 1,714 3,100 

最低（円） 704 670 782 806 1,346 1,530 

月別 平成17年７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 

最高（円） 2,190 2,230 2,395 2,485 2,735 3,100 

最低（円） 2,010 2,030 2,050 2,235 2,435 2,660 



５【役員の状況】 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（株） 

取締役会長   長谷川 至 昭和11年５月15日

昭和35年４月 当社入社  

昭和60年６月 当社マリン事業部長 

昭和60年７月 当社取締役就任 

平成５年７月 当社欧州本部長兼Yamaha Motor Europe 

 N.V.取締役会長就任 

平成９年５月 当社総務本部長兼経営企画本部長 

平成９年６月 当社常務取締役就任 

平成12年６月 当社専務取締役就任 

平成13年４月 当社代表取締役社長就任 

平成17年１月 当社取締役会長就任（現） 

50,814 

代表取締役

社長 
  梶川 隆 昭和19年７月３日

昭和44年４月 当社入社 

平成５年７月 Yamaha Motor Europe N.V.取締役社長就任 

平成９年５月 当社マリン事業本部長 

平成９年６月 当社取締役就任 

平成13年４月 当社常務取締役就任 

平成15年６月 当社代表取締役専務就任 

平成17年１月 当社代表取締役社長就任（現） 

37,050 

代表取締役

専務 

技術・製造担当 

MC事業本部長 

IMカンパニー 

プレジデント 

戸上 常司 昭和21年８月13日

昭和49年５月 当社入社 

平成９年５月 当社IM事業部長 

平成12年４月 当社IMカンパニープレジデント（現） 

平成12年６月 当社取締役就任 

平成15年６月 当社代表取締役専務就任（現） 

平成15年６月 当社技術・製造担当（現） 

平成17年１月 当社MC事業本部長（現） 

［他の会社の代表状況］ 

アイパルス㈱代表取締役社長 

23,900 

常務取締役 技術担当 宮尾 博保 昭和21年２月15日

昭和48年１月 当社入社 

平成４年４月 当社技術本部制御技術部長 

平成11年６月 当社取締役就任 

平成13年４月 当社常務取締役就任（現） 

平成15年11月 当社EV統括部長 

平成17年１月 当社技術担当（現） 

25,200 

取締役   伊藤 修二 昭和17年11月１日

昭和40年４月 日本楽器製造㈱（現ヤマハ㈱）入社 

昭和63年６月 同社取締役就任 

平成５年７月 同社常務取締役就任 

平成９年６月 同社代表取締役専務就任 

平成12年４月 同社代表取締役社長就任（現） 

平成12年６月 当社取締役就任（現） 

［他の会社の代表状況］ 

ヤマハ㈱代表取締役社長 

34,356 

取締役 

MC事業本部 

CV事業部長 

アジア本部長 

鈴木 渉 昭和22年10月29日

昭和41年３月 当社入社 

平成５年４月 当社モーターサイクル事業部磐田第１工場

長 

平成13年５月 当社MC事業本部GEMセンタープロダクト統

括部副統括部長 

平成13年６月 当社取締役就任（現） 

平成17年１月 当社MC事業本部CV事業部長兼アジア本部長

（現） 

［他の会社の代表状況］ 

台湾山葉発動機研究開発中心股份有限公司董事長 

17,100 

取締役 
財務・人事担当 

日本本部長 
菅沼 幸雄 昭和20年10月16日

昭和48年６月 当社入社 

平成５年６月 当社モーターサイクル事業部事業企画部長 

平成13年６月 当社執行役員就任 

平成14年５月 当社経営SG統括兼ブランド推進室長 

平成16年６月 当社取締役就任（現） 

平成16年９月 当社経営企画ユニット コーポレートユニ

ットリーダー 

平成18年１月 当社財務・人事担当兼日本本部長（現） 

13,800 

 



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（株） 

取締役 

営業担当 

MEカンパニー 

プレジデント 

加藤 正平 昭和23年６月12日

昭和47年４月 当社入社 

平成４年４月 Yamaha Motor Manufacturing 

 Corporation of America取締役社長就任 

平成12年４月 当社米州本部長兼Yamaha Motor  

Corporation, U.S.A.取締役社長就任 

平成13年６月 当社執行役員就任 

平成16年６月 当社取締役就任（現） 

平成17年１月 当社営業担当兼MEカンパニープレジデント

（現） 

［他の会社の代表状況］ 

ヤマハマリン㈱代表取締役社長 

11,700 

取締役 

法務・知財ユニ

ット コーポレ

ートユニット 

リーダー 

プロセス・ITユ

ニット コーポ

レートユニット

リーダー 

大坪 豊生 昭和24年10月14日

昭和49年４月 当社入社 

平成８年７月 当社GHP事業部開発部長 

平成14年４月 当社法務・知財センター長 

平成16年６月 当社執行役員就任 

平成16年９月 当社法務・知財ユニット コーポレートユ

ニットリーダー兼プロセス・ITユニット 

コーポレートユニットリーダー（現） 

平成17年３月 当社取締役就任（現） 

10,820 

取締役 AM事業部長 木村 隆昭 昭和28年２月14日

昭和51年４月 当社入社 

平成11年６月 当社AM事業部開発室長 

平成14年４月 当社AM事業部長（現） 

平成15年６月 当社執行役員就任 

平成17年３月 当社取締役就任（現） 

7,700 

取締役 
MC事業本部 

MC事業部長 
寺下 伸志 昭和29年２月17日

昭和49年４月 当社入社 

平成11年５月 当社MC事業部MC技術統括部MC第１開発室長 

平成14年４月 当社MC事業本部エンジンSyS統括部長 

平成14年６月 当社執行役員就任 

平成17年１月 当社MC事業本部MC事業部長（現） 

平成17年３月 当社取締役就任（現） 

9,100 

取締役 

経営企画ユニッ

ト コーポレー

トユニットリー

ダー 

内山 徹雄 昭和24年８月20日

昭和47年４月 当社入社 

平成５年11月 当社総務本部資金室長  

平成９年５月 当社人材開発本部人事室長  

平成14年１月 Yamaha Motor do Brasil Ltda.取締役社長

就任 

平成15年６月 当社執行役員就任  

平成18年１月 

  

平成18年３月 

当社経営企画ユニット コーポレートユニ

ットリーダー（現） 

当社取締役就任（現）  

3,200 

 



 （注）１ 取締役 伊藤修二は、商法第188条第２項第７号ノ２に定める社外取締役です。 

２ 監査役 降旗正義及び太田直幹は、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第18条第１項に定め

る社外監査役です。 

３ ＭＣはモーターサイクル、ＩＭはインテリジェントマシーナリー、ＥＶはエレクトリックビークル、ＣＶは

コミュータービークル、ＧＥＭはグローバル エンジニアリング アンド マニュファクチュアリング、ＳＧ

はストラテジーグループ、ＭＥはマリンエンジン、ＧＨＰはガスヒートポンプ、ＩＴはインフォメーション

テクノロジー、ＡＭはオートモーティブ、ＳｙＳはシステムサプライヤーの略です。  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（株） 

常勤監査役   和久田 晴比古 昭和23年４月２日

昭和46年４月 当社入社 

平成５年11月 当社総務本部人事室長 

平成10年５月 当社総務センター財務室長 

平成11年６月 当社取締役就任 

平成13年５月 当社総務センター長 

平成15年６月 当社常勤監査役就任（現） 

6,100 

常勤監査役   田中 宏 昭和22年８月８日

昭和45年４月 当社入社 

平成10年７月 当社欧州本部長兼Yamaha Motor Europe 

 N.V.取締役社長就任 

平成13年５月 当社総務センター財務統括 

平成13年６月 当社執行役員就任 

平成17年３月 当社常勤監査役就任（現） 

10,700 

監査役   降旗 正義 昭和８年９月８日

昭和31年４月 三井物産㈱入社 

平成元年６月 同社取締役就任 

平成５年６月 同社代表取締役常務就任 

平成８年６月 同社代表取締役専務就任 

平成９年６月 同社代表取締役副社長就任 

平成10年６月 同社取締役退任 

平成12年７月 ㈲オフィス フルハタ代表取締役就任

（現） 

平成15年６月 当社監査役就任（現） 

［他の会社の代表状況］ 

㈲オフィス フルハタ代表取締役 

5,800 

監査役   太田 直幹 昭和16年９月20日

昭和40年４月 日本楽器製造㈱（現ヤマハ㈱）入社 

平成６年６月 同社常勤監査役就任（現） 

平成15年６月 当社監査役就任（現） 

5,300 

        計 272,640 



６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

(1）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

 当社は、コーポレート・ガバナンスを、長期的な企業価値の最大化のために経営体制を規律していくことと認識

し、意思決定の迅速化や業務執行の妥当性、効率性を担保する実効性と透明性のある監督機構の整備、企業価値を

大きく損うリスクを最小化するための内部統制機構の構築を進めています。経営統治機構につきましては、当社が

これまで実施してまいりました諸改革（執行役員制の導入、役員人事委員会の設置など）が実効性を高めておりま

すので、引き続き監査役設置会社方式を継続すべきであると考えております。なお、当社といたしましては、今後

とも監督機能の充実などのガバナンス強化に取り組んでまいります。 

(2）経営の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他の体制の状況 

 当社は経営管理組織として、経営方針等の重要事項に関する意思決定及び業務執行の監督機関として「取締役

会」、業務執行機関として「代表取締役」、監査機関として「監査役(会)」を設置しています。また、グループ全

体の経営戦略や中長期の経営方針等を審議する機関として「経営会議」を設置するとともに、迅速な業務執行をは

かることを目的として「執行役員制」を導入しています。平成18年３月28日開催の第71期定時株主総会並びに同日

開催の取締役会における選任により、取締役12名(うち社外取締役1名)、監査役４名（うち社外監査役２名）、執

行役員14名の体制となっております。 

 当社のコーポレート・ガバナンス体制及び内部統制体制の模式図は次のとおりです。 

(3）役員人事委員会について 

 当社は、役員候補者の選任や報酬決定における透明性や妥当性を高めるため、平成13年８月に取締役会の諮問機

関として「役員人事委員会」を設置しました。役員人事委員会は、外部有識者２名（元上場企業社長、大学院教

授）、社外取締役１名、役付取締役３名及び人事担当取締役１名の合計７名で構成されております。同委員会で

は、役員候補者選抜のあり方及び具体的な候補者案、役員報酬決定のプロセスや水準及び報酬額、経営統治機構の

選択などについて審議し、取締役会に対して助言を行っております。役員人事委員会は当社が任意に設置した委員

会であり、最終的な決定権限は有していませんが、取締役会は役員人事委員会の助言を踏まえ意思決定を行ってい

ます。 



(4）役員報酬制度について 

 当社は、役員人事委員会の審議に基づき、年功的要素の強い役員退職慰労金制度を廃止しました。また、取締役

については、株主との価値の共有化や業績連動性を高めるため、株式取得型報酬制度（※）の導入やグループ業績

に連動した賞与へと見直しをはかってまいりました。なお、第70期定時株主総会（平成17年３月29日開催）終結時

までに対応する退職慰労金につきましては、各役員の退任時に開催される株主総会決議に基づき支払うこととして

います。 

※ 株式取得型報酬制度 

 取締役（社外取締役を除く）の報酬制度については、中長期の株主価値との連動性を高めるため、自社株式の

取得・保有に関するガイドラインを設け、毎月、一定額で自社の株式を取得（役員持株会経由）し、これを在任

期間中保有することとしています。この報酬制度の導入に伴いストックオプションは廃止しました。 

(5）監査役（監査役会） 

 監査役は取締役会に出席するほか、取締役、従業員から報告を受け、重要な決裁書類の閲覧、子会社の往査など

の監査業務を行っております。常勤監査役は、経営会議、ＣＳＲ統合会議等の重要な会議にも出席しております。

また、会計監査人による監査の経過並びに監査結果の報告を定期的に受けることにより、会計監査の相当性を判断

しています。 

 なお、監査役室を設け、社外監査役を含めた監査役の監査業務をサポートしています。 

(6）ＣＳＲ活動と内部統制の充実に向けた取り組み 

 平成17年１月にスタートした中期経営計画「ＮＥＸＴ50－PhaseⅡ」において、ＣＳＲのマネジメント体制の強

化を経営課題として掲げ、その推進母体としてＣＳＲ推進委員会（現ＣＳＲ統合会議※）を設置しました。ＣＳＲ

統合会議は、ヤマハ発動機グループのＣＳＲ活動方針の検討・決定と活動レベルの向上及び積極的企業風土の醸成

を使命とし、ＣＳＲ活動の統合推進機能を担っています。具体的には幅広い社会貢献活動とともに、リスクマネジ

メントとコンプライアンスを最重要課題として取り組むこととしており、危機管理委員会、コンプライアンス委員

会等の個別の委員会を指示・統括することにより、ＣＳＲ活動を推進しています。 

※ ＣＳＲ活動の推進体制を見直し、平成17年９月１日付けで個々に活動していた危機管理、倫理（コンプライ

アンス委員会に名称変更）、製品保証、環境の各委員会をＣＳＲ推進委員会下の委員会として再編し、ＣＳＲ

推進委員会はＣＳＲ統合会議に名称を変更しました。また、同日付けで情報開示委員会を、平成18年１月１日

付けで雇用労働委員会をそれぞれ設置しました。 

① リスクマネジメントについて 

 危機管理委員会は会社の存続に大きな影響を与えるリスクに対して、他の個別委員会及び主管部署と連携し、

リスクの評価と未然防止から発生対応までの対策を講じていくとともに、ＣＳＲ統合会議に全社のリスク管理方

針を提案します。また、危機管理規程及び危機管理マニュアルを制定しており、危機発生時には同規程に基づき

取締役社長を本部長とする緊急対策本部を設けることとしています。 

② コンプライアンスについて 

 法令遵守、企業倫理の観点から、会社に対する社会の信頼を維持向上し、事業の円滑な運営をはかることを目

的に、コンプライアンス委員会をＣＳＲ統合会議の下に位置付けるとともに、行動基準たる倫理行動規範を定

め、従業員に対する教育活動を展開しております。また、会社の信頼・信用を損うような違法行為或いはその恐

れがある場面に遭遇したときに、従業員が経営トップに直接情報を提供できる「コンプライアンス・ホットライ

ン」を設けています。 

③ 内部監査 

 業務活動の適正性、効率性を監査する目的で、内部監査部門として取締役社長直轄のＣＳＲ監査ユニットを平

成17年1月1日付けで設置しました。ＣＳＲ監査ユニットの監査結果につきましては、取締役会及び取締役社長に

報告しています。 

(7）ＩＲ活動の充実 

 当社は、株主や投資家の皆様に当社の経営活動について正確で適切な情報を迅速に提供し、説明責任を果たすた

め、ＩＲ戦略チーム（構成員16名、うち専任２名）を設置し、国内外で積極的なＩＲ活動を行っています。具体的

な活動としては、四半期毎の決算説明会の開催、海外投資家向けのロードショー、工場見学会、ＩＲホームページ

での情報開示の強化、個別取材対応等を行っています。 



(8）コーポレート・ガバナンスの充実に向けた主要な取り組みの実施状況（最近1年間） 

① 第70期定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止し、株式取得型報酬制度を導入しました。

なお、第70期定時株主総会終結時までに対応する退職慰労金につきましては、各役員の退任時に開催される株

主総会決議に基づき支払うこととしています。 

② 第70期定時株主総会の決議により、取締役の任期を1年に短縮しました。 

③ 役員人事委員会を２回開催（平成17年６月、平成18年１月）し、役員報酬制度の見直しと次期役員体制等に

ついて審議しました。 

④ ＣＳＲ活動の推進体制を見直し、平成17年９月１日付けで個々に活動していた危機管理、倫理（コンプライ

アンス委員会に名称変更）、製品保証、環境の各委員会をＣＳＲ統合会議下の委員会として再編するととも

に、同日付けで情報開示委員会を、平成18年１月１日付けで雇用労働委員会をそれぞれ設置しました。 

(9）会計監査の状況 

 当社の会計監査人については新日本監査法人を選任しています。監査証明に係る業務を執行した公認会計士の

氏名は以下のとおりです。 

  指定社員 業務執行社員  小島 秀雄 

  指定社員 業務執行社員  古川 康信 

  指定社員 業務執行社員  田宮 紳司 

  指定社員 業務執行社員  滝口 隆弘 

 同監査法人は、公認会計士法上の規制開始及び日本公認会計士協会の自主規制実施に先立ち、自主的に業務執

行社員の交代制度を導入しており、同監査法人において策定された交代計画に基づき、上記のうち田宮紳司氏は

当連結会計年度の監査証明に係る業務終了をもって交代する予定となっています。 

 なお、監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士８名、会計士補７名及びその他の補助者11名からなってい

ます。 

(10）役員報酬及び監査法人に対する監査報酬について 

① 役員報酬 

 当事業年度における当社の取締役及び監査役に支払った報酬、賞与、役員退職金の額は以下のとおりです。 

 （注）使用人兼務取締役に対する使用人給与相当額（73百万円）は含んでいません。 

②監査法人に対する監査報酬 

(11）会社と社外取締役及び社外監査役の利害関係 

 社外取締役１名はヤマハ株式会社の取締役社長であり、社外監査役のうち１名は同社の常勤監査役です。同社は

当社株式の22.7％（議決権比率）を保有しており、当社と製品・商品の売買取引等があります。 

区分 
取締役 監査役 

支給人員 支給額 支給人員 支給額 

定款又は株主総会決議に基

づく報酬 
14名 

312百万円 

（うち社外取締役６百万円）
５名 

51百万円 

（うち社外監査役９百万円）

利益処分による役員賞与 10名 100百万円 ４名 
10百万円 

（うち社外監査役２百万円）

株主総会決議に基づく退職

慰労金 
３名 297百万円 １名 12百万円 

監査契約に基づく監査証明に係る報酬 52百万円 

上記以外の報酬 １百万円 



第５【経理の状況】 

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。

以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しています。 

(2）当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。）に基づいて作成しています。 

２ 監査証明について 

 当社は証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度（平成16年４月１日から平成16年12月31日まで）

及び前事業年度（平成16年４月１日から平成16年12月31日まで）並びに当連結会計年度（平成17年１月１日から平成

17年12月31日まで）及び当事業年度（平成17年１月１日から平成17年12月31日まで）の連結財務諸表及び財務諸表に

ついて、新日本監査法人の監査を受けています。 

３ 平成16年６月24日開催の第69期定時株主総会において、定款の一部変更を決議し、決算期を３月31日から12月31日

に変更いたしました。 

 従って、前連結会計年度及び前事業年度は、平成16年４月１日から平成16年12月31日までの９ヶ月間となっていま

す。 



１【連結財務諸表等】 

(1）【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】 

   
前連結会計年度 

（平成16年12月31日） 
当連結会計年度 

（平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

現金及び預金  37,194 38,809 

受取手形及び売掛金 
※２ 
※９ 

145,582 206,213 

たな卸資産 ※２ 204,232 251,227 

繰延税金資産  27,483 34,672 

その他  22,197 30,987 

流動資産合計  436,690 561,910 

同上貸倒引当金  △6,266 △6,986 

差引流動資産合計  430,424 56.1 554,924 57.9

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

建物及び構築物 
※１ 
※２ 

80,758 86,270 

機械装置及び運搬具 
※１ 
※２ 

83,876 99,524 

土地 
※２ 
※３ 

87,619 89,653 

建設仮勘定  12,861 24,977 

その他 ※１ 18,295 23,420 

有形固定資産合計  283,411 36.9 323,846 33.8

２ 無形固定資産  3,273 0.4 3,075 0.3

３ 投資その他の資産    

投資有価証券 ※６ 26,203 37,060 

長期貸付金   ― 21,795 

繰延税金資産  18,295 14,011 

その他 ※６ 9,131 6,992 

投資その他の資産合計  53,630 79,860 

同上貸倒引当金  △3,011 △3,229 

差引投資その他の 
資産合計 

 50,618 6.6 76,630 8.0

固定資産合計  337,303 43.9 403,552 42.1

資産合計  767,727 100.0 958,476 100.0 

     
 



   
前連結会計年度 

（平成16年12月31日） 
当連結会計年度 

（平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

支払手形及び買掛金 ※９ 143,531 176,000 

短期借入金 ※２ 71,390 100,097 

１年以内に返済の 
長期借入金 

※２ 8,190 20,885 

１年以内に償還の社債  10,000 5,000 

コマーシャル 
・ペーパー 

 7,000 6,991 

未払金  44,026 46,645 

未払法人税等  8,039 13,318 

引当金    

賞与引当金  9,557 9,494   

製品保証引当金  19,840 29,398 24,339 33,834 

その他  51,506 70,447 

流動負債合計  373,083 48.6 473,221 49.4

Ⅱ 固定負債    

社債  8,001 295 

長期借入金 ※２ 16,064 20,747 

再評価に係る 
繰延税金負債 

※３ 12,490 12,208 

引当金    

退職給付引当金  31,589 32,207   

役員退職慰労引当金  842 545   

製造物賠償責任 
引当金 

 2,945 1,240   

二輪車リサイクル 
引当金 

 762 36,139 843 34,836 

その他 ※２ 8,434 8,542 

固定負債合計  81,129 10.6 76,629 8.0

負債合計  454,213 59.2 549,850 57.4

     
 



   
前連結会計年度 

（平成16年12月31日） 
当連結会計年度 

（平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（少数株主持分）    

少数株主持分  19,752 2.6 24,730 2.6

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※７ 46,362 6.0 47,879 5.0

Ⅱ 資本剰余金  57,543 7.5 60,361 6.3

Ⅲ 利益剰余金  218,506 28.5 276,597 28.9

Ⅳ 土地再評価差額金 ※３ 18,971 2.5 18,542 1.9

Ⅴ その他有価証券 
評価差額金 

 2,502 0.3 5,960 0.6

Ⅵ 為替換算調整勘定  △49,686 △6.5 △25,316 △2.6

Ⅶ 自己株式 ※８ △438 △0.1 △128 △0.0

資本合計  293,761 38.3 383,895 40.1

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

 767,727 100.0 958,476 100.0 

     



②【連結損益計算書】 

   
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高  1,011,976 100.0 1,375,249 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※２ 735,182 72.6 1,002,270 72.9

売上総利益  276,794 27.4 372,978 27.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 
※１ 
※２ 

206,656 20.4 269,637 19.6

営業利益  70,137 6.9 103,341 7.5

Ⅳ 営業外収益    

受取利息  4,394 7,218   

受取配当金  263 387   

持分法による投資利益  0 906   

為替差益  82 1,339   

その他  8,561 13,302 1.3 6,318 16,170 1.2

Ⅴ 営業外費用    

支払利息  4,086 4,948   

持分法による投資損失  4 0   

早期退職制度費用  1,729 1,214   

販売金融関連費用  ― 5,151   

販売金融資産評価差損  ― 3,014   

その他  7,231 13,053 1.3 2,081 16,411 1.2

経常利益  70,386 7.0 103,101 7.5

Ⅵ 特別利益    

固定資産売却益 ※３ 764 440   

投資有価証券売却益  645 1,409 0.1 263 703 0.1

Ⅶ 特別損失    

固定資産処分損 ※４ 3,556 1,484   

減損損失 ※５ 2,620 0   

投資有価証券売却損  4 6,181 0.6 0 1,484 0.1

税金等調整前 
当期純利益 

 65,615 6.5 102,319 7.4

法人税、住民税 
及び事業税 

 24,584 37,726   

法人税等調整額  △1,874 22,709 2.2 △3,991 33,734 2.5

少数株主利益  4,754 0.5 4,560 0.3

当期純利益  38,150 3.8 64,024 4.7

     



③【連結剰余金計算書】 

   
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

（資本剰余金の部）    

Ⅰ 資本剰余金期首残高  54,618   57,543

Ⅱ 資本剰余金増加高    

転換社債の転換  2,923 1,352 

新株予約権の行使 
による増加高 

 ― 162 

自己株式処分差益  1 380 

株式交換による増加高  0 2,924 922 2,818

Ⅲ 資本剰余金減少高  0   0

Ⅳ 資本剰余金期末残高  57,543   60,361

     

（利益剰余金の部）    

Ⅰ 利益剰余金期首残高  181,387   218,506

Ⅱ 利益剰余金増加高    

１ 当期純利益  38,150 64,024 

２ 連結子会社の増加に 
伴う増加高 

 0 4 

３ 持分法適用会社の増加
に伴う増加高 

 216 150 

４ 土地再評価差額金 
取崩額 

 818 39,186 428 64,608

Ⅲ 利益剰余金減少高    

１ 配当金  1,920 6,365 

２ 役員賞与  146   157 

３ 持分法除外に伴う減少
高（△は増加高） 

 0 2,067 △4 6,517

Ⅳ 利益剰余金期末残高  218,506   276,597

     



④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

    
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益   65,615 102,319

減価償却費   30,817 39,915

減損損失   2,620 0

連結調整勘定償却額   2,672 3,346

貸倒引当金の増減額 
（△は減少額） 

  798 640

退職給付引当金の増減額 
（△は減少額） 

  △979 279

受取利息及び受取配当金   △4,658 △7,606

支払利息   4,350 4,948

為替差益又は差損（△は差益）   101 53

持分法による投資利益又は損失
（△は利益） 

  4 △906

有形・無形固定資産売却益   △764 △440

有形・無形固定資産処分損   3,556 1,484

投資有価証券売却益又は売却損 
（△は売却益） 

  △641 △263

売上債権の増減額（△は増加額）   △7,916 △57,169

たな卸資産の増減額 
（△は増加額） 

  △42,861 △45,097

仕入債務の増減額（△は減少額）   8,098 27,732

役員賞与   △146 △157

その他   6,813 27,448

小計   67,482 96,530

利息及び配当金の受取額   6,136 7,893

利息の支払額   △4,238 △5,179

法人税等の支払額   △25,980 △32,937

営業活動によるキャッシュ・フロー   43,400 66,307

 



    
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅱ 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   △805 △268

定期預金の払戻による収入   2,859 432

有形・無形固定資産の取得による
支出 

  △46,964 △72,182

有形・無形固定資産の売却による
収入 

  4,376 6,256

投資有価証券の取得による支出 ※３ △1,462 △2,836

投資有価証券の売却による収入   745 469

連結子会社株式の追加取得による
支出 

※１ △1,985 △2,732

長期貸付けによる支出   △93 △1,066

長期貸付金の回収による収入   164 153

その他   △1,156 △300

投資活動によるキャッシュ・フロー   △44,322 △72,074

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額 
（△は減少額） 

  18,582 23,350

長期借入れによる収入   443 2,943

長期借入金の返済による支出   △13,560 △9,297

社債の償還による支出   △0 △10,000

配当金の支払額   △1,920 △6,365

少数株主に対する配当金の支払額   △1,470 △962

自己株式の取得及び売却   △85 △25

資本金及び資本剰余金の増加額   137 326

財務活動によるキャッシュ・フロー   2,125 △31

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   672 3,820

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額又は減
少額 

  1,875 △1,978

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   35,193 38,921

Ⅶ 新規連結による現金及び現金同等物
の増加額 

  1,864 1,714

Ⅷ 連結除外による現金及び現金同等物
の減少額 

  △12 0

Ⅸ 現金及び現金同等物の期末残高 ※２ 38,921 38,657

    



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１ 連結の範囲に関する事項 

連結子会社     96社 

非連結子会社    26社 

 主要な連結子会社名は「第１ 企業の概況 ４ 

関係会社の状況」に記載しています。 

 海外子会社のうちYamaha Motor Vietnam Co.,  

Ltd.は重要性が増加したため、当連結会計年度より

連結の範囲に含めました。また、当連結会計年度に

設立したPT.Yamaha Motor Manufacturing West  

Java、TYM Marketing Co., Ltd.、Yamaha Motor  

Componente da Amazonia Ltda.、Yamaha Motor  

Consorcio Mexico, S.A. de C.V.の４社を連結の範

囲に含めました。 

 Yamaha Motor Components (Europe) s.r.l.などの

非連結子会社は、総資産、売上高、当期純損益及び

利益剰余金等を考慮した場合、全体としても連結財

務諸表に重要な影響を及ぼしていません。 

 なお、国内子会社の㈱ミント、海外子会社の 

Southwind Marine Products Pty. Ltd.の２社は清算

により、艾山電子股份有限公司はMoric Taiwan  

Co., Ltd.に吸収合併されたことにより、連結の範囲

から除外しました。また、従来連結の範囲に含めて

いたMotor Center Barcelona S.A.、Yamaha Motor  

del Peru S.A.、Yamaha Motor Selva del Peru S.A.

の３社は持分法適用会社へと異動しました。 

１ 連結の範囲に関する事項 

連結子会社      98社 

非連結子会社     28社 

 主要な連結子会社名は「第１ 企業の概況 ４ 

関係会社の状況」に記載しています。 

 海外子会社のうち上海雅馬哈建設摩托車銷售有限

公司（※１）は重要性が増加したため、当連結会計

年度より連結の範囲に含めました。また、当連結会

計年度において支配権を獲得したMoric（Thailand）

Ltd.、当連結会計年度に設立したYamaha Motor  

India Sales Pvt. Ltd.の２社を連結の範囲に含めま

した。 

 Yamaha Motor Components (Europe) s.r.l.などの

非連結子会社は、総資産、売上高、当期純損益及び

利益剰余金等を考慮した場合、全体としても連結財

務諸表に重要な影響を及ぼしていません。 

 なお、海外子会社の雅馬哈発動機（蘇州）有限公

司（※２）は清算により、連結の範囲から除外しま

した。 

  

※１ 上海雅馬哈建設摩托車銷售有限公司は、従来日

本名で上海ヤマハ建設モーターサイクル銷售有限

公司と表記していたものを、当連結会計年度より

中国名の表記に変更したものです。 

※２ 雅馬哈発動機（蘇州）有限公司は、従来日本名

でヤマハ発動機（蘇州）有限公司と表記していた

ものを、当連結会計年度より中国名の表記に変更

したものです。 

 



前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

２ 持分法の適用に関する事項 

持分法適用子会社  21社 

Yamaha Motor Components (Europe) s.r.l.、 

他20社 

２ 持分法の適用に関する事項 

持分法適用子会社   22社 

Yamaha Motor Components (Europe) s.r.l.、 

他21社 

持分法適用関連会社 30社 

重慶建設・ヤマハモーターサイクル有限公司 

他29社 

持分法適用関連会社 29社 

重慶建設・雅馬哈摩托車有限公司（※１） 

他28社 

 ヤマハ ニュートレコ アクアテック㈱、泉佐

野ウォーターフロント㈱、㈱葉山マリーナー、あ

まがさき健康の森㈱、上海ヤマハ建設モーターサ

イクル銷售有限公司、泰州ヤマハ動力有限公司の

６社は重要性が増加したため、当連結会計年度よ

り持分法の適用の範囲に含めました。また、当連

結会計年度において設立したYamaha Motor  

Racing s.r.l.、ヤマハ発動機R&D（上海）有限公

司、ヤマハ発動機採購（上海）有限公司の３社を

持分法の適用の範囲に含めました。 

 なお、Motor Center Barcelona S.A.、Yamaha  

Motor del Peru S.A.、Yamaha Motor Selva del  

Peru S.A.の３社を当連結会計年度より連結の範囲

から除外し、持分法の適用の範囲に含めました。 

 また、従来持分法適用会社であった㈱ヤマハマ

リン西九州は連結子会社が所有していた株式をす

べて第三者に売却したことで関係会社ではなくな

ったことにより、当連結会計年度より持分法の適

用の範囲から除きました。またYamaha Motor  

Vietnam Co., Ltd.は当連結会計年度より連結子会

社へと異動しました。 

 Yamaha Motor China Ltd.などの非連結子会社５

社及び海南科達雅游艇製造有限公司などの関連会

社６社については、連結純損益及び連結利益剰余

金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体として

も重要性がないため、これらの会社に対する投資

については持分法を適用せず、原価法によってい

ます。 

 西日本スカイテック㈱、㈱ティー・シー、福州

佳新創輝機電有限公司の３社は重要性が増加した

ため、当連結会計年度より持分法の適用の範囲に

含めました。 

 従来持分法適用会社であったスクレッティング

㈱（※２）は当社が所有していた株式をすべて売

却したことにより、また、Elm Design Europe  

S.A.は清算により、当連結会計年度より持分法の

適用の範囲から除きました。なお、上海雅馬哈建

設摩托車銷售有限公司（※３）は当連結会計年度

より連結子会社へと異動しました。  

 Yamaha Motor China Ltd.などの非連結子会社６

社及び海南科達雅游艇製造有限公司などの関連会

社６社については、連結純損益及び連結利益剰余

金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体として

も重要性がないため、これらの会社に対する投資

については持分法を適用せず、原価法によってい

ます。 

  

※１ 重慶建設・雅馬哈摩托車有限公司は、従来日本

名で重慶建設・ヤマハモーターサイクル有限公司

と表記していたものを、当連結会計年度より中国

名の表記に変更したものです。 

※２ スクレッティング㈱は、平成17年４月をもって

ヤマハ ニュートレコ アクアテック㈱が商号を

変更したものです。 

※３ 上海雅馬哈建設摩托車銷售有限公司は、従来日

本名で上海ヤマハ建設モーターサイクル銷售有限

公司と表記していたものを、当連結会計年度より

中国名の表記に変更したものです。 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

 すべての連結子会社の事業年度の末日は連結決算日

と一致しています。 

 なお、当連結会計年度における連結決算日の変更に

伴い、当社、ヤマハ発動機販売㈱等の国内子会社28社

及びYamaha Motor Corporation, U.S.A.等の海外子会

社17社は決算日を３月31日から12月31日に変更し、９

ヶ月決算としています。 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

 すべての連結子会社の事業年度の末日は連結決算日

と一致しています。 

  

 



前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

(イ）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 連結会計年度末日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定してい

ます。） 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

(イ）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

(ロ）デリバティブ 

 時価法 

(ハ）たな卸資産 

 主として総平均法による低価法 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

(イ）有形固定資産 

 主として定率法 

(ロ）無形固定資産 

 定額法 

 自社利用のソフトウェアについては、社内に

おける利用可能期間（５年）に基づく定額法を

採用しています。 

時価のないもの 

同左 

(ロ）デリバティブ 

同左 

(ハ）たな卸資産 

同左 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

(イ）有形固定資産 

同左 

(ロ）無形固定資産 

同左 

(3）重要な引当金の計上基準 

(イ）貸倒引当金 

 売掛金、貸付金その他これらに準ずる債権を適

正に評価するため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債権について

は、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額

を計上しています。 

(3）重要な引当金の計上基準 

(イ）貸倒引当金 

同左 

(ロ）賞与引当金 

 従業員及び使用人兼務取締役に対して支給する

賞与に充てるため、支給見込額に基づき計上して

います。 

（追加情報） 

 当社は、将来の支給見込額に対応する連結会計

年度末時点までの負担分を賞与引当金として計上

しています。従来と同様、将来の賞与支給見込額

に対応する連結会計年度末時点までの負担分を計

上していますが、決算期を変更したことにより、

支給見込額と支給見込額のうち連結会計年度末ま

でに負担すべき金額とに差額が生じています。 

(ロ）賞与引当金 

 従業員及び使用人兼務取締役に対して支給する

賞与に充てるため、支給見込額に基づき計上して

います。 

 



前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

(ハ）製品保証引当金 

 販売済製品の保証期間中のアフターサービス費

用、その他販売済製品の品質問題に対処する費用

に充てるため、発生額を個別に見積ることができ

る費用については当該費用を、その他については

保証期間に基づいて売上高に経験率（アフターサ

ービス費用／売上高）を乗じて計算した額を計上

しています。 

(ハ）製品保証引当金 

同左 

(ニ）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年

度末における退職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上しています。 

 過去勤務債務については、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として

10年）による定額法により費用処理しています。 

 数理計算上の差異については、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主と

して10年）による定額法により翌連結会計年度か

ら費用処理しています。 

(ニ）退職給付引当金 

同左 

(ホ）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に

よる必要額を計上しています。 

(ホ）役員退職慰労引当金 

同左 

(ヘ）製造物賠償責任引当金 

 製造物賠償責任保険で補填されない損害賠償金

の支払に備えるため、過去の実績を基礎に支払見

積額を計上しています。 

(ヘ）製造物賠償責任引当金 

同左 

(ト）二輪車リサイクル引当金 

 二輪車のリサイクル費用に充てるため、販売実

績に基づいてリサイクル費用見込額を計上してい

ます。 

(ト）二輪車リサイクル引当金 

 二輪車のリサイクル費用に充てるため、販売実

績に基づいてリサイクル費用見込額を計上してい

ます。 

（追加情報） 

 当社は、二輪車リサイクルの自主取り組みを平

成16年10月１日から開始することを決定したこと

に伴い、販売済の二輪車のリサイクル費用を見積

り、新たに二輪車リサイクル引当金として固定負

債に計上しています。 

 

(4）重要なリース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引について

は、主として通常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっています。 

(4）重要なリース取引の処理方法 

同左 

 



前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

(5）重要なヘッジ会計の方法 

(イ）ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用しています。なお、為替

予約については振当処理の要件を満たしている場

合は振当処理を、金利スワップについては特例処

理の要件を満たしている場合は特例処理を採用し

ています。 

(5）重要なヘッジ会計の方法 

(イ）ヘッジ会計の方法 

同左 

(ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象 

 当グループは、外貨建金銭債権債務に対しては

先物為替予約取引及び通貨オプション取引、長期

借入金の支払利息に対しては金利スワップ取引を

行っています。 

(ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

(ハ）ヘッジ方針 

 営業活動及び財務活動により発生する為替レー

ト及び金利変動リスクをヘッジすることを目的と

し、原則として債権債務の範囲内で取引を行って

います。また、取引の信用リスクを低減するため

に、国際的な優良金融機関と取引を行うととも

に、先物為替予約取引及び通貨オプション取引に

関しては「為替予約規則」を設けています。 

(ハ）ヘッジ方針 

同左 

(ニ）ヘッジの有効性評価の方法 

 当グループが行っているヘッジ対象とヘッジ手

段とは、密接な経済的相関関係を有しています

が、定期的に所定の方法で有効性評価を実施して

います。 

(ニ）ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

(6）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式に

よっています。 

(6）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価については、全面

時価評価法を採用しています。 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

同左 

６ 連結調整勘定の償却に関する事項 

 連結調整勘定の償却については、その全額を発生時

の損益として処理しています。 

６ 連結調整勘定の償却に関する事項 

同左 

７ 利益処分項目等の取扱いに関する事項 

 連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分または損

失処理について、連結会計年度中に確定した利益処分

または損失処理に基づいて作成しています。 

７ 利益処分項目等の取扱いに関する事項 

同左 

８ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金

及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投資からなっています。 

８ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

同左 



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

表示方法の変更 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に

係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会

平成14年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第６号 平成

15年10月31日）が平成16年３月31日に終了する連結会計

年度に係る連結財務諸表から適用できることになったこ

とに伴い、当連結会計年度から同会計基準及び同適用指

針を適用しています。これにより税金等調整前当期純利

益は2,620百万円減少しています。 

 なお、減損損失累計額については、連結財務諸表規則

に基づき各資産の金額から直接控除しています。 

  

  

  

  

  

― 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

 ― 

（連結貸借対照表） 

 前連結会計年度において投資その他の資産の「その

他」に含めて表示していた「長期貸付金」は、資産の総

額の100分の１を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前連結会計年度末の「長期貸付金」は2,754百

万円です。 

  

（連結損益計算書） 

 前連結会計年度において営業外費用の「その他」に含

めて表示していた「販売金融関連費用」及び「販売金融

資産評価差損」は、それぞれ営業外費用の総額の100分

の10を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前連結会計年度の「販売金融関連費用」は

1,187百万円、「販売金融資産評価差損」は933百万円で

す。 

  

（連結剰余金計算書） 

 前連結会計年度において資本剰余金増加高の「転換社

債の転換」に含めて表示していた「新株予約権の行使に

よる増加高」は、金額的重要性が増したため区分掲記し

ました。 

 なお、前連結会計年度の「転換社債の転換」に含まれ

ている「新株予約権の行使による増加高」は68百万円で

す。 



注記事項 

連結貸借対照表関係 

前連結会計年度 
（平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（平成17年12月31日） 

※１ 有形固定資産より控除した減価償却累計額は

416,533百万円です。 

※１ 有形固定資産より控除した減価償却累計額は

443,455百万円です。 

※２ 担保資産 

 担保に供している資産は次のとおりです。 

※２ 担保資産 

 担保に供している資産は次のとおりです。 

受取手形及び売掛金 12,607百万円

たな卸資産 2,876 

建物及び構築物 2,057 

機械装置及び運搬具 5,091 

土地 450 

計 23,084 

受取手形及び売掛金 15,643百万円

たな卸資産 2,174 

建物及び構築物 1,474 

機械装置及び運搬具 1,584 

土地 179 

計 21,055 

 担保付債務は次のとおりです。  担保付債務は次のとおりです。 

短期借入金 14,805百万円

１年以内に返済の長期借入金 3 

固定負債のその他 567 

計 15,377 

短期借入金 18,517百万円

１年以内に返済の長期借入金 82 

長期借入金 730 

固定負債のその他 556 

計 19,887 

※３ 土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律

（平成11年３月31日公布法律第24号）に基づき、事

業用土地の再評価を行い、評価差額については、当

該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延

税金負債」として負債の部に計上し、これを控除し

た金額を「土地再評価差額金」として資本の部に計

上しています。 

・再評価実施日     平成12年３月31日 

・再評価の方法 

 土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３

月31日公布政令第119号）第２条第４号に定める

「地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の

計算の基礎となる土地の価額を算定するために国

税庁長官が定めて公表した方法により算定した価

額」に、合理的な調整を行って算定しています。 

※３ 土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律

（平成11年３月31日公布法律第24号）に基づき、事

業用土地の再評価を行い、評価差額については、当

該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延

税金負債」として負債の部に計上し、これを控除し

た金額を「土地再評価差額金」として資本の部に計

上しています。 

・再評価実施日    同左 

・再評価の方法 

同左 

・再評価を行った事業用土地の当連結会計年度末に

おける時価の合計額 

 当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額

を16,073百万円下回っています。 

・再評価を行った事業用土地の当連結会計年度末に

おける時価の合計額 

 当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額

を20,992百万円下回っています。 

 



前連結会計年度 
（平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（平成17年12月31日） 

 ４ 偶発債務は次のとおりです。 

 下記の会社の金融機関借入金に関して保証等を行

っています。 

 ４ 偶発債務は次のとおりです。 

 下記の会社の金融機関借入金に関して保証等を行

っています。 

〔関係会社〕   

ヤマハ ニュートレコ 

アクアテック㈱ 
685百万円

小名浜マリーナ㈱ 38 

〔その他〕   

㈱マリーナ河芸 77 

㈱エンルムマリーナ室蘭 148 

計 949 

〔関係会社〕   

小名浜マリーナ㈱ 22百万円

福州佳新創輝機電有限公司 93 

〔その他〕   

㈱マリーナ河芸 67 

㈱エンルムマリーナ室蘭 123 

計 307 

 上記の金額には保証類似行為によるものが115百万

円含まれています。 

 上記の金額には保証類似行為によるものが90百万

円含まれています。 

 ５ 受取手形割引高は1,422百万円です。  ５ 受取手形割引高は1,748百万円です。 

※６ 非連結子会社及び関連会社に対する投資有価証券

及び出資金は、次のとおりです。 

※６ 非連結子会社及び関連会社に対する投資有価証券

及び出資金は、次のとおりです。 

投資有価証券（株式） 16,565百万円

出資金 302 

投資有価証券（株式） 21,839百万円

出資金 328 

※７ 当社の発行済株式総数は、普通株式281,783,475株

です。 

※７ 当社の発行済株式総数は、普通株式285,738,148株

です。 

※８ 当社及び持分法適用関連会社が保有する自己株式

の数は、普通株式399,689株です。 

※８ 当社及び持分法適用関連会社が保有する自己株式

の数は、普通株式112,174株です。 

※９ 連結会計年度末日満期手形の会計処理について

は、手形交換日をもって決済処理しています。な

お、当連結会計年度の末日は金融機関の休業日であ

ったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会

計年度末残高に含まれています。 

※９ 連結会計年度末日満期手形の会計処理について

は、手形交換日をもって決済処理しています。な

お、当連結会計年度の末日は金融機関の休業日であ

ったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会

計年度末残高に含まれています。 

受取手形 790百万円

支払手形 1,020 

受取手形 1,198百万円

支払手形 1,127 



連結損益計算書関係 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち、主なものは次のと

おりです。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち、主なものは次のと

おりです。 

広告宣伝費 21,177百万円

運送費 20,904 

製品保証引当金繰入額 9,855 

製造物賠償責任引当金繰入額 494 

二輪車リサイクル引当金繰入額 762 

貸倒引当金繰入額 1,352 

諸給与 51,358 

賞与引当金繰入額 3,482 

退職給付引当金繰入額 3,476 

役員退職慰労引当金繰入額 66 

広告宣伝費 

販売促進費 

29,703百万円

27,799 

運送費 29,356 

製品保証引当金繰入額 14,428 

二輪車リサイクル引当金繰入額 81 

貸倒引当金繰入額 1,732 

諸給与 68,012 

賞与引当金繰入額 3,224 

退職給付引当金繰入額 3,752 

役員退職慰労引当金繰入額 49 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は次のとおりです。 

51,349百万円 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は次のとおりです。 

71,616百万円  

※３ 固定資産売却益の内訳は、次のとおりです。 ※３ 固定資産売却益の内訳は、次のとおりです。 

１）建物及び構築物 44百万円

２）機械装置及び運搬具 323 

３）土地 283 

４）その他 112 

計 764 

１）建物及び構築物 99百万円

２）機械装置及び運搬具 168 

３）土地 124 

４）その他 47 

計 440 

※４ 固定資産処分損の内訳は、次のとおりです。 ※４ 固定資産処分損の内訳は、次のとおりです。 

１）建物及び構築物 1,233百万円

２）機械装置及び運搬具 1,436 

３）土地 496 

４）その他 389 

計 3,556 

１）建物及び構築物 378百万円

２）機械装置及び運搬具 710 

３）土地 102 

４）その他 293 

計 1,484 

 なお、上記固定資産処分損には、固定資産売却損

が1,767百万円含まれています。その内訳は、次のと

おりです。 

 なお、上記固定資産処分損には、固定資産売却損

が287百万円含まれています。その内訳は、次のとお

りです。 

１）建物及び構築物 279百万円

２）機械装置及び運搬具 950 

３）土地 488 

４）その他 49 

計 1,767 

１）建物及び構築物 23百万円

２）機械装置及び運搬具 117 

３）土地 102 

４）その他 43 

計 287 

 



前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

※５ 減損損失 

(1）減損損失を認識した資産グループの概要 

 

用途 場所 
減損損失 

種類・金額（百万円） 

遊休資産 
長崎県 
大村市 
他計９件 

建物及び構築物 229 

土地 2,384 

その他 6 

計 2,620 

  

  

  

  

  

  

  

  

 ― 

(2）資産のグルーピングの方法 

 事業区分をもとに他の資産グループから概ね独立

したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位でグ

ルーピングを行っています。 

 

(3）減損損失の認識に至った経緯 

 事業の用に供していない遊休資産グループのう

ち、市場価格が帳簿価額に対して著しく下落した資

産について減損損失を認識しました。 

 

(4）回収可能価額の算定 

 遊休資産グループの回収可能価額は、正味売却価

額により測定しており、主に不動産鑑定評価または

それに準ずる方法により評価しています。 

 



連結キャッシュ・フロー計算書関係 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

※１ 連結子会社の株式を少数株主から購入したもので

す。 

※１          同左 

※２ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

※２ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 37,194百万円

預入期間が３ヶ月を超える 

定期預金 
△523 

その他流動資産 2,249 

現金及び現金同等物 38,921 

現金及び預金勘定 38,809百万円

預入期間が３ヶ月を超える 

定期預金 
△547 

その他流動資産 395 

現金及び現金同等物 38,657 

  ― 

※３ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社

の資産及び負債の主な内訳 

 株式の取得により、新たにMoric (Thailand) Ltd. 

を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の

内訳並びにMoric (Thailand) Ltd.株式の取得価額と

Moric (Thailand) Ltd.取得のための支出（純額）と

の関係は次のとおりです。 

流動資産 748百万円

固定資産 153 

連結調整勘定 239 

流動負債 △766 

少数株主持分 △11 

Moric (Thailand) Ltd.株式の 

取得価額 
364 

Moric (Thailand) Ltd.の 

現金及び現金同等物 
△84 

差引：Moric (Thailand) Ltd. 

取得に伴う支出 
280 

 ４ 重要な非資金取引の内容  ４ 重要な非資金取引の内容 

転換社債の転換による 

資本金増加額 
2,855百万円

転換社債の転換による 

資本剰余金増加額 
2,855 

転換による転換社債減少額 5,710 

転換社債の転換による 

資本金増加額 
1,352百万円

転換社債の転換による 

資本剰余金増加額 
1,352 

転換による転換社債減少額 2,705 



リース取引関係 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１ リース物件の所有権が、借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

１ リース物件の所有権が、借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

  
取得価額
相当額 

減価償却
累計額相
当額 

期末残高
相当額 

その他 
（工具、器具 
 及び備品等） 

百万円 
9,443 

百万円 
4,977 

百万円 
4,465 

取得価額
相当額 

減価償却
累計額相
当額 

期末残高
相当額 

その他 
（工具、器具 
 及び備品等） 

百万円 
8,965 

百万円 
5,441 

百万円 
3,524 

 なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算定しています。 

同左 

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 

１年内 1,571百万円

１年超 2,894 

合計 4,465 

１年内 1,438百万円

１年超 2,086 

合計 3,524 

 なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法により算定し

ています。 

同左 

(3）支払リース料等 (3）支払リース料等 

支払リース料 1,454百万円

減価償却費相当額 1,454 

支払リース料 1,639百万円

減価償却費相当額 1,639 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっています。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 875百万円

１年超 1,159 

合計 2,035 

１年内 1,326百万円

１年超 1,546 

合計 2,872 



有価証券関係 

（前連結会計年度）（平成16年12月31日） 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの（平成16年12月31日） 

 （注） 当連結会計年度において、有価証券について424百万円（その他有価証券で時価のない株式について215百万

円、子会社株式及び関連会社株式について208百万円）減損処理を行っています。 

なお、減損処理にあたっては、連結会計年度末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には、原

則として減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額につ

いて減損処理を行っています。 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成16年４月１日 至 平成16年12月31日） 

３ 時価のない主な有価証券の内容（平成16年12月31日） 

  （単位：百万円）

  種類 取得原価 
連結貸借対照表 
計上額 

差額 

連結貸借対照表

計上額が取得原

価を超えるもの 

(1）株式 2,114 6,673 4,558 

(2）債券       

１）国債・地方債等 0 0 0 

２）社債 0 0 0 

３）その他 0 0 0 

(3）その他 0 0 0 

小計 2,114 6,673 4,558 

連結貸借対照表

計上額が取得原

価を超えないも

の 

(1）株式 2,531 2,136 △394 

(2）債券       

１）国債・地方債等 0 0 0 

２）社債 0 0 0 

３）その他 0 0 0 

(3）その他 0 0 0 

小計 2,531 2,136 △394 

合計 4,645 8,809 4,164 

  （単位：百万円）

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額 

683 645 4 

  （単位：百万円）

  連結貸借対照表計上額 

その他有価証券   

非上場株式（店頭売買株式を除く） 1,919 

その他 0 



４ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額(平成16年12月31日) 

（当連結会計年度）（平成17年12月31日） 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの（平成17年12月31日） 

 （注） 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のない株式について19百万円減損処理を行っています。 

なお、減損処理にあたっては、連結会計年度末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には、原

則として減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額につ

いて減損処理を行っています。 

  （単位：百万円）

  １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超 

(1）債券         

１）国債・地方債等 0 0 0 0 

２）社債 0 0 0 0 

３）その他 0 0 0 0 

(2）その他 0 0 0 0 

合計 0 0 0 0 

  （単位：百万円）

  種類 取得原価 
連結貸借対照表 
計上額 

差額 

連結貸借対照表

計上額が取得原

価を超えるもの 

(1）株式 4,808 14,680 9,872 

(2）債券       

１）国債・地方債等 0 0 0 

２）社債 0 0 0 

３）その他 0 0 0 

(3）その他 0 0 0 

小計 4,808 14,680 9,872 

連結貸借対照表

計上額が取得原

価を超えないも

の 

(1）株式 0 0 0 

(2）債券       

１）国債・地方債等 0 0 0 

２）社債 0 0 0 

３）その他 0 0 0 

(3）その他 0 0 0 

小計 0 0 0 

合計 4,808 14,680 9,872 



２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日） 

３ 時価のない主な有価証券の内容（平成17年12月31日） 

  （単位：百万円）

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額 

15 3 0 

  （単位：百万円）

  連結貸借対照表計上額 

その他有価証券   

非上場株式 1,909 

その他 0 



デリバティブ取引関係 

１ 取引の状況に関する事項 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

(1）取引の内容 

 当グループが行っているデリバティブ取引は、先物

為替予約取引、通貨オプション取引及び、金利スワッ

プ取引です。 

(1）取引の内容 

同左 

(2）取引に対する取組方針、利用目的等 

 当グループは、原則として債権債務及び借入金の範

囲内でデリバティブ取引を行っています。 

 デリバティブ取引への取組みは、営業活動及び財務

活動により発生する為替レート及び金利の変動リスク

をヘッジすることを目的としています。具体的には、

外貨建売上高の回収額が為替レートの変動により大き

な影響を受けることを回避するために、先物為替予約

取引及び通貨オプション取引を利用しています。ま

た、変動金利で調達した長期借入金の支払利息の一部

を固定化したり、固定金利で調達した長期借入金の支

払利息の一部を変動金利にするために、金利スワップ

取引を利用しています。 

 なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行

っています。 

(2）取引に対する取組方針、利用目的等 

同左 

ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用しています。 

ヘッジ手段とヘッジ対象 

 外貨建金銭債権債務に対しては先物為替予約取引

及び通貨オプション取引、長期借入金の支払利息に

対しては金利スワップ取引を行っています。 

  

  

ヘッジ方針 

 営業活動及び財務活動により発生する為替レート

及び金利変動リスクをヘッジすることを目的とし、

原則として債権債務の範囲内で取引を行っていま

す。また、取引の信用リスクを低減するために、国

際的な優良金融機関と取引を行うとともに、先物為

替予約取引及び通貨オプション取引に関しては「為

替予約規則」を設けています。 

  

  

ヘッジの有効性評価の方法 

 当グループが行っているヘッジ対象とヘッジ手段

とは、密接な経済的相関関係を有していますが、定

期的に所定の方法で有効性評価を実施しています。 

  

  

(3）取引に係るリスク 

 当グループはデリバティブ取引の信用リスクを低減

するために、国際的な優良金融機関と取引を行ってい

ます。 

(3）取引に係るリスク 

同左 

 



２ 取引の時価等に関する事項 

（前連結会計年度末）（平成16年12月31日） 

 （注）１ 時価の算定方法 

取引先金融機関から提示された価格により算定しています。 

２ ヘッジ会計が適用されているものについては、記載対象から除いています。 

（当連結会計年度末）（平成17年12月31日） 

 （注）１ 時価の算定方法 

前連結会計年度に同じ。 

２ ヘッジ会計が適用されているものについては、記載対象から除いています。 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

(4）リスク管理体制 

 先物為替予約取引及び通貨オプション取引に関して

は、「為替予約規則」を設けており、外貨建債権につ

いて為替相場変動のリスクをヘッジするための為替予

約の平準化をはかるとともに、急激な為替相場の変動

に対応する機動性を確保しています。また、定期的に

各取引金融機関との予約残高確認を行っています。 

 金利スワップ取引に関しては、取引金融機関別に金

利の受払額及び決済日を管理しています。また、定期

的に取引金融機関との取引内容確認を行っています。 

 これらのデリバティブ取引については、各社の財務

担当部門において、その全てを管理しています。 

(4）リスク管理体制 

同左 

種類 
契約額等 
（百万円） 

契約額等の 
うち１年超 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

評価損益 
（百万円） 

市場取引以外

の取引 

金利スワップ取引         

受取固定・支払変動 3,000 3,000 183 183 

受取変動・支払固定 3,000 3,000 △102 △102 

合計 6,000 6,000 81 81 

種類 
契約額等 
（百万円） 

契約額等の 
うち１年超 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

評価損益 
（百万円） 

市場取引以外

の取引 

金利スワップ取引         

受取固定・支払変動 3,000 0 92 92 

受取変動・支払固定 3,000 0 △52 △52 

合計 6,000 0 40 40 



退職給付関係 

前連結会計年度 

１ 採用している退職給付制度の概要 

 当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度として企業年金基金制度、適格退職年金制度及び退職一時

金制度を設けています。一部の在外連結子会社は、確定給付型制度の他、確定拠出型制度を設けています。

 また、当社及び一部の国内連結子会社は、平成17年２月より、従来の確定給付年金制度を改定し、キャッ

シュバランスプランを導入しました。 

２ 退職給付債務に関する事項（平成16年12月31日） 

 （注）１ 一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しています。 

３ 退職給付費用に関する事項（自 平成16年４月１日 至 平成16年12月31日） 

 （注）１ 上記退職給付費用以外に、臨時に計上した割増金等1,729百万円を営業外費用の「早期退職制度費用」

に計上しています。 

２ 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、(1）勤務費用に計上しています。 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

    金額（百万円） 

(1）退職給付債務 △139,849 

(2）年金資産 86,302 

(3）未積立退職給付債務 (1)＋(2) △53,547 

(4）未認識数理計算上の差異 20,493 

(5）未認識過去勤務債務 1,481 

(6）連結貸借対照表計上額純額 (3)＋(4)＋(5) △31,572 

(7）前払年金費用 16 

(8）退職給付引当金 (6)－(7) △31,589 

    金額（百万円） 

(1）勤務費用 5,275 

(2）利息費用 2,288 

(3）期待運用収益（減額） △1,699 

(4）数理計算上の差異の費用処理額 2,851 

(5）過去勤務債務の費用処理額 149 

(6）退職給付費用 (1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(5) 8,865 

(1）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

(2）割引率 主として2.0％ 

(3）期待運用収益率 主として3.0％ 

(4）過去勤務債務の額の処理年数 主として10年 

（発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年 

 数による定額法） 

(5）数理計算上の差異の処理年数 主として10年 

（発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年 

 数による定額法により、翌連結会計年度から費用 

 処理） 



当連結会計年度 

１ 採用している退職給付制度の概要 

 当社及び一部の国内連結子会社は、キャッシュバランス型の企業年金基金制度及び退職一時金制度、一部

の国内連結子会社は、確定給付型の制度として企業年金基金制度、適格退職年金制度及び退職一時金制度を

設けています。 

 また、一部の在外連結子会社は、確定給付型制度の他、確定拠出型制度を設けています。 

 なお、当社及び一部の国内連結子会社のキャッシュバランス型の企業年金制度は、平成17年２月に、それ

までの確定給付年金制度を改定して導入したものです。 

２ 退職給付債務に関する事項（平成17年12月31日） 

 （注） 一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しています。 

３ 退職給付費用に関する事項（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日） 

 （注）１ 上記退職給付費用以外に、臨時に計上した割増金等1,214百万円を営業外費用の「早期退職制度費用」

に計上しています。 

２ 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、(1）勤務費用に計上しています。 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

    金額（百万円） 

(1）退職給付債務 △141,806 

(2）年金資産 102,133 

(3）未積立退職給付債務 (1)＋(2) △39,672 

(4）未認識数理計算上の差異 9,505 

(5）未認識過去勤務債務 △2,013 

(6）連結貸借対照表計上額純額 (3)＋(4)＋(5) △32,179 

(7）前払年金費用 27 

(8）退職給付引当金 (6)－(7) △32,207 

    金額（百万円） 

(1）勤務費用 5,690 

(2）利息費用 3,066 

(3）期待運用収益（減額） △2,279 

(4）数理計算上の差異の費用処理額 3,774 

(5）過去勤務債務の費用処理額 △129 

(6）退職給付費用 (1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(5) 10,122 

(1）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

(2）割引率 主として2.0％ 

(3）期待運用収益率 主として2.5％ 

(4）過去勤務債務の額の処理年数 主として10年 

（発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年 

 数による定額法） 

(5）数理計算上の差異の処理年数 主として10年 

（発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年 

 数による定額法により、翌連結会計年度から費用 

 処理） 



税効果会計関係 

前連結会計年度 
（平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（平成17年12月31日） 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産  

退職給付引当金 10,621百万円

未払金・未払費用 8,489 

減価償却超過額 8,080 

製品保証引当金 6,505 

賞与引当金 3,130 

未実現利益 2,565 

たな卸資産評価損 2,393 

貸倒引当金 1,733 

固定資産減損損失 901 

有価証券評価損 728 

その他 8,829 

繰延税金資産小計 53,978 

評価性引当額・有価証券評価損・ 

固定資産減損損失 
△3,951 

繰延税金資産合計 50,027 

繰延税金資産  

未払金・未払費用 12,198百万円

退職給付引当金 11,050 

減価償却超過額 8,567 

製品保証引当金 7,991 

たな卸資産評価損 3,408 

未実現利益 2,983 

賞与引当金 2,756 

貸倒引当金 954 

有価証券評価損 884 

固定資産減損損失 351 

その他 9,727 

繰延税金資産小計 60,875 

評価性引当額 △3,631 

繰延税金資産合計 57,244 

繰延税金負債  

減価償却費 △5,454百万円

その他有価証券評価差額金 △1,647 

圧縮記帳積立金 △207 

特別償却準備金 △70 

その他 △2,647 

繰延税金負債合計 △10,026 

    

繰延税金負債  

減価償却費 △6,028百万円

その他有価証券評価差額金 △3,917 

圧縮記帳積立金 △207 

特別償却準備金 △54 

その他 △4,479 

繰延税金負債合計 △14,687 

    

繰延税金資産の純額 

繰延税金負債の純額 

45,779 

△5,778 

繰延税金資産の純額 

繰延税金負債の純額 

48,684 

△6,126 

    

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 39.7％ 

（調整）  

持分法投資損益 0.0 

連結子会社当期純損失 2.3 

評価性引当額・有価証券評価

損・固定資産減損損失 
3.2 

連結財務諸表提出会社における 

外国間接税等の税額控除 
△8.9 

一時差異でない申告調整等 △1.7 

税効果会計適用後の法人税等の 

負担率 
34.6 

法定実効税率 39.7％ 

（調整）  

持分法投資損益 △0.4 

連結子会社当期純損失 2.3 

評価性引当額 △0.3 

連結財務諸表提出会社における 

外国間接税等の税額控除 
△3.5 

一時差異でない申告調整等 △4.8 

税効果会計適用後の法人税等の 

負担率 
33.0 

    



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成16年12月31日） 

 （注）１ 事業区分の方法 

事業区分は、製品の種類及び販売市場等の類似性に基づいています。 

２ 各事業区分に属する主要な製品の名称 

３ 営業費用は全て各セグメントに賦課しており、配賦不能営業費用はありません。 

４ 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より固定資産

の減損に係る会計基準及び同適用指針を適用しています。この変更による各セグメントへの影響は軽微で

す。 

５ 従来、複数の事業に係る中間部品を製造する事業のセグメント情報については、最終製品に対する関与割合

で各セグメントに按分していましたが、当社の業績管理の手法を各事業に属する最終製品の持つ収益性、成

長性をより重視するよう変更したことに伴い、当連結会計年度より、事業区分をより適切に開示するため

に、各事業に属する製品製造のために中間部品を製造する事業をその他の事業に含めることに変更しまし

た。 

  
二輪車事業 
（百万円） 

マリン事業 
（百万円） 

特機事業 
（百万円） 

その他の事業
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益               

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高 580,810 177,877 163,249 90,038 1,011,976 ― 1,011,976 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
0 0 0 65,948 65,948 (65,948) ― 

計 580,810 177,877 163,249 155,987 1,077,925 (65,948) 1,011,976 

営業費用 558,941 163,872 140,486 144,485 1,007,787 (65,948) 941,838 

営業利益 21,868 14,004 22,762 11,501 70,137 0 70,137 

Ⅱ 資産、減価償却費及び 

資本的支出 
              

資産 426,023 138,804 110,837 92,062 767,727 ― 767,727 

減価償却費 18,486 5,217 3,349 3,763 30,817 ― 30,817 

資本的支出 27,420 7,337 4,285 6,688 45,731 ― 45,731 

事業区分 主要な製品 

二輪車 二輪車、海外生産用部品 

マリン 船外機、ウォータービークル、ボート、プール、漁船・和船、ディーゼルエンジン 

特機 
バギー車、サイド・バイ・サイド・ビークル、スノーモビル、ゴルフカー、発電機、除

雪機、汎用エンジン 

その他 
サーフェスマウンター、産業用ロボット、自動車用エンジン、自動車用コンポーネン

ト、自転車、産業用無人ヘリコプター、車椅子、中間部品 



当連結会計年度（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日） 

 （注）１ 事業区分の方法 

前連結会計年度に同じ 

２ 各事業区分に属する主要な製品の名称 

３ 営業費用は全て各セグメントに賦課しており、配賦不能営業費用はありません。 

  
二輪車事業 
（百万円） 

マリン事業 
（百万円） 

特機事業 
（百万円） 

その他の事業
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益               

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高 759,775 249,844 227,159 138,469 1,375,249 ― 1,375,249 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
0 0 0 108,697 108,697 (108,697) ― 

計 759,775 249,844 227,159 247,167 1,483,946 (108,697) 1,375,249 

営業費用 726,594 225,115 200,287 228,608 1,380,605 (108,697) 1,271,907 

営業利益 33,181 24,729 26,871 18,559 103,341 0 103,341 

Ⅱ 資産、減価償却費及び 

資本的支出 
              

資産 534,697 169,938 146,269 107,571 958,476 ― 958,476 

減価償却費 22,617 6,776 4,578 5,942 39,915 ― 39,915 

資本的支出 49,457 10,365 5,728 11,222 76,774 ― 76,774 

事業区分 主要な製品 

二輪車 二輪車、海外生産用部品 

マリン 船外機、ウォータービークル、ボート、プール、漁船・和船、ディーゼルエンジン 

特機 
バギー車、サイド・バイ・サイド・ビークル、スノーモビル、ゴルフカー、発電機、除

雪機、汎用エンジン 

その他 
サーフェスマウンター、産業用ロボット、自動車用エンジン、自動車用コンポーネン

ト、自転車、産業用無人ヘリコプター、車椅子、中間部品 



【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成16年12月31日） 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1）北米………米国、カナダ 

(2）欧州………オランダ、フランス、イタリア、スペイン 

(3）アジア……インドネシア、台湾、タイ、ベトナム、インド、中国、シンガポール 

(4）その他……オーストラリア、ブラジル、コロンビア、メキシコ 

３ 営業費用は全て各セグメントに賦課しており、配賦不能営業費用はありません。 

当連結会計年度（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日） 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1）北米………米国、カナダ 

(2）欧州………オランダ、フランス、イタリア、スペイン 

(3）アジア……インドネシア、台湾、タイ、シンガポール、ベトナム、中国、インド 

(4）その他……ブラジル、オーストラリア、コロンビア、メキシコ 

３ 営業費用は全て各セグメントに賦課しており、配賦不能営業費用はありません。 

  
日本 

（百万円） 
北米 

（百万円） 
欧州 

（百万円） 
アジア 
（百万円） 

その他 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全
社(百万円) 

連結 
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益                 

売上高                 

(1）外部顧客に対する売

上高 
192,898 271,426 273,530 217,166 56,953 1,011,976 ― 1,011,976 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
346,782 14,008 2,433 28,925 4,373 396,523 (396,523) ― 

計 539,681 285,435 275,963 246,091 61,326 1,408,499 (396,523) 1,011,976 

営業費用 520,921 270,751 255,379 226,323 59,047 1,332,423 (390,584) 941,838 

営業利益 18,759 14,684 20,584 19,768 2,279 76,076 (5,938) 70,137 

Ⅱ 資産 504,785 140,986 153,958 123,038 39,260 962,029 (194,301) 767,727 

  
日本 

（百万円） 
北米 

（百万円） 
欧州 

（百万円） 
アジア 
（百万円） 

その他 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全
社(百万円) 

連結 
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益                 

売上高                 

(1）外部顧客に対する売

上高 
293,203 420,552 281,104 290,887 89,500 1,375,249 ― 1,375,249 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
514,087 23,081 5,539 35,394 6,333 584,435 (584,435) ― 

計 807,290 443,634 286,644 326,282 95,833 1,959,684 (584,435) 1,375,249 

営業費用 773,821 419,551 268,933 301,087 89,437 1,852,830 (580,923) 1,271,907 

営業利益 33,469 24,082 17,710 25,195 6,395 106,854 (3,512) 103,341 

Ⅱ 資産 522,077 211,650 165,506 166,560 84,911 1,150,706 (192,229) 958,476 



【海外売上高】 

前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成16年12月31日） 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1）北米………米国、カナダ 

(2）欧州………ドイツ、フランス、イタリア 

(3）アジア……インドネシア、台湾、タイ、インド、ベトナム、中国 

(4）その他……オーストラリア、ブラジル、南アフリカ 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高です。 

当連結会計年度（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日） 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1）北米………米国、カナダ 

(2）欧州………イタリア、フランス、スペイン、ドイツ 

(3）アジア……インドネシア、台湾、タイ、ベトナム、中国、インド 

(4）その他……ブラジル、オーストラリア、南アフリカ 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高です。 

  北米 欧州 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 279,017 282,020 250,131 83,862 895,032 

Ⅱ 連結売上高（百万円）         1,011,976 

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
27.6 27.9 24.7 8.2 88.4 

  北米 欧州 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 436,177 298,076 328,989 128,127 1,191,371 

Ⅱ 連結売上高（百万円）         1,375,249 

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
 31.7  21.7  23.9  9.3  86.6 



【関連当事者との取引】 

前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成16年12月31日） 

 記載すべき事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日） 

 記載すべき事項はありません。 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１株当たり純資産額 1,043円38銭

１株当たり当期純利益 136円93銭

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益 
133円20銭

１株当たり純資産額 1,343円34銭

１株当たり当期純利益 224円42銭

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益 
223円39銭

  
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１株当たり当期純利益     

 当期純利益（百万円） 38,150 64,024 

 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳（百万円）     

 利益処分による役員賞与金 171 202 

 普通株主に帰属しない金額（百万円） 171 202 

 普通株式に係る当期純利益（百万円） 37,979 63,821 

 普通株式の期中平均株式数（千株） 277,367 284,388 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益     

当期純利益調整額（百万円） 0 0 

 普通株式増加数（千株） 7,762 1,303 

 （うち転換社債（千株））  (7,575)  (1,103) 

 （うち新株予約権（千株））  (187)  (200) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概

要 

新株予約権１種類（新株予約

権の数2,980個）。この概要

は、「第４ 提出会社の状況

１ 株式等の状況 (2）新株

予約権等の状況」に記載のと

おりです。 

─ 



⑤【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

 （注）１ （ ）内書は、１年以内の償還予定額です。 

２ 転換社債の条件は次のとおりです。 

  

３ 連結決算日後５年以内における償還予定額は以下のとおりです。 

【借入金等明細表】 

 （注）１ 平均利率は各通貨別の借入金期末残高の加重平均年利率を記載しています。 

２ 長期借入金（１年以内に返済のものを除く）の連結決算日後５年以内における返済予定額は以下のとおりで

す。 

  

３ 当社グループは、財務リスク低減及び資本効率向上を目的に、金融機関16社と特定融資枠契約を締結してい

ます。 

なお、契約手数料は各通貨建とも営業外費用の「その他」に含めて表示しています。 

  （単位：百万円）

会社名 銘柄 発行年月日 前期末残高 当期末残高 
利率 
（％） 

担保 償還期限 

ヤマハ発動機株式会社 第２回無担保社債 
平成８年 

６月28日 
5,000 

5,000 

(5,000) 
3.5 無担保 

平成18年 

６月28日 

〃 第３回無担保社債 
平成10年 

５月13日 
10,000 

0 

(0) 
2.5 無担保 

平成17年 

５月13日 

〃 
第４回無担保転換社債 

（注）２ 

平成14年 

３月４日 
3,001 

295 

(0) 
0.0 無担保 

平成21年 

３月31日 

合計 ― ― 18,001 
5,295 

(5,000) 
― ― ― 

銘柄 転換請求期間 転換の条件 発行すべき株式の内容 

第４回無担保転換社債 
平成14年４月１日から 

平成21年３月30日まで 

転換価格 

１株当たり  828円00銭 
普通株式 

  （単位：百万円）

１年以内 １年超２年以内 ２年超３年以内 ３年超４年以内 ４年超５年以内 

5,000 0 0 295 0 

  （単位：百万円）

区分 前期末残高 当期末残高 
平均利率
（％） 

返済期限 

短期借入金 71,390 100,097 4.13 ― 

１年以内に返済の長期借入金 8,190 20,885 3.33 ― 

コマーシャル・ペーパー 7,000 6,991 2.60 ― 

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く） 

（注）２ 
16,064 20,747 6.47 平成19年～平成35年 

合計 102,645 148,721 ― ― 

  （単位：百万円）

  １年超２年以内 ２年超３年以内 ３年超４年以内 ４年超５年以内 

長期借入金 19,724 209 208 147 

  （ドル建） （円建） 

特定融資枠契約の総額 275,000千米ドル 10,000百万円 

当連結会計年度末残高 0千米ドル 0百万円 

当連結会計年度契約手数料 429千米ドル 14百万円 



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 



２【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

   
前事業年度 

（平成16年12月31日） 
当事業年度 

（平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

現金及び預金  1,295 1,964 

受取手形 
※１ 
※10 

4,573 6,056 

売掛金 ※１ 54,889 60,556 

製品・商品  32,196 34,221 

原材料  2,671 2,301 

仕掛品  9,868 10,879 

貯蔵品  4,984 5,992 

前渡金  135 117 

前払費用  284 207 

繰延税金資産  9,920 10,374 

その他    

(1）未収配当金 ※１ 6,183 55   

(2）未収消費税等  3,666 4,079   

(3）短期貸付金 ※１ 12,461 9,172   

(4）その他  3,116 25,427 5,200 18,507 

流動資産合計  146,248 151,181 

同上貸倒引当金  △2,218 △538 

差引流動資産合計  144,029 31.9 150,642 32.2

     
 



   
前事業年度 

（平成16年12月31日） 
当事業年度 

（平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

建物 ※２ 30,308 30,842 

構築物 ※２ 4,906 5,021 

機械及び装置 ※２ 29,329 31,140 

船舶 ※２ 63 51 

車両及びその他の陸上
運搬具 

※２ 453 486 

工具、器具及び備品 ※２ 7,867 9,672 

土地 ※３ 64,428 63,462 

建設仮勘定  5,082 6,593 

有形固定資産合計  142,438 31.6 147,269 31.4

２ 無形固定資産    

借地権  677 660 

施設利用権  123 113 

その他  101 83 

無形固定資産合計  902 0.2 856 0.2

 



   
前事業年度 

（平成16年12月31日） 
当事業年度 

（平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

３ 投資その他の資産    

投資有価証券  9,164 14,681 

関係会社株式  122,601 123,492 

出資金  5 5 

関係会社出資金  16,239 21,363 

長期貸付金  1,902 1,797 

従業員長期貸付金  11 11 

関係会社長期貸付金  100 100 

繰延税金資産  14,179 8,846 

差入保証金  1,164 1,111 

投資その他の資産合計  165,369 171,408 

同上貸倒引当金  △1,928 △1,797 

差引投資その他の資産
合計 

 163,441 36.3 169,611 36.2

固定資産合計  306,782 68.1 317,738 67.8

資産合計  450,812 100.0 468,380 100.0 

     
 



   
前事業年度 

（平成16年12月31日） 
当事業年度 

（平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

支払手形 
※１ 
※10 

10,527 9,829 

設備関係支払手形  783 827 

買掛金 ※１ 86,520 100,518 

短期借入金 ※１ 22,563 18,823 

１年以内に返済の長期
借入金 

 0 13,000 

１年以内に償還の社債  10,000 5,000 

コマーシャル・ペーパー  7,000 0 

未払金 ※１ 18,374 21,225 

設備関係未払金  6,931 9,936 

未払費用  2,760 2,787 

未払法人税等  1,929 1,645 

前受金 ※１  5,855 8,734 

預り金  1,940 2,133 

引当金    

賞与引当金  5,275 4,310   

製品保証引当金  10,700 15,975 13,442 17,752 

その他  1,482 1,796 

流動負債合計  192,646 42.7 214,010 45.7

     
 



   
前事業年度 

（平成16年12月31日） 
当事業年度 

（平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

Ⅱ 固定負債    

社債  5,000 0 

転換社債  3,001 295 

長期借入金  13,000 0 

再評価に係る繰延税金
負債 

※３ 12,490 12,208 

長期預り金  94 10 

預り保証金  236 242 

引当金    

退職給付引当金  21,783 22,108   

役員退職慰労引当金  742 450   

製造物賠償責任
引当金 

 2,363 1,218   

二輪車リサイクル
引当金 

 762 25,650 843 24,620 

固定負債合計  59,473 13.2 37,376 8.0

負債合計  252,119 55.9 251,387 53.7

     
 



   
前事業年度 

（平成16年12月31日） 
当事業年度 

（平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※８ 46,362 10.3 47,879 10.2

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  57,530 59,968   

２ その他資本剰余金    

自己株式処分差益  12 392   

資本剰余金合計  57,543 12.8 60,361 12.9

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金  3,775 3,775   

２ 任意積立金    

(1）配当準備積立金  1,000 1,000   

(2）特別償却準備金  155 110   

(3）圧縮記帳積立金  324 324   

(4）別途積立金  57,965 60,465   

３ 当期未処分利益  10,591 18,811   

利益剰余金合計  73,812 16.4 84,488 18.0

Ⅳ 土地再評価差額金 
※３ 
※４ 

18,971 4.2 18,542 4.0

Ⅴ その他有価証券評価差額
金 

  2,418 0.5 5,826 1.2

Ⅵ 自己株式 ※９ △415 △0.1 △104 △0.0

資本合計  198,693 44.1 216,993 46.3

負債・資本合計  450,812 100.0 468,380 100.0 

     



②【損益計算書】 

   
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高 ※１ 501,555 100.0 755,941 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※２   

１ 製品・商品期首たな卸高  25,777 32,196   

２ 当期製品製造原価 ※５ 379,371 555,017   

３ 当期商品等仕入高  44,556 80,355   

合計  449,704 667,569   

４ 他勘定振替高 ※３ 1,095 1,722   

５ 製品・商品期末たな卸高  32,196 34,221   

差引計  416,412 631,625   

６ 海上運賃・保険料等  7,625 424,037 84.5 11,818 643,444 85.1

売上総利益  77,518 15.5 112,497 14.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 
※４ 
※５ 

68,804 13.7 93,242 12.3

営業利益  8,713 1.7 19,254 2.5

Ⅳ 営業外収益    

受取利息及び割引料  312 980   

受取配当金 ※１ 11,762 6,704   

貸倒引当金戻入額 ※１ ─ 1,243   

その他  1,272 13,347 2.7 1,637 10,565 1.4

Ⅴ 営業外費用    

支払利息  288 389   

社債利息  189 93   

寄付金  150 116   

転進支援金  413 688   

有価証券減損額 ※１ 10,016 5,217   

為替差損  545 0   

その他  889 12,493 2.5 1,885 8,391 1.1

経常利益  9,567 1.9 21,428 2.8

 



   
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅵ 特別利益    

固定資産売却益 ※６ 212 228   

投資有価証券売却益  639 3   

関係会社株式売却益 ※７ 44 425   

関係会社出資金売却益 ※８ 0 896 0.2 1,866 2,523 0.3

Ⅶ 特別損失    

固定資産処分損 ※９ 1,681 1,027   

減損損失 ※10 2,072 0   

関係会社株式売却損  3 3,756 0.7 0 1,027 0.1

税引前当期純利益  6,707 1.3 22,925 3.0

法人税、住民税及び
事業税 

 1,854 3,849   

法人税等調整額  △1,862 △7 0.0 2,353 6,203 0.8

当期純利益  6,715 1.3 16,721 2.2

前期繰越利益  3,057 4,086 

土地再評価差額金
取崩額 

 818 428 

中間配当額  0 2,425 

当期未処分利益  10,591 18,811 

     



製造原価明細書 

（注） 

   
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

Ⅰ 材料費 ※１ 305,602 79.4 454,884 80.8

Ⅱ 労務費  46,620 12.1 64,720 11.5

Ⅲ 経費 ※２ 32,535 8.5 43,329 7.7

当期総製造費用  384,759 100.0 562,933 100.0 

期首仕掛品たな卸高  9,179 9,868 

合計  393,938 572,801 

期末仕掛品たな卸高  9,868 10,879 

他部門振替高 ※３ 4,698 6,904 

当期製品製造原価  379,371 555,017 

     

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

 原価計算の方法は等級別総合原価計算です。  原価計算の方法は等級別総合原価計算です。 

※１ 材料費の中には、関係会社からの製品及び材料受

入高が下記のとおり含まれています。 

※１ 材料費の中には、関係会社からの製品及び材料受

入高が下記のとおり含まれています。 

175,962百万円 293,679百万円 

※２ 経費の中には、研究開発費及び減価償却費が下記

のとおり含まれています。 

※２ 経費の中には、研究開発費及び減価償却費が下記

のとおり含まれています。 

研究開発費 15,361百万円

減価償却費 7,553 

研究開発費 22,150百万円

減価償却費 8,939 

※３ 他部門振替高の内訳は、次のとおりです。 ※３ 他部門振替高の内訳は、次のとおりです。 

１） 固定資産振替 318百万円

２） 製造費用他振替 4,379 

計 4,698 

１） 固定資産振替 436百万円

２） 製造費用他振替 6,467 

計 6,904 



③【利益処分計算書】 

 （注） 平成17年９月12日に2,425百万円（１株当たり８円50銭）の中間配当を実施しました。 

  
前事業年度 

平成17年３月29日 
（株主総会承認日） 

当事業年度 
平成18年３月28日 
（株主総会承認日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

（当期未処分利益の処分）  

Ⅰ 当期未処分利益 10,591  18,811

Ⅱ 任意積立金取崩額  

配当準備積立金取崩額 ─   1,000 

特別償却準備金取崩額 52 52 56 1,056

合計 10,643  19,868

Ⅲ 利益処分額  

配当金 3,939 5,570 

  １株当たり14円 １株当たり19円50銭 

    
うち普通配当14円50銭 

記念配当５円00銭 
  

役員賞与金  

(1）取締役賞与金 100 140 

(2）監査役賞与金 10 10 

任意積立金  

(1）特別償却準備金 7 10 

(2）別途積立金 2,500 6,556 6,000 11,730

Ⅳ 次期繰越利益 4,086  8,137

   

（その他資本剰余金の処分）  

Ⅰ その他資本剰余金  

自己株式処分差益 12 12 392 392

Ⅱ その他資本剰余金次期
繰越額 

 

自己株式処分差益 12 12 392 392

   



財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額

は全部資本直入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定しています。） 

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

同左 

時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

  

  

２ デリバティブ等の評価基準及び評価方法 

デリバティブ 

 時価法 

２ デリバティブ等の評価基準及び評価方法 

デリバティブ 

同左 

３ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

製品及び仕掛品 

 総平均法による原価法に基づく低価法 

商品及び原材料、貯蔵品 

 最終仕入原価法による原価法に基づく低価法 

３ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

同左 

４ 固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産 

定率法 

(2）無形固定資産 

 定額法 

 自社利用のソフトウェアについては、社内にお

ける利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用

しています。 

４ 固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

同左 

５ 繰延資産の処理方法 

 当期において、該当する処理項目はありません。 

５ 繰延資産の処理方法 

同左 

６ 引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

 売掛金、貸付金その他これらに準ずる債権を適正

に評価するため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別

に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して

います。 

６ 引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

同左 

 



前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

(2）賞与引当金 

 従業員及び使用人兼務取締役に対して支給する賞

与に充てるため、支給見込額に基づき計上していま

す。 

(2）賞与引当金 

 従業員及び使用人兼務取締役に対して支給する賞

与に充てるため、支給見込額に基づき計上していま

す。 

（追加情報） 

 当社は、将来の支給見込額に対応する期末時点ま

での負担分を賞与引当金として計上しています。 

 従来と同様、将来の賞与支給見込額に対応する期

末時点までの負担分を計上していますが、決算期を

変更したことにより、支給見込額と支給見込額のう

ち期末時点までに負担すべき金額とに差額が生じて

います。 

  

  

  

(3）製品保証引当金 

 販売済製品の保証期間中のアフターサービス費

用、その他販売済製品の品質問題に対処する費用に

充てるため計上しています。 

 発生額を個別に見積ることができる費用について

は当該費用を、その他については、保証期間に基づ

いて売上高に経験率（アフターサービス費用/売上

高）を乗じて計算した額を計上しています。 

(3）製品保証引当金 

同左 

(4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当期末における

退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上し

ています。 

 過去勤務債務については、その発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による

定額法により費用処理しています。 

 数理計算上の差異については、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）に

よる定額法により翌期から費用処理しています。 

(4）退職給付引当金 

同左 

(5）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社内規

による必要額を計上しています。 

(5）役員退職慰労引当金 

同左 

(6）製造物賠償責任引当金 

 製造物賠償責任保険で補填されない損害賠償金の

支払に備えるため、過去の実績を基礎に支払見積額

を計上しています。 

(6）製造物賠償責任引当金 

同左 

(7）二輪車リサイクル引当金 

 二輪車のリサイクル費用に充てるため、販売実績

に基づいてリサイクル費用見込額を計上していま

す。 

(7）二輪車リサイクル引当金 

 二輪車のリサイクル費用に充てるため、販売実績

に基づいてリサイクル費用見込額を計上していま

す。 

（追加情報） 

 当社は、二輪車リサイクルの自主取り組みを平成

16年10月１日から開始したことに伴い、販売済の二

輪車のリサイクル費用を見積り、新たに二輪車リサ

イクル引当金として固定負債に計上しています。 

  

  

 



前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

７ リース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

います。 

７ リース取引の処理方法 

同左 

８ ヘッジ会計の方法 

(1）ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用しています。なお、為替予

約については振当処理の要件を満たしている場合は

振当処理を、金利スワップについては特例処理の要

件を満たしている場合は特例処理を採用していま

す。 

８ ヘッジ会計の方法 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

 当社は、外貨建金銭債権債務に対しては先物為替

予約取引及び通貨オプション取引、長期借入金の支

払利息に対しては金利スワップ取引を行っていま

す。 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

(3）ヘッジ方針 

 営業活動及び財務活動により発生する為替レート

及び金利変動リスクをヘッジすることを目的とし、

原則として債権債務の範囲内で取引を行っていま

す。また、取引の信用リスクを低減するために、国

際的な優良金融機関と取引を行うとともに、先物為

替予約取引及び通貨オプション取引に関しては「為

替予約規則」を設けています。 

(3）ヘッジ方針 

同左 

(4）ヘッジの有効性評価の方法 

 当社が行っているヘッジ対象とヘッジ手段とは、

密接な経済的相関関係を有していますが、定期的に

所定の方法で有効性評価を実施しています。 

(4）ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

９ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によ

っています。 

９ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 



財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

表示方法の変更 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に

係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 

平成14年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第６号 平成

15年10月31日）が平成16年３月31日に終了する事業年度

に係る財務諸表から適用できるようになったことに伴

い、当事業年度より同会計基準及び同適用指針を適用し

ています。これにより税引前当期純利益は2,072百万円減

少しています。 

 なお、減損損失累計額については、財務諸表等規則に

基づき各資産の金額から直接控除しています。 

 ─ 

  

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

（貸借対照表） 

 「未収配当金」は、従来、流動資産の「その他」の

「その他」に含めて表示していましたが、金額の重要性

が増したため当事業年度より区分掲記しています。 

 なお、前事業年度における「未収配当金」は、1,088百

万円です。 

─ 

─ 

（損益計算書） 

 「貸倒引当金戻入額」は、従来、営業外収益の「その

他」に含めて表示していましたが、営業外収益の総額の

100分の10を超えたため当事業年度より区分掲記していま

す。 

 なお、前事業年度における「貸倒引当金戻入額」は、

354百万円です。 



注記事項 

貸借対照表関係 

前事業年度 
（平成16年12月31日） 

当事業年度 
（平成17年12月31日） 

※１ 関係会社に対する主な資産・負債で、各科目に含

まれているものは次のとおりです。 

（資産の部） 

※１ 関係会社に対する主な資産・負債で、各科目に含

まれているものは次のとおりです。 

（資産の部） 

受取手形 59百万円

売掛金 48,107 

未収配当金 6,183 

短期貸付金 12,327 

受取手形 47百万円

売掛金 49,421 

短期貸付金 9,053 

（負債の部） （負債の部） 

支払手形 28 

買掛金 34,909 

未払金 4,331 

支払手形 4 

買掛金 39,836 

短期借入金 13,906 

未払金 7,334 

前受金 6,796 

※２ 有形固定資産より控除した減価償却累計額 

232,480百万円 

※２ 有形固定資産より控除した減価償却累計額 

234,780百万円 

※３ 土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律

（平成11年３月31日公布法律第24号）に基づき、事

業用土地の再評価を行い、評価差額については、当

該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延

税金負債」として負債の部に計上し、これを控除し

た金額を「土地再評価差額金」として資本の部に計

上しています。 

・再評価実施日     平成12年３月31日 

・再評価の方法 

※３ 土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律

（平成11年３月31日公布法律第24号）に基づき、事

業用土地の再評価を行い、評価差額については、当

該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延

税金負債」として負債の部に計上し、これを控除し

た金額を「土地再評価差額金」として資本の部に計

上しています。 

・再評価実施日   同左 

・再評価の方法 

 土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３

月31日公布政令第119号）第２条第４号に定める

「地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の

計算の基礎となる土地の価額を算定するために国

税庁長官が定めて公表した方法により算定した価

額」に、合理的な調整を行って算定しています。 

同左 

・再評価を行った事業用土地の当期末における時価

の合計額 

 当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額

を16,073百万円下回っています。 

・再評価を行った事業用土地の当期末における時価

の合計額 

 当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額

を20,992百万円下回っています。 

※４ 「土地再評価差額金」18,971百万円は、土地の再

評価に関する法律の一部を改正する法律（平成11年

３月31日公布法律第24号）７条の２第１項の規定に

より、配当に充当することが制限されています。 

※４ 「土地再評価差額金」18,542百万円は、土地の再

評価に関する法律の一部を改正する法律（平成11年

３月31日公布法律第24号）第７条の２第１項の規定

により、配当に充当することが制限されています。 

 ５ 配当制限 

 商法施行規則第124条第３号に規定する純資産額は

2,466百万円であり、配当に充当することが制限され

ています。 

 ５ 配当制限 

 商法施行規則第124条第３号に規定する純資産額は

5,830百万円であり、配当に充当することが制限され

ています。 

 



前事業年度 
（平成16年12月31日） 

当事業年度 
（平成17年12月31日） 

 ６ 偶発債務は次のとおりです。 

 下記の会社の金融機関借入金に対して保証等を行

っています。 

 ６ 偶発債務は次のとおりです。 

 下記の会社の金融機関借入金に対して保証等を行

っています。 

（関係会社）   

Thai Yamaha Motor Co.,Ltd. 7,636百万円

(2,860百万タイバーツ)

Yamaha Motor Finance(Europe)

B.V. 
4,000 

Yamaha Motor Europe N.V. 1,000 

PT. Yamaha Motor Parts  

Manufacturing Indonesia 
312 

(3,000千米ドル)

Yamaha Motor de Mexico, 

S.A. de C.V. 
194 

(20,815千メキシコペソ)

ヤマハニュートレコアクアテッ

ク㈱ 

685 

小名浜マリーナ㈱ 38 

（その他）   

㈱マリーナ河芸 77 

計 13,943 

  

 上記の金額には保証類似行為によるものが90百万

円含まれています。 

（関係会社）   

Yamaha Motor de Mexico,

S.A. de C.V. 
132百万円

(11,880千メキシコペソ)

小名浜マリーナ㈱ 22 

（その他）   

㈱マリーナ河芸 67 

計 222 

 上記の金額には保証類似行為によるものが4,115百

万円含まれています。 

  

 ７ 受取手形割引高          5,408百万円  ７ 受取手形割引高          5,457百万円 

※８ 授権株数 普通株式 600,000,000株

発行済株式総数 普通株式 281,783,475株

※８ 授権株数 普通株式 600,000,000株

発行済株式総数 普通株式 285,738,148株

※９ 自己株式 

 当社が保有する自己株式の数は、普通株式374,010

株です。 

※９ 自己株式 

 当社が保有する自己株式の数は、普通株式86,118

株です。 

※10 期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもっ

て決済処理をしています。 

 なお、当期末日は金融機関の休業日であったため

次の期末日満期手形が期末残高に含まれています。 

※10 期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもっ

て決済処理をしています。 

 なお、当期末日は金融機関の休業日であったため

次の期末日満期手形が期末残高に含まれています。 

受取手形 600百万円

支払手形 370 

受取手形 949百万円

支払手形 386 



損益計算書関係 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

※１ 関係会社との主な取引 

 各科目に含まれている関係会社との主な取引の金

額は次のとおりです。 

※１ 関係会社との主な取引 

 各科目に含まれている関係会社との主な取引の金

額は次のとおりです。 

売上高 376,851百万円

受取配当金 11,628 

有価証券減損額 10,002 

売上高 566,174百万円

受取配当金 6,570 

貸倒引当金戻入額 1,115 

有価証券減損額 5,197 

※２ 低価法による製品、商品の評価損は、売上原価に

算入されており、その金額は11百万円です。 

※２ 低価法による製品、商品の評価損は、売上原価に

算入されており、その金額は29百万円です。 

※３ 他勘定への振替高の内訳は次のとおりです。 ※３ 他勘定への振替高の内訳は次のとおりです。 

１） 製品在庫廃棄処分額 48百万円

２） 固定資産及び経費振替額 1,047 

計 1,095 

１） 製品在庫廃棄処分額 30百万円

２） 固定資産及び経費振替額 1,691 

計 1,722 

※４ 販売費及び一般管理費のうち主なものは、次のと

おりです。なお、このうち販売費に属する費用の割

合は約61％です。 

※４ 販売費及び一般管理費のうち主なものは、次のと

おりです。なお、このうち販売費に属する費用の割

合は約57％です。 

広告宣伝費 6,181百万円

運送費 9,332 

製品保証引当金繰入額 6,683 

製造物賠償責任引当金繰入額 494 

二輪車リサイクル引当金繰入額 762 

給料賃金手当 11,903 

賞与引当金繰入額 1,625 

退職給付引当金繰入額 844 

役員退職慰労引当金繰入額 51 

減価償却費 1,350 

業務委託料 7,837 

研究開発費 11,054 

広告宣伝費 11,609百万円

運送費 13,462 

製品保証引当金繰入額 8,200 

二輪車リサイクル引当金繰入額 81 

給料賃金手当 17,290 

賞与引当金繰入額 515 

退職給付引当金繰入額 812 

役員退職慰労引当金繰入額 17 

減価償却費 1,984 

業務委託料 11,319 

研究開発費 13,866 

※５ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は次のとおりです。 

40,316百万円 

※５ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は次のとおりです。 

56,844百万円 

※６ 固定資産売却益の内訳は、次のとおりです。 ※６ 固定資産売却益の内訳は、次のとおりです。 

１） 車輌及びその他の陸上運搬具 8百万円

２） 土地 201 

３） その他 3 

計 212 

１） 建物 75百万円

２） 構築物 24 

３） 土地 111 

４） その他 17 

計 228 

※７ 「関係会社株式売却益」は、当社が所有していた

海外子会社Yamaha Motor Argentina S.A.及び国内子

会社ワイムアップ㈱の株式を売却したことによるも

のです。 

※７ 「関係会社株式売却益」は、当社が所有していた

国内関連会社スクレッティング㈱の株式を売却した

ことによるものです。 

 なお、スクレッティング㈱は、ヤマハ ニュートレ

コ アクアテック㈱が平成17年４月をもって商号を変

更したものです。  

 ─ 

※８ 「関係会社出資金売却益」は、当社が所有してい

た海外子会社Yamaha Motor da Amazonia Ltda.に対

する出資金を海外子会社Yamaha Motor do Brasil  

Ltda.に売却したことによるものです。 

 



前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

※９ 固定資産処分損の内訳は、次のとおりです。 ※９ 固定資産処分損の内訳は、次のとおりです。 

１） 建物 944百万円

２） 構築物 90 

３） 機械及び装置 338 

４） 工具、器具及び備品 211 

５） 土地 82 

６） その他 14 

計 1,681 

１） 建物 197百万円

２） 構築物 86 

３） 機械及び装置 422 

４） 工具、器具及び備品 196 

５） 土地 102 

６） その他 21 

計 1,027 

 なお、上記固定資産処分損には、固定資産売却損

が221百万円含まれています。その内訳は、次のとお

りです。 

 なお、上記固定資産処分損には、固定資産売却損

が125百万円含まれています。その内訳は、次のとお

りです。 

１） 建物 123百万円

２） 土地 82 

３） その他 15 

計 221 

１） 土地 102百万円

２） その他 22 

計 125 

※10 減損損失 

(1）減損損失を認識した資産グループの概要 

  

  

用途 場所 
減損損失 

種類・金額（百万円） 

遊休資産 
長崎県大村
市他計４件 

建物及び構築物 54 

土地 2,011 

その他 6 

計 2,072 

 ─ 

(2）資産のグルーピングの方法 

 事業区分をもとに他の資産グループから概ね独立

したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位でグ

ルーピングを行っています。 

  

  

(3）減損損失の認識に至った経緯 

 事業の用に供していない遊休資産グループのう

ち、市場価格が帳簿価額に対して著しく下落した資

産について減損損失を認識しました。 

  

  

(4）回収可能価額の算定 

 遊休資産グループの回収可能価額は、正味売却価

額により測定しており、主に不動産鑑定評価基準ま

たはそれに準ずる方法により評価しています。 

  

  



リース取引関係 

有価証券関係 

 前事業年度（平成16年12月31日現在）並びに当事業年度（平成17年12月31日現在）における子会社株式及び関連

会社株式で時価のあるものはありません。 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

  
取得価額 
相当額 

減価償却累
計額相当額 

期末残高 
相当額 

  
百万円 百万円 百万円 

工具、器具 
及び備品 

2,214 1,097 1,117 

その他 1,184 521 662 

合計 3,399 1,619 1,779 

取得価額 
相当額 

減価償却累
計額相当額 

期末残高 
相当額 

百万円 百万円 百万円 

工具、器具 
及び備品 

1,821 995 825

その他 1,330 642 687

合計 3,151 1,638 1,513

 なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算定しています。 

同左 

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 

１年内 611百万円

１年超 1,168 

合計 1,779 

１年内 543百万円

１年超 970 

合計 1,513 

 なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法により算定し

ています。 

同左 

(3）支払リース料等 (3）支払リース料等 

支払リース料 538百万円

減価償却費相当額 538 

支払リース料 678百万円

減価償却費相当額 678 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっています。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 



税効果会計関係 

前事業年度 
（平成16年12月31日） 

当事業年度 
（平成17年12月31日） 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産  

有価証券評価損 11,564百万円

退職給付引当金 8,253 

減価償却超過額 6,220 

製品保証引当金 4,250 

未払金・未払費用 2,378 

賞与引当金 2,094 

貸倒引当金 1,020 

固定資産減損損失 822 

たな卸資産評価損 797 

その他 3,112 

繰延税金資産小計 40,513 

評価性引当額・有価証券評価損・

固定資産減損損失 
△14,543 

繰延税金資産合計 25,969 

繰延税金資産  

有価証券評価損 12,177百万円

退職給付引当金 8,698 

減価償却超過額 6,538 

製品保証引当金 5,336 

未払金・未払費用 1,881 

賞与引当金 1,711 

たな卸資産評価損 760 

貸倒引当金 684 

固定資産減損損失 325 

その他 3,201 

繰延税金資産小計 41,316 

評価性引当額 △14,697 

繰延税金資産合計 26,618 

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △1,592百万円

圧縮記帳積立金 △207 

特別償却準備金 △70 

繰延税金負債合計 △1,869 

    

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △3,835百万円

有価証券評価損 △3,300 

圧縮記帳積立金 △207 

特別償却準備金 △54 

繰延税金負債合計 △7,398 

繰延税金資産の純額 24,100 繰延税金資産の純額 19,220 

    

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 39.7％ 

（調整）  

交際費等永久に損金算入され

ない項目 
2.7 

受取配当金等永久に益金算入

されない項目 
△5.5 

住民税均等割 0.5 

評価性引当額・有価証券評価

損・固定資産減損損失 
48.8 

外国間接税等の税額控除 △86.7 

その他 0.4 

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 
△0.1 

法定実効税率 39.7％ 

（調整）  

交際費等永久に損金算入され

ない項目 
2.0 

受取配当金等永久に益金算入

されない項目 
△1.7 

住民税均等割 0.2 

評価性引当額 1.9 

外国間接税等の税額控除 △15.8 

その他 0.8 

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 
27.1 

    

    



１株当たり情報 

 （注） １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１株当たり純資産額 705円67銭

１株当たり当期純利益 23円81銭

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益 
23円16銭

１株当たり純資産額 759円12銭

１株当たり当期純利益 58円27銭

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益 
58円00銭

  
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１株当たり当期純利益     

 当期純利益（百万円） 6,715 16,721 

 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳（百万円）     

 利益処分による役員賞与金 110 150 

 普通株主に帰属しない金額（百万円） 110 150 

 普通株式に係る当期純利益（百万円） 6,605 16,571 

 普通株式の期中平均株式数（千株） 277,393 284,413 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益     

当期純利益調整額（百万円） 0 0 

 普通株式増加数（千株） 7,762 1,303 

 （うち転換社債（千株）） （7,575） （1,103） 

 （うち新株予約権（千株）） （187） （200） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式

の概要 

新株予約権１種類 

（新株予約権の数2,980

個）。この概要は、「第４ 

提出会社の状況 (2）新株予

約権等の状況」に記載のとお

りです。 

─ 

  



④【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

 （注） 当期において、一時所有の有価証券はありません。 

銘柄 株式数（株） 
貸借対照表計上額 
（百万円） 

投資有価

証券 

その他 

有価証券 

トヨタ自動車㈱ 500,000 3,060 

日本精機㈱ 1,217,502 2,940 

 エンシュウ㈱ 5,416,395 2,356 

 ㈱みずほフィナンシャルグループ 2,288 2,205 

㈱静岡銀行 825,706 975 

㈱今仙電機製作所 613,750 659 

㈱三井住友フィナンシャルグループ 464 579 

㈱アーレスティ 133,572 361 

㈱ミクニ 271,794 198 

スタンレー電気㈱ 100,000 191 

その他52銘柄 3,877,072 1,152 

合計 12,958,543 14,681 



【有形固定資産等明細表】 

 （注）１ 当期増加の主な内訳 

２ 当期減少の主な内訳 

  （単位：百万円）

資産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 
当期末減価償
却累計額又は
償却累計額 

当期償却額 
差引当期末残
高 

有形固定資産               

建物 79,968 3,781 1,699 82,050 51,207 2,764 30,842 

構築物 17,531 711 441 17,801 12,780 516 5,021 

機械及び装置 132,896 10,742 8,243 135,394 104,254 6,711 31,140 

船舶 232 23 15 239 188 32 51 

車両及びその他の陸上運

搬具 
1,390 358 299 1,449 962 259 486 

工具、器具及び備品 73,389 6,052 4,382 75,059 65,387 3,790 9,672 

土地 64,428 248 1,215 63,462 ─ ─ 63,462 

建設仮勘定 5,082 20,002 18,491 6,593 ─ ─ 6,593 

有形固定資産計 374,919 41,921 34,790 382,050 234,780 14,075 147,269 

無形固定資産               

借地権 677 0 17 660 0 0 660 

施設利用権 715 2 1 716 603 11 113 

ソフトウェア 1,651 0 415 1,235 1,235 0 0 

その他 149 0 0 149 66 18 83 

無形固定資産計 3,194 2 434 2,761 1,905 30 856 

長期前払費用 0 0 0 0 0 0 0 

繰延資産 0 0 0 0 0 0 0 

繰延資産計 0 0 0 0 0 0 0 

 機械及び装置  磐田工場設備 5,358百万円 

   浜北工場設備 1,920 

   袋井工場設備 784 

 工具、器具及び備品  金型 2,968 

   器具及び備品 2,147 

      

 機械及び装置  磐田工場設備 5,539百万円 

   浜北工場設備 1,948 

      



【資本金等明細表】 

 （注）※１ 資本金の増加額は、転換社債の株式への転換及び新株予約権の行使によるものです。 

普通株式及び株式払込剰余金の増加は、転換社債の株式への転換及び新株予約権の行使、並びに株式交換

によるものです。 

※２ 当期末における自己株式数は86,118株です。 

※３ 当期増加額は、株式交換及び単元未満株式を有する株主からの売渡請求に基づく処分によるものです。 

※４ 当期増加額は、前期決算の利益処分による積立額であり、当期減少額は前期決算の利益処分による取崩額

です。 

※５ 当期増加額は、前期決算の利益処分による積立額です。 

  （単位：百万円）

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

資本金 ※１ 46,362 1,516 0 47,879 

資本金の

うち既発

行株式 

普通株式 ※１※２ （株数） (281,783,475株) (3,954,673株) 0 (285,738,148株)

普通株式 ※１   46,362 1,516 0 47,879 

計 （株数） (281,783,475株) (3,954,673株) 0 (285,738,148株)

計   46,362 1,516 0 47,879 

資本準備

金及びそ

の他資本

剰余金 

（資本準備金）           

株式払込剰余金 ※１   56,695 2,438 0 59,134 

合併差益   834 0 0 834 

（その他資本剰余金）           

自己株式処分差益 ※３   12 380 0 392 

計   57,543 2,818 0 60,361 

利益準備

金及び任

意積立金 

利益準備金   3,775 0 0 3,775 

（任意積立金）           

配当準備積立金   1,000 0 0 1,000 

特別償却準備金 ※４   155 7 52 110 

圧縮記帳積立金   324 0 0 324 

別途積立金 ※５   57,965 2,500 0 60,465 

計   63,221 2,507 52 65,676 



【引当金明細表】 

 （注）※１ 当期減少額のその他は、債権の回収に伴う取崩額及び洗替による取崩額です。 

※２ 当期減少額のその他は、要引当額の見積りの減少に伴う取崩額です。 

  （単位：百万円）

区分 前期末残高 当期増加額 
当期減少額 
（目的使用） 

当期減少額 
（その他） 

当期末残高 

貸倒引当金 ※１ 4,147 177 574 1,413 2,335 

賞与引当金 5,275 4,310 5,275 0 4,310 

製品保証引当金 10,700 8,200 5,457 0 13,442 

役員退職慰労引当金 742 17 309 0 450 

製造物賠償責任引当金 ※２ 2,363 0 5 1,139 1,218 

二輪車リサイクル引当金 762 81 0 0 843 



(2）【主な資産及び負債の内容】 

① 流動資産 

(イ）現金及び預金 

(ロ）受取手形 

相手先別内訳 

期日別内訳 

  （単位：百万円）

区分 金額 

現金 1 

預金 

当座預金 120 

普通預金 479 

外貨預金 1,346 

その他の預金 17 

小計 1,962 

合計 1,964 

  （単位：百万円）

相手先 金額 

㈱トーメンテクノソリューションズ 1,110 

㈱鳥羽洋行 734 

㈱コガネイ 550 

ブリヂストンサイクル㈱ 304 

㈱山善 234 

その他 3,121 

計 6,056 

  （単位：百万円）

期日 金額 

平成17年12月 949 

平成18年１月 1,767 

２月 1,185 

３月 1,454 

４月 545 

５月 154 

６月以降 0 

計 6,056 



(ハ）売掛金 

 当期における売掛金の回収状況及び滞留状況は次のとおりです。 

 （注）１ 回収率及び滞留期間の算出方法は次のとおりです。 

回収率＝当期回収高÷（期首残高＋当期発生高） 

滞留期間＝（期首残高＋期末残高）÷２÷当期発生高×365日 

２ 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記当期発生高には消費税等が含まれています。 

(ニ）製品・商品及び仕掛品 

(ホ）原材料 

  （単位：百万円）

相手先 金額 摘要 

Yamaha Motor Corporation, U.S.A. 20,699 商品代金 他 

ヤマハ発動機販売㈱ 8,122 〃 

Yamaha Motor Europe N.V. 7,183 〃 

Yamaha Motor Australia Pty.Ltd. 2,592 〃 

エンシュウ㈱ 2,059 〃 

その他 19,897 〃 

計 60,556   

期首残高 
（百万円） 

当期発生高 
（百万円） 

当期回収高 
（百万円） 

期末残高 
（百万円） 

回収率 
（％） 

滞留期間 
（日） 

54,889 763,101 757,435 60,556 92.6 27.6 

  （単位：百万円）

  製品・商品 仕掛品 計 

二輪車 12,904 7,804 20,709 

マリン 10,544 287 10,831 

特機 3,800 437 4,238 

自動車エンジン 2,373 912 3,286 

その他 4,598 1,438 6,036 

計 34,221 10,879 45,101 

  （単位：百万円）

品名 金額 

アルミ 678 

鋼材 34 

塗料 30 

購入部品他 1,557 

計 2,301 



(ヘ）貯蔵品 

② 投資その他の資産 

(イ）関係会社株式 

③ 流動負債 

(イ）支払手形 

相手先別内訳 

期日別内訳 

  （単位：百万円）

区分 金額 

二輪車工場 2,063 

技術部門 2,961 

営業部門他 967 

計 5,992 

  （単位：百万円）

区分 金額 

子会社株式 112,676 

関連会社株式 9,446 

その他の関係会社株式 1,369 

計 123,492 

  （単位：百万円）

相手先 金額 

㈱デンソー 1,111 

城北機業㈱ 665 

浜松鉄工㈱ 600 

リョービ㈱ 573 

豊田通商㈱ 461 

その他 6,417 

計 9,829 

  （単位：百万円）

期日 金額 

平成17年12月 386 

平成18年１月 3,497 

２月 2,924 

３月 2,830 

４月以降 189 

計 9,829 



(ロ）買掛金 

  （注）１ 上記の金額100,518百万円には、取引先との売掛債権一括信託契約によるファクタリング債務33,882百万円

    （信託受託者 みずほ信託銀行㈱、㈱三井住友銀行）が含まれています。 

２ 創輝㈱は平成18年１月１日をもってヤマハモーターパワープロダクツ㈱に商号を変更しました。 

  

  

(3）【その他】 

 該当事項はありません。 

  （単位：百万円）

相手先 金額 摘要 

ヤマハマリン㈱ 24,551 製品及び材料代金 他 

創輝㈱ 5,052 〃 

エンシュウ㈱ 4,000 〃 

サクラ工業㈱ 3,029 〃 

カヤバ工業㈱ 2,158 〃 

その他 61,726 〃 

計 100,518   



第６【提出会社の株式事務の概要】 

（注）※１ 貸借対照表及び損益計算書につきましては、上記公告掲載新聞に掲載する決算公告に代えて、以下のホーム

ページアドレスにおいて開示しております。 

http://www.yamaha-motor.co.jp/profile/ir/kessan/index.html 

また、当社は平成18年３月28日開催の定時株主総会において、電子公告制度を採用する定款一部変更を決議

決算期 12月31日 

定時株主総会 ３月中 

基準日 12月31日 

株券の種類 
１株券、５株券、10株券、50株券、100株券、500株券、1,000株券、

10,000株券、100,000株券及び100株未満の株式数を表示した株券 

中間配当基準日 ６月30日 

１単元の株式数 100株 

株式の名義書換え   

取扱場所 名古屋市中区栄三丁目15番33号 中央三井信託銀行株式会社名古屋支店 

代理人 東京都港区芝三丁目33番１号 中央三井信託銀行株式会社 

取次所 
中央三井信託銀行株式会社本店及び全国各支店 

日本証券代行株式会社本店及び全国各支店 

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 
不所持株券の発行又は返還、株券の喪失、株券の汚損又は毀損により株券

を交付する場合、１枚につき当該株券に課せられる印紙税相当額 

単元未満株式の買取り   

取扱場所 名古屋市中区栄三丁目15番33号 中央三井信託銀行株式会社名古屋支店 

代理人 東京都港区芝三丁目33番１号 中央三井信託銀行株式会社 

取次所 
中央三井信託銀行株式会社本店及び全国各支店 

日本証券代行株式会社本店及び全国各支店 

買取手数料 以下の算式により１単元当たりの金額を算出し、これを買取った単元未満

株式の数で按分した金額とする。 

（算式） １株当たりの買取価格に１単元の株式数を乗じた合計金額のうち 

ただし、１単元当たりの算定金額が2,500円に満たない場合には2,500円と

する。 

100万円以下の金額につき 1.150％

100万円を超え500万円以下の金額につき 0.900％

500万円を超え1,000万円以下の金額につき 0.700％

1,000万円を超え3,000万円以下の金額につき 0.575％

3,000万円を超え5,000万円以下の金額につき 0.375％

（円位未満の端数を生じた場合には切捨てる。）  

公告掲載新聞名  東京都において発行する日本経済新聞 ※１ 

株主に対する特典  

株主優待制度 ※２ 

（１）対象株主 毎年12月31日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は

記録された１単元（100株）以上保有株主 

（２）優待内容 当社が指定する以下のなかから１つを選択 

・当社オリジナルグッズ 

・ジュビロ磐田Ｊリーグ観戦親子ペアチケット 

・ジュビロ磐田オリジナルグッズ 

・地元名産品 

・社会貢献基金への寄付 



しました。 

※２ 当社は、平成17年７月28日開催の取締役会の決議により、当社株式への投資の魅力を高め、中長期的に当社

の株式を保有していただける株主の増加推進を目的として株主優待制度を新設しました。 



第７【提出会社の参考情報】 

１【提出会社の親会社等の情報】 

当社には、親会社等はありません。 

２【その他の参考情報】  

 当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しています。 

(1）有価証券報告書 

及びその添付書類 

事業年度 

（第70期） 

自 平成16年４月１日 

至 平成16年12月31日 

平成17年３月30日 

関東財務局長に提出 

(2）半期報告書 （第71期中） 自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日 

平成17年９月26日 

関東財務局長に提出 

(3）臨時報告書 

  

平成17年２月８日 

関東財務局長に提出 

 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第６号の２（提出会社が完全親会社となる株式交換が

締結された場合）に基づく臨時報告書です。 

(4）臨時報告書 

  

平成18年３月17日 

関東財務局長に提出 

 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号（特定子会社の異動）に基づく臨時報告書です。 

(5）有価証券報告書の 

 訂正報告書 

事業年度 

（第70期） 

 自 平成16年４月１日 

 至 平成16年12月31日 

平成17年４月21日 

関東財務局長に提出 

(6）訂正発行登録書 

  

平成17年２月８日 

平成17年３月30日 

平成17年４月21日 

平成17年９月26日 

平成18年３月17日 

平成18年３月29日 

関東財務局長に提出 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の監査報告書 

    平成17年３月30日

ヤマハ発動機株式会社     

  取締役会 御中   

  新日本監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 小島 秀雄  ㊞ 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 古川 康信  ㊞ 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 田宮 紳司  ㊞ 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 滝口 隆弘  ㊞ 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているヤマハ

発動機株式会社の平成16年４月１日から平成16年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対

照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行っ

た。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表

明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全

体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ヤ

マハ発動機株式会社及び連結子会社の平成16年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経

営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 追記情報 

 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、会社は当連結会計年度から固定資

産の減損に係る会計基準を採用している。 

 また、セグメント情報の事業の種類別セグメント情報の注５に記載されているとおり、会社は複数の事業に係る中間

部品を製造する事業について、当連結会計年度からその他の事業に含めている。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

 ※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。 



独立監査人の監査報告書 

    平成18年３月29日

ヤマハ発動機株式会社     

  取締役会 御中   

  新日本監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 小島 秀雄  ㊞ 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 古川 康信  ㊞ 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 田宮 紳司  ㊞ 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 滝口 隆弘  ㊞ 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているヤマハ

発動機株式会社の平成17年１月１日から平成17年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対

照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行っ

た。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表

明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全

体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ヤ

マハ発動機株式会社及び連結子会社の平成17年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経

営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

 ※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。 



独立監査人の監査報告書 

    平成17年３月30日

ヤマハ発動機株式会社     

  取締役会 御中   

  新日本監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 小島 秀雄  ㊞ 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 古川 康信  ㊞ 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 田宮 紳司  ㊞ 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 滝口 隆弘  ㊞ 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているヤマハ

発動機株式会社の平成16年４月１日から平成16年12月31日までの第70期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、

損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査

法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ヤマハ

発動機株式会社の平成16年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点

において適正に表示しているものと認める。 

 追記情報 

 財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、会社は当事業年度から固定資産の減損

に係る会計基準を採用している。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

 ※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。 



独立監査人の監査報告書 

    平成18年３月29日

ヤマハ発動機株式会社     

  取締役会 御中   

  新日本監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 小島 秀雄  ㊞ 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 古川 康信  ㊞ 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 田宮 紳司  ㊞ 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 滝口 隆弘  ㊞ 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているヤマハ

発動機株式会社の平成17年１月１日から平成17年12月31日までの第71期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、

損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査

法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ヤマハ

発動機株式会社の平成17年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点

において適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

 ※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。 
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