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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 従業員数は就業人員数です。 

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提出会社及び日本・北米等の連結子会社は９ヶ月間、12月31日を決算期とし

ていた欧州・アジア等の連結子会社は12ヶ月間の変則９ヶ月決算となっています。また、第70期中間期の中

間連結会計期間は、提出会社及び日本・北米等の連結子会社は４～９月、欧州・アジア等の連結子会社は１

～６月であり、第71期中間期からは提出会社及び全連結子会社の中間会計期間を１～６月に統一していま

す。 

４ 第72期中間期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企

業会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指針第８号）を適用しています。 

回次 第70期中 第71期中 第72期中 第70期 第71期 

会計期間 

自 平成16年 
４月１日 

至 平成16年 
９月30日 

自 平成17年 
１月１日 

至 平成17年 
６月30日 

自 平成18年 
１月１日 

至 平成18年 
６月30日 

自 平成16年 
４月１日 

至 平成16年 
12月31日 

自 平成17年 
１月１日 

至 平成17年 
12月31日 

売上高 （百万円） 602,378 676,951 812,918 1,011,976 1,375,249 

経常利益 （百万円） 43,882 55,929 67,579 70,386 103,101 

中間（当期）純利益 （百万円） 23,368 36,819 44,257 38,150 64,024 

純資産額 （百万円） 277,748 339,502 448,026 293,761 383,895 

総資産額 （百万円） 732,069 844,533 1,057,601 767,727 958,476 

１株当たり純資産額 （円） 995.76 1,189.96 1,474.99 1,043.38 1,343.34 

１株当たり中間 

（当期）純利益 
（円） 84.55 129.90 154.82 136.93 224.42 

潜在株式調整後 

１株当たり中間 

（当期）純利益 

（円） 81.95 129.05 154.64 133.20 223.39 

自己資本比率 （％） 37.9 40.2 39.9 38.3 40.1 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円） 48,604 28,806 52,909 43,400 66,307 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円） △25,031 △34,271 △39,995 △44,322 △72,074 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円） △24,023 3,935 43,664 2,125 △31 

現金及び現金同等物の 

中間期末（期末）残高 
(百万円) 37,027 40,391 93,288 38,921 38,657 

従業員数 （人） 35,268 38,302 41,426 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 従業員数は就業人員数です。 

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。 

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ヶ月間となりましたので、中間配当は

実施していません。 

また、第70期中間期の中間会計期間は４～９月、第71期中間期以降の中間会計期間は１～６月となっていま

す。 

４ 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。 

５ 第72期中間期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企

業会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指針第８号）を適用しています。 

回次 第70期中 第71期中 第72期中 第70期 第71期 

会計期間 

自 平成16年 
４月１日 

至 平成16年 
９月30日 

自 平成17年 
１月１日 

至 平成17年 
６月30日 

自 平成18年 
１月１日 

至 平成18年 
６月30日 

自 平成16年 
４月１日 

至 平成16年 
12月31日 

自 平成17年 
１月１日 

至 平成17年 
12月31日 

売上高 （百万円） 324,030 363,181 389,158 501,555 755,941 

経常利益 （百万円） 7,388 11,083 19,756 9,567 21,428 

中間（当期）純利益 （百万円） 6,539 7,832 14,950 6,715 16,721 

資本金 （百万円） 45,332 47,709 48,026 46,362 47,879 

発行済株式総数 （千株） 279,300 285,410 286,067 281,783 285,738 

純資産額 （百万円） 196,242 207,541 224,689 198,693 216,993 

総資産額 （百万円） 432,939 447,436 524,811 450,812 468,380 

１株当たり純資産額 （円） 703.55 727.37 785.69 705.67 759.12 

１株当たり中間 

（当期）純利益 
（円） 23.66 27.63 52.29 23.81 58.27 

潜在株式調整後 

１株当たり中間 

（当期）純利益 

（円） 22.94 27.45 52.23 23.16 58.00 

１株当たり配当額 （円） － 8.5 15 14 28 

自己資本比率 （％） 45.3 46.4 42.8 44.1 46.3 

従業員数 （人） 8,126 8,199 8,433 8,099 8,136 



２【事業の内容】 

 当中間連結会計期間において、当社、子会社及び関連会社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

 また、主要な関係会社の異動は以下のとおりです。 

（二輪車事業、マリン事業、特機事業） 

 OOO（オーオーオー）Yamaha Motor CISが連結子会社となりました。 

３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、以下の会社を含む13社が新たに連結子会社となりました。なお、このうち７社は持

分法適用子会社からの異動です。 

（連結子会社） 

 （注）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。 

４【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） 従業員数は就業人員数です。 

(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。 

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

OOO（オーオーオー）

Yamaha Motor CIS 
ロシア 

千ルーブル 

79,400 

二輪車 

マリン 

特機 

100.0  有 無 

当社の製品

を購入して

います。 

無 

  平成18年６月30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 28,378   

マリン事業 5,081   

特機事業 2,340   

その他の事業 5,627   

合計 41,426   

  平成18年６月30日現在

従業員数（人） 8,433 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当中間連結会計期間の売上高は二輪車の売上高が前年同期比で大幅に増加し、北米でのマリン、特機事業の売上

高も円安ドル高の為替影響もあり増加したことで、全体では前年同期比20.1％増加の8,129億１千８百万円とな

り、中間期としては過去最高となりました。 

 国内市場では、二輪車、マリン事業とも需要が低迷し、国内売上高は前年同期並の946億５百万円となりまし

た。 

 海外市場では、アジア、欧州、北米、中南米での二輪車売上高が前年同期比で大幅に増加し、海外売上高は前年

同期比23.2％増加の7,183億１千２百万円となりました。 

 利益面では、原材料高騰による減益影響はありましたが、円安による為替の増益影響もあり、営業利益は658億

９千４百万円（前年同期比16.1％増加）、経常利益は675億７千９百万円（前年同期比20.8％増加）、中間純利益

は442億５千７百万円（前年同期比20.2％増加）となり、各利益とも中間期としては過去最高の業績となりまし

た。 

 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・２種のスクーターの販売は増加したものの、小型二輪車、軽二輪車の販売は減少し、

売上高は前年同期比微減となりました。 

 アジアでは、オートマチックモデルの需要拡大、新商品の投入、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・ベトナム等で販売が大幅に伸長し、アジア全体での売上高は前年同期比39.4％

増加しました。欧米では大型スポーツ新モデルの販売が好調に推移し、また、中南米での販売も前年同期比大

幅に増加しました。 

 これらの結果、売上高は前年同期比27.1％増加の4,846億２千７百万円、営業利益は前年同期比23.5％増加

の292億１千８百万円となりました。 

〔マリン事業〕 

 国内の販売は、大型艇の需要は回復してきましたが、全体の需要は低迷し、売上高は前年同期比7.4％減少

しました。 

 米国ではウォータービークルの販売が好調に推移し、欧米の船外機の販売も増加しました。 

 これらの結果、マリン事業全体の売上高は前年同期比11.1％増加の1,479億５千６百万円、営業利益は前年

同期比19.4％増加の178億４千１百万円となりました。 

〔特機事業〕 

 米国でのバギー車の販売は、原油高等による需要減少により中小型モデルを中心に減少しましたが、サイ

ド・バイ・サイド・ビークルの販売は大幅に増加しました。 

 これらの結果、特機事業全体の売上高は前年同期比12.8％増加の1,042億８千１百万円、営業利益は前年同

期比3.7％増加の92億８千９百万円となりました。 

〔その他の事業〕 

 サーフェスマウンターの販売は、中国をはじめとしたアジアを中心に前年同期比増加しました。また、自動

車用エンジンの販売は前年同期並となりました。 

 これらの結果、売上高は前年同期比8.5％増加の760億５千３百万円、営業利益は前年同期比3.7％増加の95

億４千５百万円となりました。 



２ 所在地別セグメント 

〔日本〕 

 二輪車、マリン事業の売上高は需要低迷のため微減となり、国内全体の売上高は前年同期並の1,477億５千

７百万円となりました。営業利益は円安による為替の増益影響もあり前年同期比17.6％増加の181億９千２百

万円となりました。 

〔北米〕 

 米国で二輪車の大型スポーツモデル、ウォータービークル、サイド・バイ・サイド・ビークルの販売が増加

し、売上高は前年同期比18.7％増加の2,318億５千６百万円となりました。営業利益は販売促進費の増加もあ

り前年同期比10.7％減少の113億９千５百万円となりました。 

〔欧州〕 

 二輪車の販売は、大型スポーツモデルの販売が好調で売上高は前年同期比20.0％増加の1,993億７千５百万

円となりました。営業利益は前年同期比27.6％増加の177億３千４百万円となりました。 

〔アジア〕 

 インドネシア・タイ・ベトナム等での二輪車販売が好調に推移し、売上高は前年同期比39.3％増加の1,785

億９百万円となりました。営業利益は再建途上のインド子会社の影響もあり、前年同期比12.1％減少の86億９

千４百万円となりました。 

〔その他〕 

 ブラジルでの二輪車販売が好調に推移し、売上高は前年同期比36.2％増加の554億１千８百万円となりまし

た。営業利益は前年同期比60.8％増加の57億６千２百万円となりました。 

 なお、上記の営業利益には「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 

 営業活動による収入と投資活動による支出の差額として獲得したフリー・キャッシュ・フローは129億１千

４百万円（前年同期比183億７千９百万円増加）となり、財務活動によるキャッシュ・フローは436億６千４百

万円となりました。この結果、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）

は、前中間連結会計期間末と比較して528億９千７百万円増加し、932億８千８百万円となりました。前連結会

計年度末と比較すると、資金残高は546億３千万円増加しました。 

〔営業活動によるキャッシュ・フロー〕 

 営業活動の結果、獲得した資金は529億９百万円（前年同期比241億２百万円の資金増）となりました。前年

同期比増となった主な要因は、税金等調整前中間純利益が増加（669億６千９百万円、前年同期比115億８千９

百万円増加）したこと、仕入債務は減少（前年同期比150億１千万円の資金減）したものの、売上債権の増加

が前年同期と比較して少なかった（前年同期比263億２千６百万円の資金増）ことなどによるものです。 

〔投資活動によるキャッシュ・フロー〕 

 投資活動により使用した資金は399億９千５百万円（前年同期比57億２千３百万円の資金減）となりまし

た。これは二輪車の新機種生産のための設備投資や船外機生産のための工場用地取得をはじめとした、有形・

無形固定資産取得のための支出434億１千３百万円（前年同期比107億７千１百万円の資金減）などによるもの

です。 

〔財務活動によるキャッシュ・フロー〕 

 財務活動により増加した資金は436億６千４百万円（前年同期比397億２千８百万円の資金増）となりまし

た。これは短期借入金（純増370億３千１百万円、前年同期比142億８千９百万円の資金増）で運転資金を調達

したこと、金利上昇リスクへの対応として長期借入金（純増184億１千２百万円、前年同期比224億７千６百万

円の資金増）で資金を調達したことなどによります。 

 この結果、当中間連結会計期間末における有利子負債残高は2,040億１百万円（前年同期比786億１千８百万

円増加）となりました。 



(3）その他 

 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の輸出に対する「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。現在も捜査

は継続中であり、当社は捜査への全面的な協力を行っています。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当中間連結会計期間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。 

(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 

 当中間連結会計期間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。 

事業の種類別セグ
メントの名称 

製品 台数（台） 前年同期比（％） 

二輪車事業 二輪車 2,170,614 118.2 

マリン事業 

船外機 201,010 103.2 

ウォータービークル 26,274 109.4 

ボート、漁船・和船、セールボート 7,515 110.9 

特機事業 
バギー車、サイド・バイ・サイド・ビークル 118,921 86.5 

スノーモビル 10,669 156.6 

その他の事業 電動ハイブリッド自転車 69,825 114.1 

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前年同期比（％） 

二輪車事業 484,627 127.1 

マリン事業 147,956 111.1 

特機事業 104,281 112.8 

その他の事業 76,053 108.5 

合計 812,918 120.1 



３【対処すべき課題】 

 当中間連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた

課題はありません。 

４【経営上の重要な契約等】 

 特記すべき事項はありません。 

５【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、サーフェスマウンタ－、産業用ロボット、自動車用エンジン、その他の分野の商品の研究開発を行っ

ており、当中間連結会計期間の研究開発費の総額は394億９千８百万円となりました。 

 なお、当中間連結会計期間における事業の種類別セグメントごとの主な研究開発の成果は次のとおりです。 

〔二輪車事業〕 

 フュエルインジェクションを採用した水冷・４ストローク・３バルブ・ＳＯＨＣ・単気筒・50ｃｃ・オートマチ

ックエンジンを搭載し“平成18年排出ガス規制”に適合する優れた環境性能を達成したスクーター「VOX XF50」、

単気筒の空冷・４ストローク・250ｃｃエンジンを前後17インチロードタイヤ装着のスリム＆スタイリッシュなボ

ディに搭載し、市街地での軽快な走行性を達成した「XT250X」、新設計の水冷・４ストローク・60度Ｖ型２気筒・

４バルブ・1300ｃｃ・フュエルインジェクションエンジンを採用した「V Star1300」等を開発しました。 

 また、水冷・４ストローク・ＤＯＨＣ・単気筒・５バルブのコンパクトエンジンを搭載しレースでの高い戦闘力

を備えたモトクロッサー「YZ450F」と「YZ250F」について、エンジンや車体関連の熟成を図った2007年モデルを開

発しました。 

 当事業に係る研究開発費は160億７千３百万円です。 

〔マリン事業〕 

 ４ストローク・ＳＯＨＣ・２気筒・362ｃｃのシンプルで信頼性の高い新設計エンジンを搭載し、11.0ｋＷ（15

馬力）と14.7ｋＷ（20馬力）を揃えたコンパクトな船外機「F15C」と「F20B」、新設計の21フィートの艇体に４ス

トロークエンジンを２基搭載したジェット推進スポーツボート「SX210」「SR210」「AR210」、既存モデル「AG-

21SP」のトーイングボートとしての優れた特性を生かしながら、ボートのバウデッキに座席を設けた新たなデッキ

レイアウトを採用した「AG-21BR（AEROGEAR BR）」、凌波性に優れた艇体に高性能マリンディーゼルエンジンを２

基搭載し、荒天時での安定した走りと、ソフトな乗り心地を実現したプレミアムクルーザー「32コンバーチブ

ル」、ＦＲＰ（ガラス繊維入り強化プラスチック）分割構造により、組立て・収納が簡単にできる幼児用プール

「ユニットプールきらきら」等を開発しました。 

 当事業に係る研究開発費は111億２千１百万円です。 

〔特機事業〕 

 潤滑油をピストン下部に直接噴射する「ピストンクーラー」を新たに採用し、さらなるエンジン性能安定化を実

現したバギー車「YFZ450」、新設計の水冷・４ストローク・２気筒・499ｃｃエンジンを搭載し、軽量・コンパク

トで扱いやすいスノーモビル「PHAZER(フェイザー)」「PHAZER Mountain Lite(フェイザーマウンテンライト)」

「Venture Multi-Purpose(ベンチャーマルチパーパス)」、大容量バッテリー（８Ｖ×６個＝48Ｖ）を搭載し１回

の充電でゆとりの２ラウンド走行（※１）が可能な５人乗り電動ゴルフカー「ターフジョイ G31E」等を開発しま

した。 

 当事業に係る研究開発費は57億８千２百万円です。 

 （注）※１ 使用条件等により異なります。 

〔その他の事業〕 

 ＩＭ事業（※２）では、従来製品の特徴である高速・高精度・コンパクト・維持管理の簡便性に加え、大型基板

（Ｌ420×Ｗ330ｍｍ）への対応を可能とし、中型機でありながら大型高速機並の生産性を発揮するモジュール型サ

ーフェスマウンター（表面実装機）「YG200L」、中空モータを採用してボールナットをダイレクトに駆動し、従来

のボールネジ駆動の単軸ロボットで課題となっていたロングストロークでの最高スピードの低下を解決した新タイ

プの単軸ロボットＮタイプ「N15、N18」の２機種等を開発、発売しました。 

 ＰＡＳ事業（※３）では、ペダルへの負荷が小さくなるとアシストを自動的にカットする新しい走行モード「オ

ートエコモード」や、点灯時にメインスイッチをＯＦＦ「切」にしても、ペダルをこいでいる時には点灯し続ける



「バッテリーライトシステム」を搭載した電動ハイブリッド自転車「PAS リチウム L」「PAS コンパクト リチウ

ム」等を開発、発売しました。 

 車椅子事業では、前進、後進、方向転換、停止などを思いどおりに操作しやすい新設計の自走用操作部（ジョイ

スティックレバー）や、加速度・減速度・旋回速度などの操作感度を細かく調節することができる調整モード機能

を搭載し、標準のニッケル水素バッテリーで１充電当たりの航続距離を15ｋｍ（※４）と従来よりも大幅に伸長さ

せた車椅子用電動ユニット「JWX-1」を開発、発売しました。 

 その他の事業に係る研究開発費の合計額は65億２千万円です。 

 （注）※２ ＩＭ は、Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｔ Ｍａｃｈｉｎｅｒｙ（インテリジェント マシーナリー：産業用ロ

ボット）の略です。 

    ※３ ＰＡＳは、Ｐｏｗｅｒ Ａｓｓｉｓｔ Ｓｙｓｔｅｍ（パワーアシストシステム）の略です。 

    ※４ ヤマハパターン走行時（バッテリー満充電、常温25℃、直線平坦路連続走行時） 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

(1）重要な設備計画の完了 

 提出会社において、前連結会計年度末に計画していました新部品供給センターの新設については、平成18年５月

に完了しました。 

  

(2）重要な設備の新設の計画 

 当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設の計画については、次のとおりです。 

 （注）上記金額に、消費税等は含まれていません。 

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 

（百万円）

資金調達
方法 

着手及び完了予定 

着手 完了 

ヤマハマリン㈱ マリン 

新工場用地取

得及び建設、

生産設備新設 

静岡県

袋井市 
11,000 

自己資金 

及び 

借入金 

平成18年４月 平成20年５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９月１日からこの半期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 発行可能株式総数（株） 

普通株式  600,000,000 

計  600,000,000 

種類 
中間会計期間末現在発行数

（株） 
（平成18年６月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成18年９月28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 286,067,883 286,148,090 
東京証券取引所 

市場第１部 
― 

計 286,067,883 286,148,090 ― ― 



(2）【新株予約権等の状況】 

① ストックオプション 

 旧商法第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 

 （注）新株予約権の行使期間が平成18年７月31日で終了しているため、提出日の前月末現在において上記新株予約権は 

    存在しません。 

  
中間会計期間末現在 
（平成18年６月30日） 

提出日の前月末現在  
（平成18年８月31日） 

新株予約権の数 ２個 ―  

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 ―  

新株予約権の目的となる株式の数 2,000株 ―  

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり966円 ―  

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。 

―  

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 

―  

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。 

―  

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。 

―  

代用払込に関する事項  ― ―  



平成15年６月25日定時株主総会決議 

  
中間会計期間末現在 
（平成18年６月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年８月31日） 

新株予約権の数 40個 33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 40,000株 33,000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 

代用払込に関する事項  ― ― 



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18年６月30日現在及び平成18年８月31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。 

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

 （注）※１ 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。   

２ 平成18年７月１日から平成18年８月31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80,207株、資本金及び資本準備金がそれぞれ65百万円増加しています。 

  
中間会計期間末現在 
（平成18年６月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年８月31日） 

新株予約権の数 2,980個  2,260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 298,000株  226,000株 

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 

代用払込に関する事項  ― ― 

銘柄 
平成18年６月30日現在 平成18年８月31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 
94百万円 828円00銭 

１株につき 

414円 
93百万円 828円00銭 

１株につき 

414円 

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18年１月１日～  

平成18年６月30日 
※１ 329 286,067 147 48,026 147 60,116 



(4）【大株主の状況】 

 （注） バークレイズ・グローバル・インベスターズ信託銀行株式会社及び共同保有者９社が連名で平成18年７月11日

付で提出した大量保有報告書の変更報告書（№14）の写しの送付があり、平成18年６月30日現在で20,756千株

を保有している旨の報告を受けましたが、当社として当中間会計期間末現在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、当該変更報告書に記載の保有株式数及び当中間会計期間末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18年６月30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 22.56 

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 13,052 4.56 

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 

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 11,208 3.92 

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 3.82 

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 

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋１丁目９番１号 5,506 1.93 

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） 
5,137 1.80 

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） 
4,314 1.51 

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） 

4,038 1.41 

計 ― 137,052 47.91 



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（％） 

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 7,744 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 
6,446 2.25 

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 
3,595 1.26 

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 
1,665 0.58 

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 683 0.24 

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 

326 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 
194 0.07 

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  
74 0.03 

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  
13 0.00 

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 

計 ― 20,756 7.26 



(5）【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1,700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17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 59株、サクラ工業株式会社 70株、Ａ．Ｉ．Ｓ株式会社 84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11株の合計70

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34株の合計

84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18年６月30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   90,400 

（相互保有株式） 

普通株式   98,500 

― ― 

完全議決権株式（その他） 普通株式 285,691,600 2,856,899 ― 

単元未満株式 普通株式     187,383 ― 
１単元（100株）未満

の株式 

発行済株式総数 286,067,883 ― ― 

総株主の議決権 ― 2,856,899 ― 

  平成18年６月30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 90,400 － 90,400 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 8,100 79,300 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 19,000 19,200 0.01 

計 ― 161,800 27,100 188,900 0.07 



２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・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。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりです。 

役職の異動 

月別 平成18年１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 

最高（円） 3,120 3,040 2,925 3,260 3,470 3,090 

最低（円） 2,505 2,505 2,505 2,860 2,905 2,615 

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日 

常務取締役 

渉外担当（東京駐在） 

常務取締役 

技術担当  

宮尾 博保 

平成１８年６月１日 

常務取締役 

渉外担当（東京駐在） 

東京事務所長  

常務取締役 

渉外担当（東京駐在） 
平成１８年７月１日 

取締役 

安全保障貿易管理担当 

安全保障貿易管理ユニット準備室長  

取締役 

財務・人事担当 

日本本部長  

菅沼 幸雄  

平成１８年４月１日 

取締役 

安全保障貿易管理本部長 

安全保障貿易管理本部審査室長  

取締役 

安全保障貿易管理担当 

安全保障貿易管理ユニット準備室長  

平成１８年５月１日 

取締役 

安全保障貿易管理本部長 

安全保障貿易管理本部審査部長   

取締役 

安全保障貿易管理本部長 

安全保障貿易管理本部審査室長   

平成１８年７月１日 

取締役 

プロセス・ＩＴ部長  

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  平成１８年７月１日 

取締役 

財務担当 

経営企画ユニット コーポレートユ

ニットリーダー 

日本本部長  

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  

平成１８年４月１日 

取締役 

財務担当 

経営企画部長 

日本本部長   

取締役 

財務担当 

経営企画ユニット コーポレートユ

ニットリーダー 

日本本部長   

平成１８年７月１日



第５【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しています。 

 なお、前中間連結会計期間（平成17年１月１日から平成17年６月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則

に基づき、当中間連結会計期間（平成18年１月１日から平成18年６月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規

則に基づいて作成しています。 

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しています。 

 なお、前中間会計期間（平成17年１月１日から平成17年６月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成18年１月１日から平成18年６月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて

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、前中間連結会計期間（平成17年１月１日から平成17年６月30日ま

で）及び当中間連結会計期間（平成18年１月１日から平成18年６月30日まで）の中間連結財務諸表並びに前中間会計

期間（平成17年１月１日から平成17年６月30日まで）及び当中間会計期間（平成18年１月１日から平成18年６月30日

まで）の中間財務諸表について、新日本監査法人の中間監査を受けています。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

    
前中間連結会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（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
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金     40,606 93,597   38,809 

２ 受取手形及び 
売掛金 

※2   204,246 241,825   206,213 

３ たな卸資産 ※2   204,169 244,415   251,227 

４ 繰延税金資産     28,894 41,495   34,672 

５ その他     20,862 27,872   30,987 

貸倒引当金     △6,403 △7,203   △6,986 

流動資産合計     492,375 58.3 642,002 60.7   554,924 57.9

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産           

(1）建物及び 
構築物 

※1 
※2 

80,181   91,473 86,270   

(2）機械装置及び 
運搬具 

※1 
※2 

87,318   107,295 99,524   

(3）土地 ※2 87,756   93,278 89,653   

(4）その他 
※1 
※2 

37,904 293,161 48,437 340,484 48,397 323,846 

２ 無形固定資産 ※2   3,363 3,656   3,075 

３ 投資その他の資産           

(1）投資有価証券   30,269   32,023 37,060   

(2）繰延税金資産   17,943   15,278 14,011   

(3）その他   10,366   26,964 28,788   

貸倒引当金   △2,946 55,633 △2,809 71,457 △3,229 76,630 

固定資産合計     352,157 41.7 415,598 39.3   403,552 42.1

資産合計     844,533 100.0 1,057,601 100.0   958,476 100.0 

            

 



    
前中間連結会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（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
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１ 支払手形及び 
買掛金 

    156,977 175,175   176,000 

２ 短期借入金 ※2   105,521 138,697   120,982 

３ １年以内に償還 
の社債 

    5,000 0   5,000 

４ コマーシャル・ 
ペーパー 

    3,340 23,030   6,991 

５ 未払金     44,508 48,815   46,645 

６ 未払法人税等     9,300 13,956   13,318 

７ 賞与引当金     8,997 9,390   9,494 

８ 製品保証引当金     20,756 26,889   24,339 

９ その他     62,307 73,540   70,447 

流動負債合計     416,709 49.3 509,494 48.2   473,221 49.4

Ⅱ 固定負債           

１ 社債     378 94   295 

２ 長期借入金 ※2   11,143 42,180   20,747 

３ 再評価に係る 
繰延税金負債 

    12,264 12,999   12,208 

４ 退職給付引当金     30,499 33,916   32,207 

５ 役員退職慰労 
引当金 

    519 516   545 

６ 製造物賠償責任 
引当金 

    2,909 1,241   1,240 

７ 二輪車リサイクル 
引当金 

    808 944   843 

８ その他 ※2   8,689 8,186   8,542 

固定負債合計     67,213 8.0 100,079 9.5   76,629 8.0

負債合計     483,922 57.3 609,574 57.6   549,850 57.4

（少数株主持分）           

少数株主持分     21,108 2.5 － －   24,730 2.6

 



    
前中間連結会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（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
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資本の部）           

Ⅰ 資本金     47,709 5.6 － －   47,879 5.0

Ⅱ 資本剰余金     60,191 7.1 － －   60,361 6.3

Ⅲ 利益剰余金     251,731 29.8 － －   276,597 28.9

Ⅳ 土地再評価差額金     18,628 2.2 － －   18,542 1.9

Ⅴ その他有価証券 
評価差額金 

    3,261 0.4 － －   5,960 0.6

Ⅵ 為替換算調整勘定     △41,905 △5.0 － －   △25,316 △2.6

Ⅶ 自己株式     △114 △0.0 － －   △128 △0.0

資本合計     339,502 40.2 － －   383,895 40.1

負債、少数株主持分
及び資本合計 

    844,533 100.0 － －   958,476 100.0 

            

  
前中間連結会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（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
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

           

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本                  

１ 資本金    － －  48,026 4.5  － － 

２ 資本剰余金    － －  60,509 5.7  － － 

３ 利益剰余金    － －  314,643 29.8  － － 

４ 自己株式    － －  △142 △0.0  － － 

株主資本合計    － －  423,036 40.0  － － 

Ⅱ 評価・換算差額等                  

１ その他有価証券 
評価差額金 

   － －  5,612 0.5  － － 

２ 繰延ヘッジ損益    － －  △663 △0.1  － － 

３ 土地再評価差額金    － －  17,738 1.7  － － 

４ 為替換算調整勘定    － －  △23,947 △2.3  － － 

評価・換算差額等合計    － －  △1,260 △0.1  － － 

Ⅲ 少数株主持分    － －  26,250 2.5  － － 

純資産合計    － －  448,026 42.4  － － 

負債純資産合計    － －  1,057,601 100.0  － － 

           



②【中間連結損益計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（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
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     676,951 100.0 812,918 100.0   1,375,249 100.0 

Ⅱ 売上原価     491,355 72.6 594,198 73.1   1,002,270 72.9

売上総利益     185,596 27.4 218,720 26.9   372,978 27.1

Ⅲ 販売費及び    
一般管理費 

※1   128,847 19.0 152,826 18.8   269,637 19.6

営業利益     56,749 8.4 65,894 8.1   103,341 7.5

Ⅳ 営業外収益           

１ 受取利息   3,501   6,481 7,218   

２ 持分法による  
投資利益 

  716   644 906   

３ 為替差益   635   632 1,339   

４ その他   4,792 9,646 1.4 5,990 13,749 1.7 6,706 16,170 1.2

Ⅴ 営業外費用           

１ 支払利息   2,729   3,798 4,948   

２ 早期退職制度費用   651   283 1,214   

３ 販売金融関連費用    －   2,635 5,151   

４ 販売金融資産  
評価差損 

   －   2,733 3,014   

５ その他   7,085 10,466 1.5 2,614 12,064 1.5 2,081 16,411 1.2

経常利益     55,929 8.3 67,579 8.3   103,101 7.5

Ⅵ 特別利益           

１ 固定資産売却益 ※2 251   573 440   

２ 投資有価証券  
売却益 

  0 251 0.0 0 573 0.1 263 703 0.1

Ⅶ 特別損失           

１ 固定資産処分損 ※3 801   774 1,484   

２ 投資有価証券  
売却損 

   －   302 0   

３ その他   0 801 0.1 106 1,183 0.1 0 1,484 0.1

税金等調整前中間 
（当期）純利益 

    55,379 8.2 66,969 8.2   102,319 7.4

法人税、住民税 
及び事業税 

  17,888   26,933 37,726   

法人税等調整額   △1,241 16,646 2.5 △7,514 19,419 2.4 △3,991 33,734 2.5

少数株主利益     1,913 0.3 3,291 0.4   4,560 0.3

中間（当期） 
純利益 

    36,819 5.4 44,257 5.4   64,024 4.7

            



③【中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書】 

 中間連結剰余金計算書 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

前連結会計年度の要約 
連結剰余金計算書 

（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 57,543 57,543 

Ⅱ 資本剰余金増加高   

転換社債の転換 1,346 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 379 380   

株式交換による増加高 922 2,648 922 2,818 

Ⅲ 資本剰余金減少高 0 0 

Ⅳ 資本剰余金中間期末 
（期末）残高 

60,191 60,361 

    

（利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高 218,506 218,506 

Ⅱ 利益剰余金増加高   

１ 中間（当期）純利益 36,819 64,024   

２ 連結子会社の増加に 
伴う増加高 

4 4   

３ 持分法適用会社の増加 
に伴う増加高 

150 150   

４ 土地再評価差額金 
取崩額 

343 37,317 428 64,608 

Ⅲ 利益剰余金減少高   

１ 配当金 3,939 6,365   

２ 役員賞与 157 157   

３ 持分法適用会社の減少
に伴う減少高 
（△は増加高） 

△4 4,092 △4 6,517 

Ⅳ 利益剰余金中間期末 
（期末）残高 

251,731 276,597 

    



中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成17年12月31日残高 

（百万円） 
47,879 60,361 276,597 △128 384,708 

中間連結会計期間中の変動額      

新株の発行 147 147     294 

土地再評価差額金の取崩     8   8 

剰余金の配当     △5,570   △5,570 

役員賞与     △215   △215 

中間純利益     44,257   44,257 

連結子会社の増加     1,065   1,065 

持分法適用会社の減少        △1,499   △1,499 

自己株式の取得       △13 △13 

自己株式の処分   0   0 0 

株主資本以外の項目の中間連結 

会計期間中の変動額（純額） 
          

中間連結会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
147 147 38,046 △13 38,327 

平成18年６月30日残高 

（百万円） 
48,026 60,509 314,643 △142 423,036 

 

評価・換算差額等 

少数株主 
持分 

純資産合計 その他 
有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ
損益 

土地再評価
差額金 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算
差額等合計

平成17年12月31日残高 

（百万円） 
5,960 － 18,542 △25,316 △813 24,730 408,625 

中間連結会計期間中の変動額        

新株の発行             294 

土地再評価差額金の取崩             8 

剰余金の配当             △5,570 

役員賞与             △215 

中間純利益             44,257 

連結子会社の増加             1,065 

持分法適用会社の減少             △1,499 

自己株式の取得             △13 

自己株式の処分             0 

株主資本以外の項目の中間連結 

会計期間中の変動額（純額） 
△347 △663 △804 1,369 △447 1,520 1,073 

中間連結会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
△347 △663 △804 1,369 △447 1,520 39,400 

平成18年６月30日残高 

（百万円） 
5,612 △663 17,738 △23,947 △1,260 26,250 448,026 



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日）

前連結会計年度の要約 
連結キャッシュ・フロー

計算書 
（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） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動による 
    キャッシュ・フロー 

  

税金等調整前中間
（当期）純利益 

  55,379 66,969 102,319

減価償却費   18,103 23,240 39,915

連結調整勘定償却額   3,361 △41 3,346

貸倒引当金の増減額
（△は減少額） 

  84 △340 640

退職給付引当金の 
増減額 
（△は減少額） 

  △1,075 1,577 279

受取利息及び 
受取配当金 

  △3,711 △6,782 △7,606

支払利息   2,863 3,798 4,948

為替差益又は差損
（△は差益） 

  25 △16 53

持分法による 
投資利益又は損失 
（△は利益） 

  △716 △644 △906

有形・無形固定資産
売却益 

  △251 △573 △440

有形・無形固定資産
処分損 

  801 774 1,484

投資有価証券売却益
又は売却損 
（△は売却益） 

  0 302 △263

売上債権の増減額
（△は増加額） 

  △57,271 △30,944 △57,169

たな卸資産の増減額
（△は増加額） 

  302 8,833 △45,097

仕入債務の増減額
（△は減少額） 

  10,582 △4,428 27,732

役員賞与   △157 △215 △157

その他   16,527 16,462 27,448

小計   44,848 77,970 96,530

 



    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日）

前連結会計年度の要約 
連結キャッシュ・フロー

計算書 
（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） 金額（百万円） 

利息及び配当金の 
受取額 

  3,426 5,057 7,893

利息の支払額   △2,907 △3,727 △5,179

法人税等の支払額   △16,561 △26,390 △32,937

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

  28,806 52,909 66,307

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 

  △216 △656 △268

定期預金の払戻 
による収入 

  0 678 432

有形・無形固定資産
の取得による支出 

  △32,642 △43,413 △72,182

有形・無形固定資産
の売却による収入 

  3,509 1,957 6,256

投資有価証券の取得
による支出 

  △2,003 △744 △2,836

投資有価証券の売却
による収入 

  3 257 469

連結子会社株式の 
追加取得による支出 

※1 △2,353 0 △2,732

長期貸付けによる 
支出 

  △97 △1,097 △1,066

長期貸付金の回収に
よる収入 

  64 2,498 153

その他   △536 525 △300

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

  △34,271 △39,995 △72,074

 



    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日）

前連結会計年度の要約 
連結キャッシュ・フロー

計算書 
（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） 金額（百万円） 

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） 

  22,741 37,031 23,350

長期借入れによる 
収入 

  230 23,047 2,943

長期借入金の返済 
による支出 

  △4,294 △4,635 △9,297

社債の償還による 
支出 

  △10,000 △5,000 △10,000

少数株主の増資引受 
による収入 

  ― 452 ―

配当金の支払額   △3,939 △5,570 △6,365

少数株主に対する 
配当金の支払額 

  △860 △1,742 △962

自己株式の取得 
及び売却 

  △12 △13 △25

資本金及び 
資本剰余金の増加額 

  70 93 326

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

  3,935 43,664 △31

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

  1,284 △3,447 3,820

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増減額（△は減少額） 

  △244 53,131 △1,978

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

  38,921 38,657 38,921

Ⅶ 新規連結による現金 
及び現金同等物の 
増加額 

  1,714 1,499 1,714

Ⅷ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

※2 40,391 93,288 38,657

   



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（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   98社 

主要な連結子会社名 

ヤマハ発動機販売㈱、Yamaha  

Motor Corporation, U.S.A.、 

Yamaha Motor Europe N.V. 

 海外子会社のうち上海ヤマハ建

設モーターサイクル銷售有限公司

は重要性が増加したため、当中間

連結会計期間より連結の範囲に含

めました。また、Moric  

(Thailand) Ltd.は当中間連結会

計期間において支配権を獲得した

ことにより、当中間連結会計期間

より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、中間純

損益及び利益剰余金等を考慮した

場合、全体としても中間連結財務

諸表に重要な影響を及ぼしていま

せん。 

１ 連結の範囲に関する事項 

連結子会社   111社 

主要な連結子会社名 

ヤマハ発動機販売㈱、Yamaha  

Motor Corporation, U.S.A.、 

Yamaha Motor Europe N.V. 

 国内子会社のうち㈱ティー・シ

ー、㈱イー・アンド・エス、西日

本スカイテック㈱、ヤマハモータ

ーアシスト㈱、㈱ピーアンドシー

サービスは、当中間連結会計期間

より連結の範囲に含めました。ま

た、当中間連結会計期間に設立し

た創輝Ｈ・Ｓ㈱を連結の範囲に含

めました。 

 海外子会社のうちOOO(オーオー

オー)Yamaha Motor CIS、Yamaha  

Motor Parts Manufacturing  

Vietnam Co.,Ltd.、TYMA Co., 

Ltd.、株洲雅馬哈摩托減震器有限

公司、雅馬哈発動機商貿（上海）

有限公司、萌力克（蘇州）電装有

限公司は、当中間連結会計期間よ

り連結の範囲に含めました。ま

た、当中間連結会計期間に設立し

た 

Yamaha Motor CZECH spol.s.r.o. 

は当中間連結会計期間より連結の

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、中間純損

益及び利益剰余金等を考慮した場

合、全体としても中間連結財務諸

表に重要な影響を及ぼしていませ

ん。 

１ 連結の範囲に関する事項 

連結子会社   98社 

主要な連結子会社名 

ヤマハ発動機販売㈱、Yamaha  

Motor Corporation, U.S.A.、 

Yamaha Motor Europe N.V. 

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。 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（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 15社 

Yamaha Motor Components  

(Europe) s.r.l. 

他14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 31社 

重慶建設・ヤマハモーターサイ

クル有限公司 

他30社 

 当中間連結会計期間より西日本

スカイテック㈱、㈱ティー・シ

ー、福州佳新創輝機電有限公司を

持分法の適用の範囲に含めまし

た。 

 なお、従来持分法適用会社であ

った海外子会社Elm Design  

Europe S.A.は清算により、当中

間連結会計期間より持分法の適用

の範囲から除きました。また上海

ヤマハ建設モーターサイクル銷售

有限公司は当中間連結会計期間よ

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５社については、中間連結純損

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。 

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 

 当中間連結会計期間より㈱エコ

ールとよはしを持分法の適用の範

囲に含めました。 

 従来持分法適用会社であった

Hong Leong Yamaha Distributors  

Sdn. Bhd.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、

当中間連結会計期間より持分法の

適用の範囲から除きました。 

 また、㈱ティー・シー、㈱イ

ー・アンド・エス、西日本スカイ

テック㈱、ヤマハモーターアシス

ト㈱、㈱ピーアンドシーサービ

ス、株洲雅馬哈摩托減震器有限公

司、雅馬哈発動機商貿（上海）有

限公司は当中間連結会計期間より

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４社及び海南科達雅

游艇製造有限公司などの関連会社

５社については、中間連結純損益

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、前中間連結会計期間におい

て、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、前連結会計年度よ

り中国名の表記に変更したもので

す。 

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 

 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。 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

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

３ 連結子会社の中間決算日等に関す

る事項 

 すべての連結子会社の中間会計期

間の末日は、中間連結決算日と一致

しています。 

３ 連結子会社の中間決算日等に関す

る事項 

同左 

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。 

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 

 中間連結会計期間末日の

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 

 中間連結会計期間末日の

市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直

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 

 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。） 

時価のないもの 

 移動平均法による原価

法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

(ロ）デリバティブ 

 時価法 

(ロ）デリバティブ 

同左 

(ロ）デリバティブ 

同左 

(ハ）たな卸資産 

 主として総平均法による低

価法 

(ハ）たな卸資産 

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 

 主として定率法 

(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 

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 

 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。 

(ロ）無形固定資産 

同左 

(ロ）無形固定資産 

同左 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

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

(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 

(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

に対応する中間連結会計期間

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中間連結

会計期間末時点までの負担分

を計上していますが、前連結

会計年度に決算期を変更した

ことにより、支給見込額と支

給見込額のうち中間連結会計

期間末時点までに負担すべき

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。 

(ロ）賞与引当金 

同左 

(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 

(ハ）製品保証引当金 

同左 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

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

(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、当中間

連結会計期間末に発生してい

ると認められる額を計上して

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 

(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。 

(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 

(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 

(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 

同左 

(ト）二輪車リサイクル引当金 

同左 

(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 

(4）重要なリース取引の処理方法 

同左 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（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 

(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 

 当社グループは、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 

(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 

(ハ）ヘッジ方針 

同左 

(ニ）ヘッジの有効性評価の方法 

 当社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 

(ニ）ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

(6）その他中間連結財務諸表作成

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）その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

(イ）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 

 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。 

― 

(ロ）連結納税制度の適用 

 当中間連結会計期間より連結

納税制度を適用しています。 

― 

 



中間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 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

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

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

 中間連結キャッシュ・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。 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

同左 

５ 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。 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

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

― 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準)  

 当中間連結会計期間より「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」（企業会計基準委員会平成

17年12月９日 企業会計基準第５

号）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準適用指針

第８号）を適用しています。これに

よる損益に与える影響はありませ

ん。 

  なお、従来の資本の部の合計に相

当する金額は422,439百万円です。 

 中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当中間連結会計期間における中

間連結貸借対照表の純資産の部につ

いては、改正後の中間連結財務諸表

規則により作成しています。 

― 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

― 

（中間連結損益計算書)  

 前中間連結会計期間において、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を、当中間

連結会計期間より、内容を適切に表すために、「販売金

融関連費用」及び「販売金融資産評価差損」に集約して

区分掲記しています。なお、前中間連結会計期間におけ

る「販売金融関連費用」は3,811百万円、「販売金融資

産評価差額」1,649百万円です。 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前連結会計年度末 
（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427,928百万円です。 

※１ 有形固定資産より控除した減価償却累

計額は463,431百万円です。 

※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。 

※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 18,211百万円

たな卸資産 2,710 

建物及び構築物 2,122 

機械装置及び運搬具 5,152 

土地 475 

計 28,672 

受取手形及び売掛金 20,914百万円

たな卸資産 1,987 

建物及び構築物 2,282 

機械装置及び運搬具 3,077 

土地 532 

有形固定資産の 

その他 
664 

無形固定資産 305 

計 29,764 

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。  担保付債務は次のとおりです。 

短期借入金 22,809百万円

固定負債のその他 567 

計 23,377 

短期借入金 26,141百万円

長期借入金 699 

固定負債のその他 543 

計 27,384 

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 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。 

３ 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。 

３ 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〕  

スクレッティング㈱※ 570百万円

小名浜マリーナ㈱ 30 

福州佳新創輝機電 

有限公司 
86 

〔その他〕   

㈱マリーナ河芸 72 

㈱エンルムマリーナ 

室蘭 
136 

計 894 

〔関係会社〕  

小名浜マリーナ㈱ 15百万円

福州佳新創輝機電 

有限公司 
91 

〔その他〕   

㈱マリーナ河芸 62 

㈱エンルムマリーナ 

室蘭 
110 

計 279 

〔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102百万円含まれています。 

※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。 

 上記の金額には保証類似行為によるも

のが77百万円含まれています。 

 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。 

  

４ 受取手形割引高は1,206百万円です。 ４ 受取手形割引高は1,358百万円です。 ４ 受取手形割引高は1,748百万円です。 



（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（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。 

※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 15,516百万円

運送費 13,582 

製品保証引当金 

繰入額 
6,666 

貸倒引当金繰入額 523 

諸給与 32,101 

賞与引当金繰入額 2,656 

退職給付引当金 

繰入額 
1,648 

役員退職慰労引当金

繰入額 
28 

二輪車リサイクル 

引当金繰入額 
45 

広告宣伝費 17,453百万円

販売促進費 18,537 

運送費 17,025 

製品保証引当金 

繰入額 
7,285 

貸倒引当金繰入額 23 

諸給与 35,457 

賞与引当金繰入額 3,030 

退職給付引当金 

繰入額 
2,087 

役員退職慰労引当金

繰入額 
7 

二輪車リサイクル 

引当金繰入額 
101 

広告宣伝費 29,703百万円

販売促進費 27,799 

運送費 29,356 

製品保証引当金 

繰入額 
14,428 

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 

二輪車リサイクル 

引当金繰入額 
81 

※２ 固定資産売却益の内訳は、次のとおり

です。 

※２ 固定資産売却益の内訳は、次のとおり

です。 

※２ 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 106百万円

２）機械装置及び 

運搬具 
109 

３）土地 2 

４）その他 32 

計 251 

１）建物及び構築物 138百万円

２）機械装置及び 

運搬具 
53 

３）土地 345 

４）その他 35 

計 573 

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 

※３ 固定資産処分損の内訳は、次のとおり

です。 

※３ 固定資産処分損の内訳は、次のとおり

です。 

※３ 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 341百万円

２）機械装置及び 

運搬具 
259 

３）土地 102 

４）その他 97 

計 801 

１）建物及び構築物 164百万円

２）機械装置及び 

運搬具 
508 

３）土地 10 

４）その他 90 

計 774 

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190百万円含まれていま

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140百万円含まれていま

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 5百万円

２）機械装置及び 

運搬具 
77 

３）土地 102 

４）その他 5 

計 190 

１）建物及び構築物 59百万円

２）機械装置及び 

運搬具 
62 

３）土地 10 

４）その他 8 

計 140 

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 



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項  

（注）株式数の増加の理由は以下のとおりです。 

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）株式数の増減の理由は以下のとおりです。 

  

３．新株予約権に関する事項 

 当中間連結会計期間末の社債94百万円は旧商法に基づいて発行した転換社債ですが、新株予約権の目的となる株式

の数が当中間連結会計期間末の発行済株式総数に対して重要性が乏しいため、記載を省略しています。 

  

４．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後となるもの 

 
前連結会計年度末 

株式数 
当中間連結会計期間
増加株式数 

当中間連結会計期間 
減少株式数 

当中間連結会計 
期間末株式数 

普通株式（株） 285,738,148 329,735 0 286,067,883 

転換社債の転換による増加  242,735株

新株予約権の権利行使による増加  

  

87,000株

 
前連結会計年度末 

株式数 
当中間連結会計期間
増加株式数 

当中間連結会計期間 
減少株式数 

当中間連結会計 
期間末株式数 

普通株式（株） 112,174 5,046 252 116,968 

単元未満株の買取りによる増加 4,593株

持分法適用会社の取得による増加 453株

単元未満株の買増要求による減少 252株

決議 株式の種類 配当金の総額 
１株当たり 
配当額 

基準日 効力発生日 

平成18年３月28日 

定時株主総会 
 普通株式  5,570百万円 

普通 14円 50銭 

記念  5円 00銭 

 計  19円 50銭 

平成17年12月31日 平成18年３月29日

決議 株式の種類 配当金の総額 配当の原資 
１株当たり 
配当額 

基準日 効力発生日 

平成18年８月１日 

取締役会 
普通株式 4,289百万円  利益剰余金 15円 00銭 平成18年６月30日 平成18年９月11日



（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（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 連結子会社の株式を少数株主から購入

したものです。 

※２ 現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間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中間期末残高と

中間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 40,606百万円

預入期間が３ヶ月を 

超える定期預金 
△856 

流動資産のその他 641 

現金及び現金同等物 40,391 

現金及び預金勘定 93,597百万円

預入期間が３ヶ月を 

超える定期預金 
△522 

流動資産のその他 213 

現金及び現金同等物 93,288 

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 

流動資産のその他 395 

現金及び現金同等物 38,657 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（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中間期末残高相当

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中間期末残高相当

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 
(百万円) 

減価 
償却 
累計額
相当額 
(百万円) 

中間 
期末 
残高 
相当額 
(百万円) 

その他 
（工具、器
具及び備品
等） 

9,398 5,227 4,170 

  

取得 
価額 
相当額 
(百万円)

減価 
償却 
累計額
相当額 
(百万円)

中間 
期末 
残高 
相当額 
(百万円)

その他 
（工具、器具
及び備品等）

8,467 5,531 2,935

取得 
価額 
相当額 
(百万円) 

減価 
償却 
累計額
相当額 
(百万円) 

期末 
残高 
相当額 
(百万円)

その他 
（工具、器
具及び備品
等） 

8,965 5,441 3,524

 なお、取得価額相当額は、未経過リー

ス料中間期末残高が有形固定資産の中間

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  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。 

(2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 

１年内 1,517百万円

１年超 2,653 

合計 4,170 

１年内 1,320百万円

１年超 1,614 

合計 2,935 

１年内 1,438百万円

１年超 2,086 

合計 3,524 

 なお、未経過リース料中間期末残高相

当額は、未経過リース料中間期末残高が

有形固定資産の中間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  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。 

(3）支払リース料等 (3）支払リース料等 (3）支払リース料等 

支払リース料 940百万円

減価償却費相当額 940 

支払リース料 769百万円

減価償却費相当額 769 

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 

(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 

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 861百万円

１年超 1,024 

合計 1,885 

１年内 1,216百万円

１年超 1,183 

合計 2,399 

１年内 1,326百万円

１年超 1,546 

合計 2,872 



（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成17年６月30日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

２ 時価のない主な有価証券の内容 

 （注） 当中間連結会計期間において、有価証券について７百万円（その他有価証券で時価のない株式について７百万

円）減損処理を行っています。 

なお、減損処理にあたっては、期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。 

当中間連結会計期間末（平成18年６月30日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

２ 時価のない主な有価証券の内容 

 （注） 当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のない株式について６百万円減損処理を行っています。

なお、減損処理にあたっては、期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。 

種類 取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表 
計上額（百万円） 

差額（百万円） 

株式 4,814 10,234 5,419 

債券 0 0 0 

合計 4,814 10,234 5,419 

  中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券   

非上場株式 1,908 

種類 取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表 
計上額（百万円） 

差額（百万円） 

株式 5,035 14,330 9,294 

債券 0 0 0 

合計 5,035 14,330 9,294 

  中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券   

非上場株式 2,255 

その他 213 



前連結会計年度末（平成17年12月31日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

２ 時価のない主な有価証券の内容 

 （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。 

（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間末（平成17年６月30日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

 （注） ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いています。 

当中間連結会計期間末（平成18年６月30日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

 （注） 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。 

前連結会計年度末（平成17年12月31日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

 （注） 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。 

（ストック・オプション関係） 

 該当事項はありません。 

種類 取得原価（百万円） 
連結貸借対照表計上額 

（百万円） 
差額（百万円） 

株式 4,808 14,680 9,872 

債券 0 0 0 

合計 4,808 14,680 9,872 

  連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券   

非上場株式 1,909 

その他 0 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（百万円） 時価（百万円） 評価損益（百万円） 

金利 金利スワップ取引 6,000 61 61 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（百万円） 時価（百万円） 評価損益（百万円） 

金利 金利スワップ取引 6,000 20 20 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（百万円） 時価（百万円） 評価損益（百万円） 

金利 金利スワップ取引 6,000 40 40 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成17年１月１日 至 平成17年６月30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。 

  
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）

売上高          

(1）外部顧客に対する

売上高 
381,241 133,167 92,418 70,123 676,951 ― 676,951

(2）セグメント間の 

内部売上高又は 

振替高 

0 0 0 52,019 52,019 (52,019) ―

計 381,241 133,167 92,418 122,143 728,971 (52,019) 676,951

営業費用 357,589 118,231 83,461 112,939 672,222 (52,019) 620,202

営業利益 23,652 14,936 8,957 9,203 56,749 0 56,749

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 



当中間連結会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

 （注）１ 事業区分の方法 …………………………… 前中間連結会計期間に同じ 

２ 各事業区分に属する主要な製品の名称 …… 前中間連結会計期間に同じ 

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。 

前連結会計年度（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 …………………………… 前中間連結会計期間に同じ 

２ 各事業区分に属する主要な製品の名称 …… 前中間連結会計期間に同じ 

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）

売上高          

(1）外部顧客に対する

売上高 
484,627 147,956 104,281 76,053 812,918 － 812,918

(2）セグメント間の 

内部売上高又は 

振替高 

0 0 0 58,811 58,811 (58,811) －

計 484,627 147,956 104,281 134,865 871,730 (58,811) 812,918

営業費用 455,408 130,115 94,992 125,320 805,835 (58,811) 747,024

営業利益 29,218 17,841 9,289 9,545 65,894 0 65,894

  
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）

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



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成17年１月１日 至 平成17年６月30日） 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。 

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。 

当中間連結会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 …… 前中間連結会計期間に同じ 

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）

売上高                 

(1）外部顧客に 

対する売上高 
146,591 195,351 166,132 128,188 40,687 676,951 ― 676,951 

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

240,633 10,922 1,709 16,774 2,690 272,730 (272,730) ― 

計 387,224 206,274 167,841 144,963 43,377 949,682 (272,730) 676,951 

営業費用 371,758 193,511 153,943 135,075 39,794 894,083 (273,880) 620,202 

営業利益 15,466 12,763 13,898 9,887 3,583 55,599 1,150 56,749 

  
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）

売上高                 

(1）外部顧客に 

対する売上高 
147,757 231,856 199,375 178,509 55,418 812,918 － 812,918 

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

264,488 12,138 2,028 26,462 2,882 307,999 (307,999) － 

計 412,246 243,995 201,404 204,972 58,300 1,120,918 (307,999) 812,918 

営業費用 394,053 232,600 183,669 196,277 52,538 1,059,139 (312,115) 747,024 

営業利益 18,192 11,395 17,734 8,694 5,762 61,778 4,115 65,894 



前連結会計年度（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います。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 …… 前中間連結会計期間に同じ 

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）

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 

（又は営業損失） 
33,469 24,082 17,710 25,195 6,395 106,854 (3,512) 103,341 



【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自 平成17年１月１日 至 平成17年６月30日） 

 （注）１ 国及び地域の区分は、地理的近接度によっています。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(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、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。 

当中間連結会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

 （注）１ 国及び地域の区分は、地理的近接度によっています。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(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。 

前連結会計年度（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います。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 …… 当中間連結会計期間に同じ 

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） 203,348 175,582 145,547 58,705 583,184 

Ⅱ 連結売上高（百万円）         676,951 

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
30.0 25.9 21.5 8.7 86.1 

  北米 欧州 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 237,335 204,429 198,814 77,734 718,312 

Ⅱ 連結売上高（百万円）         812,918 

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
29.2 25.1 24.5 9.6 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 



（１株当たり情報） 

 （注）１ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。 

 （注）２ １株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下

のとおりです。 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（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 1,189円96銭

１株当たり中間純利益 129円90銭

潜在株式調整後 

１株当たり中間純利益 
129円05銭

１株当たり純資産額 1,474円99銭

１株当たり中間純利益 154円82銭

潜在株式調整後 

１株当たり中間純利益
154円64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

  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日)

前連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日)

純資産の部の合計額（百万円） － 448,026 － 

純資産の部の合計額から控除する金額 

（百万円） 
－ 26,250 － 

（うち少数株主持分）  （－）  （26,250）  （－） 

普通株式に係る中間期末（期末）の 

純資産額（百万円） 
－ 421,776 － 

中間期末（期末）の普通株式の数 

（千株） 
－ 285,950 － 

  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日)

前連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日)

１株当たり中間（当期）純利益       

中間（当期）純利益（百万円） 36,819 44,257 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 0 0 202 

普通株主に帰属しない金額 

（百万円） 
0 0 202 

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円） 
36,819 44,257 63,821 

普通株式の期中平均株式数（千株） 283,440 285,867 284,388 

潜在株式調整後１株当たり中間 

（当期）純利益 
      

中間（当期）純利益調整額 

（百万円） 
0 0 0 

普通株式増加数（千株） 1,873 332 1,303 

（うち転換社債（千株））  (1,701)  (156)  (1,103) 

（うち新株予約権（千株））  (171)  (175)  (200) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概要 

― ― ― 



（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 

（平成17年６月30日） 
当中間会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（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
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金   1,010   45,656 1,964   

２ 受取手形   5,907   5,146 6,056   

３ 売掛金   49,108   51,660 60,556   

４ たな卸資産   49,897   58,820 53,395   

５ 繰延税金資産   10,095   13,963 10,374   

６ その他   22,969   24,958 18,833   

貸倒引当金   △2,256   △442 △538   

流動資産合計     136,732 30.6 199,763 38.1   150,642 32.2

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産           

(1）建物 ※１ 30,117   33,286 30,842   

(2）機械及び装置 ※１ 28,465   33,945 31,140   

(3）土地   63,632   63,523 63,462   

(4）その他 ※１ 19,055   22,370 21,824   

有形固定資産合計   141,270   153,126 147,269   

２ 無形固定資産   880   869 856   

３ 投資その他の資産           

(1）関係会社株式   125,777   123,875 123,492   

(2）繰延税金資産   13,396   10,158 8,846   

(3）その他   31,232   38,444 39,070   

貸倒引当金   △1,853   △1,426 △1,797   

投資その他の資産
合計 

  168,553   171,052 169,611   

固定資産合計     310,704 69.4 325,048 61.9   317,738 67.8

資産合計     447,436 100.0 524,811 100.0   468,380 100.0 

            

 



    
前中間会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（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
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１ 支払手形   12,328   11,144 10,657   

２ 買掛金   87,173   91,052 100,518   

３ 短期借入金   26,083   45,180 31,823   

４ １年以内に償還
の社債 

  5,000   0 5,000   

５ コマーシャル・
ペーパー 

  0   15,000 0   

６ 未払金   28,306   27,861 31,162   

７ 未払法人税等   2,244   9,554 1,645   

８ 賞与引当金   4,425   4,415 4,310   

９ 製品保証引当金   11,882   15,531 13,442   

10 その他   15,811   17,748 15,451   

流動負債合計     193,256 43.2 237,489 45.3   214,010 45.7

Ⅱ 固定負債           

１ 転換社債   378   94 295   

２ 長期借入金   9,000   23,100 0   

３ 再評価に係る 
繰延税金負債 

  12,264   12,999 12,208   

４ 退職給付引当金   21,086   23,140 22,108   

５ 役員退職慰労 
引当金 

  450   450 450   

６ 製造物賠償責任
引当金 

  2,357   1,218 1,218   

７ 二輪車リサイク
ル引当金 

  808   944 843   

８ 投資損失引当金   －   441 －   

９ その他   293   244 252   

固定負債合計     46,638 10.4 62,632 11.9   37,376 8.0

負債合計     239,895 53.6 300,121 57.2   251,387 53.7

            

 



    
前中間会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（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
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資本の部）           

Ⅰ 資本金     47,709 10.7 － －   47,879 10.2

Ⅱ 資本剰余金           

１ 資本準備金   59,799   － 59,968   

２ その他資本剰余金   392   － 392   

資本剰余金合計     60,191 13.5 － －   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   61,901   － 61,901   

３ 中間（当期） 
未処分利益 

  12,261   － 18,811   

利益剰余金合計     77,938 17.4 － －   84,488 18.0

Ⅳ 土地再評価差額金     18,628 4.2 － －   18,542 4.0

Ⅴ その他有価証券評価
差額金 

    3,164 0.7 － －   5,826 1.2

Ⅵ 自己株式     △91 △0.0 － －   △104 △0.0

資本合計     207,541 46.4 － －   216,993 46.3

負債・資本合計     447,436 100.0 － －   468,380 100.0 

            



  
前中間会計期間末 

（平成17年６月30日） 
当中間会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（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
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

           

（純資産の部）            

Ⅰ 株主資本                  

１ 資本金    － －  48,026 9.2  － － 

２ 資本剰余金            

(1）資本準備金   －   60,116   －   

(2）その他資本剰余金   －   392   －   

資本剰余金合計    － －  60,509 11.5  － － 

３ 利益剰余金            

(1）利益準備金   －   3,775   －   

(2）その他利益剰余金               

特別償却準備金   －   50   －   

圧縮記帳積立金   －   426   －   

別途積立金   －   66,465   －   

繰越利益剰余金   －   23,008   －   

利益剰余金合計    － －  93,726 17.9  － － 

４ 自己株式    － －  △117 △0.0  － － 

株主資本合計    － －  202,144 38.5  － － 

Ⅱ 評価・換算差額等                  

１ その他有価証券評価 
差額金 

   － －  5,467 1.0  － － 

２ 繰延ヘッジ損益    － －  △660 △0.1  － － 

３ 土地再評価差額金    － －  17,738 3.4  － － 

評価・換算差額等合計    － －  22,545 4.3  － － 

純資産合計    － －  224,689 42.8  － － 

負債純資産合計    － －  524,811 100.0  － － 

           



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（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
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     363,181 100.0 389,158 100.0   755,941 100.0 

Ⅱ 売上原価     309,097 85.1 327,910 84.3   643,444 85.1

売上総利益     54,083 14.9 61,247 15.7   112,497 14.9

Ⅲ 販売費及び 
一般管理費 

    45,353 12.5 47,245 12.1   93,242 12.3

営業利益     8,730 2.4 14,002 3.6   19,254 2.5

Ⅳ 営業外収益           

１ 受取利息   374   605 980   

２ 受取配当金   3,782   8,185 6,704   

３ その他   1,052 5,210 1.4 1,989 10,780 2.8 2,880 10,565 1.4

Ⅴ 営業外費用           

１ 支払利息   288   259 483   

２ 転進支援金   73   15 688   

３ その他 ※１ 2,495 2,857 0.8 4,751 5,026 1.3 7,219 8,391 1.1

経常利益     11,083 3.1 19,756 5.1   21,428 2.8

Ⅵ 特別利益 ※２   107 0.0 312 0.1   2,523 0.3

Ⅶ 特別損失 ※３   616 0.2 755 0.2   1,027 0.1

税引前中間 
（当期）純利益 

    10,574 2.9 19,313 5.0   22,925 3.0

法人税、住民税 
及び事業税 

  2,851   8,598 3,849   

法人税等調整額   △108 2,742 0.8 △4,235 4,363 1.1 2,353 6,203 0.8

中間（当期） 
純利益 

    7,832 2.2 14,950 3.8   16,721 2.2

前期繰越利益     4,086 －   4,086 

土地再評価差額金
取崩額 

    342 －   428 

中間配当額     － －   2,425 

中間（当期） 
未処分利益 

    12,261 －   18,811 

            



③【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己 
株式 

株主資本
合計 資本 

準備金 

その他 
資本 
剰余金 

資本 
剰余金 
合計 

利益 
準備金 

その他利益剰余金 
利益 
剰余金 
合計 

配当 
準備 
積立金 

特別 
償却 
準備金 

圧縮 
記帳 
積立金 

別途 
積立金 

繰越 
利益 
剰余金 

平成17年12月31日 

残高 

（百万円） 

47,879 59,968 392 60,361 3,775 1,000 110 324 60,465 18,811 84,488 △104 192,624 

中間会計期間中の 

変動額 
             

新株の発行 147 147   147                 294 

配当準備積立金 

の取崩 
          △1,000       1,000 0   0 

特別償却準備金 

の積立 
            15     △15 0   0 

特別償却準備金 

の取崩 
            △75     75 0   0 

圧縮記帳積立金 

の積立 
              120   △120 0   0 

圧縮記帳積立金 

の取崩 
              △18   18 0   0 

別途積立金の積立                 6,000 △6,000 0   0 

土地再評価差額金 

の取崩 
                  8 8   8 

剰余金の配当                   △5,570 △5,570   △5,570 

役員賞与                   △150 △150   △150 

中間純利益                   14,950 14,950   14,950 

自己株式の取得                       △13 △13 

自己株式の処分     0 0               0 0 

株主資本以外の項

目の中間会計期間 

中の変動額(純額) 

                          

中間会計期間中の 

変動額合計 

（百万円） 

147 147 0 147 0 △1,000 △59 101 6,000 4,196 9,238 △13 9,520 

平成18年６月30日 

残高 

（百万円） 

48,026 60,116 392 60,509 3,775 0 50 426 66,465 23,008 93,726 △117 202,144 



 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

繰延ヘッジ損益 
土地再評価 
差額金 

評価・換算 
差額等合計 

平成17年12月31日残高 

（百万円） 
5,826 － 18,542 24,369 216,993 

中間会計期間中の 

変動額 
     

新株の発行         294 

配当準備積立金 

の取崩 
        0 

特別償却準備金 

の積立 
        0 

特別償却準備金 

の取崩 
        0 

圧縮記帳積立金 

の積立 
        0 

圧縮記帳積立金 

の取崩 
        0 

別途積立金の積立         0 

土地再評価差額金 

の取崩 
        8 

剰余金の配当         △5,570 

役員賞与         △150 

中間純利益         14,950 

自己株式の取得         △13 

自己株式の処分         0 

株主資本以外の項目

の中間会計期間中の

変動額(純額) 

△358 △660 △804 △1,823 △1,823 

中間会計期間中の変動

額合計 

（百万円） 

△358 △660 △804 △1,823 7,696 

平成18年６月30日残高 

（百万円） 
5,467 △660 17,738 22,545 224,689 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1）有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

 移動平均法による原価法 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1）有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1）有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間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。） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間期末日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平

均法により算定していま

す。） 

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。） 

時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

(2）デリバティブ 

時価法 

(2）デリバティブ 

同左 

(2）デリバティブ 

同左 

(3）たな卸資産 

製品及び仕掛品 

 総平均法による原価法に基

づく低価法 

(3）たな卸資産 

製品及び仕掛品 

同左 

(3）たな卸資産 

製品及び仕掛品 

同左 

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 

商品及び原材料、貯蔵品 

同左 

商品及び原材料、貯蔵品 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産 

定率法 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産 

同左 

２ 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 

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。 

(2）無形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

同左 

３ 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。 

３ 引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

同左 

３ 引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

同左 

 



前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（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。 

（追加情報） 

 当社は、将来の支給見込額に

対応する中間期末時点までの負

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

見込額に対応する当中間会計期

間末時点までの負担分を計上し

ていますが、前期に決算期を変

更したことにより、支給見込額

と支給見込額のうち当中間会計

期間末時点までに負担すべき金

額とに差額が生じています。 

(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。 

(2）賞与引当金 

同左 

(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、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 

(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、当中間会計期間末に発生し

ていると認められる額を計上し

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 

(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。 

 



前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

(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 

(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 

(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 

同左 

(7）二輪車リサイクル引当金 

同左 

─ 

(8）投資損失引当金 

 関係会社等への投資に係る損

失に備えるため、その財政状態

を勘案し、必要額を計上してい

ます。 

─  

４ 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。 

４ リース取引の処理方法 

同左 

４ リース取引の処理方法 

同左 

５ 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。 

５ ヘッジ会計の方法 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

５ 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 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 



前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

(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 

(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 

(4）ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

６ その他中間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。 

６ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

(1）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。 

─ 

(2）連結納税制度の適用 

 当中間会計期間より連結納税

制度を適用しています。 

─ 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

─ 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準)  

 当中間会計期間より「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会平成17年

12月９日 企業会計基準第５号）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指針」（企

業会計基準委員会 平成17年12月９

日 企業会計基準適用指針第８号）を

適用しています。これによる損益に

与える影響はありません。 

  なお、従来の資本の部の合計に相

当する金額は225,350百万円です。 

 中間財務諸表等規則の改正により

当中間会計期間における中間貸借対

照表の純資産の部については、改正

後の中間財務諸表等規則により作成

しています。 

 ─ 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前事業年度末 
（平成17年12月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

233,047百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

238,187百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

234,780百万円 

２ 偶発債務 

 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。 

２ 偶発債務 

 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。 

２ 偶発債務 

 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 

 

  7,342百万円 

(2,750百万タイバーツ)

Yamaha Motor Finance  

(Europe) B.V. 

 

  2,000 

Yamaha Motor Europe N.V.  

  1,000 

Yamaha Motor de Mexico,

S.A.de C.V. 

 

  170 

(16,482千メキシコペソ)

PT. Yamaha Motor Parts  

Manufacturing Indonesia 

 

  165 

(1,500千米ドル)

スクレッティング㈱※  

  570 

小名浜マリーナ㈱  

  30 

（その他）  

㈱マリーナ河芸  

  72 

計 11,351 

（関係会社）  

Yamaha Motor de Mexico,

S.A.de C.V. 

 

  54百万円 

(5,296千メキシコペソ)

小名浜マリーナ㈱  

  15 

（その他）  

㈱マリーナ河芸  

  62 

計 131 

    

 上記の金額には保証類似行為による

ものが77百万円含まれています。 

  

（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90百万円含まれています。 

  

 上記の金額には保証類似行為によるも

のが2,102百万円含まれています。 

※ 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 受取手形割引高 

5,551百万円 

３ 受取手形割引高 

5,518百万円 

３ 受取手形割引高 

5,457百万円 



（中間損益計算書関係） 

（中間株主資本等変動計算書関係） 

 当中間会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

   自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）株式数の増減の理由は以下のとおりです。 

  

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

※１ 営業外費用のその他のうち主要なもの ※１ 営業外費用のその他のうち主要なもの ※１ 営業外費用のその他のうち主要なもの 

有価証券減損額 2,149百万円 有価証券減損額 3,776百万円 有価証券減損額 5,217百万円

※２ 特別利益のうち主要なもの ※２ 特別利益のうち主要なもの ※２ 特別利益のうち主要なもの 

固定資産売却益  

１）建物 73百万円

２）構築物 24 

３）その他 9 

計 107 

固定資産売却益  

１）建物 57百万円

２）構築物 35 

３）土地 204 

４）その他 15 

計 312 

関係会社出資金売却益 1,866百万円

関係会社株式売却益 425百万円

固定資産売却益  

１）建物 75百万円

２）構築物 24 

３）土地 111 

４）その他 17 

計 228 

※３ 特別損失のうち主要なもの ※３ 特別損失のうち主要なもの ※３ 特別損失のうち主要なもの 

 なお、上記固定資産処分損には、固定

資産売却損が104百万円含まれています。

その内訳は、次のとおりです。 

固定資産処分損  

１）建物 260百万円

２）構築物 47 

３）機械及び装置 114 

４）工具、器具及び

備品 
81 

５）土地 102 

６）その他 9 

計 616 

１）土地 102百万円

２）その他 2 

計 104 

 なお、上記固定資産処分損には、１百

万円未満の固定資産売却損が含まれてい

ます。 

固定資産処分損  

１）建物 73百万円

２）機械及び装置 339 

３）車輌及びその他

の陸上運搬具 
17 

４）工具、器具及び

備品 
68 

５）その他 6 

計 507 

   

    

    

 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。 

固定資産処分損  

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 

１）土地 102百万円

２）その他 22 

計 125 

      

４ 減価償却実施額 ４ 減価償却実施額 ４ 減価償却実施額 

有形固定資産 6,350百万円

無形固定資産 13 

計 6,364 

有形固定資産 7,555百万円

無形固定資産 13 

計 7,569 

有形固定資産 14,075百万円

無形固定資産 30 

計 14,105 

 
前事業 
年度末 
株式数 

当中間会計 
期間増加 
株式数 

当中間会計 
期間減少 
株式数 

当中間会計 
期間末 
株式数 

普通株式（株） 86,118 4,593 252 90,459 

単元未満株の買取りによる増加   4,593株

単元未満株の買増請求による減少   252株



（リース取引関係） 

（有価証券関係） 

 前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても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。 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（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 

 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 

 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

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

(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 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

中間期
末残高
相当額 
(百万円) 

工具、器具
及び備品 

2,285 1,248 1,036 

その他 1,306 578 728 

合計 3,592 1,826 1,765 

  

取得価
額相当
額 
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円)

中間期
末残高
相当額 
(百万円)

工具、器具
及び備品 

1,651 931 719

その他 1,340 702 638

合計 2,991 1,633 1,358

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

期末残
高相当
額 
(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

料中間期末残高が有形固定資産の中間期末

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  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。 

(2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 

１年内 607百万円

１年超 1,157 

合計 1,765 

１年内 506百万円

１年超 852 

合計 1,358 

１年内 543百万円

１年超 970 

合計 1,513 

 なお、未経過リース料中間期末残高相当

額は、未経過リース料中間期末残高が有形

固定資産の中間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  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。 

(3）支払リース料等 (3）支払リース料等 (3）支払リース料等 

支払リース料 349百万円

減価償却費相当額 349 

支払リース料 296百万円

減価償却費相当額 296 

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 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 



（１株当たり情報） 

 （注）１ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。 

 （注）２ １株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、

以下のとおりです。 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（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 727円37銭

１株当たり中間純利益 27円63銭

潜在株式調整後 

１株当たり中間純利益 
27円45銭

１株当たり純資産額 785円69銭

１株当たり中間純利益 52円29銭

潜在株式調整後 

１株当たり中間純利益
52円23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

  
前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日)

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日)

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日)

純資産の部の合計額（百万円） － 224,689 － 

純資産の部の合計額から控除する金額 

（百万円） 
－ 0 － 

普通株式に係る中間期末（期末）の 

純資産額（百万円） 
－ 224,689 － 

中間期末（期末）の普通株式の数 

（千株） 
－ 285,977 － 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日)

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日)

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日)

１株当たり中間（当期）純利益       

中間（当期）純利益（百万円） 7,832 14,950 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 0 0 150 

普通株主に帰属しない金額 

（百万円） 
0 0 150 

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円） 
7,832 14,950 16,571 

普通株式の期中平均株式数（千株） 283,465 285,893 284,413 

潜在株式調整後１株当たり中間 

（当期）純利益 
      

中間（当期）純利益調整額 

（百万円） 
0 0 0 

普通株式増加数（千株） 1,873 332 1,303 

（うち転換社債（千株）） (1,701) (156) (1,103) 

（うち新株予約権（千株）） (171) (175) (200) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概要 

─ ─ ─ 



（重要な後発事象） 

前中間会計期間（自 平成17年１月１日 至 平成17年６月30日） 

 該当事項はありません。  

当中間会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

 当社は、平成18年９月22日開催の取締役会において、 

イ．当社の発電機を中心とした汎用エンジン事業を連結子会社であるヤマハモーターパワープロダクツ㈱ 

 に承継させる会社分割、 

ロ．当社を存続会社とするヤマハ発動機販売㈱（連結子会社）との吸収合併、 

を平成19年１月１日付けで行うことを決定しました。 

 また、ヤマハ発動機販売株式会社は、合併前に、二輪車を中心としたランドビークルの販売事業を新たに 

子会社として設立したＹＭＳＪ㈱へ、発電機を中心とした汎用エンジンの販売事業をヤマハモーターパワー 

プロダクツ㈱へ、携帯電話の販売事業を連結子会社である㈱ワイエスへ、それぞれ承継させる会社分割を 

平成19年１月１日付（予定）で行うことを併せて決定しました。これにより、ボート・船外機を中心とした 

マリン製品の販売事業及びゴルフカーの販売事業を、吸収合併により当社が引き継ぎます。 

 これらの会社分割及び吸収合併は、国内における今後のさらなる競争激化や環境変化に対し、各事業で 

異なる販売戦略を確実に実行するため、当社及び当社グループの各子会社の機能を再編し、事業競争力の 

強化をめざすことを目的としています。 

 なお、上記の会社分割及び吸収合併による、連結財政状態及び連結経営成績への影響はありません。  

  

イ．ヤマハモーターパワープロダクツ㈱との会社分割 

（1）分割する事業内容、規模 

 ①分割する事業の内容 

    当社の発電機を中心とした汎用エンジン事業 

 ②分割する事業の平成17年12月期の業績 

（2）会社分割の形態 

   当社を分割会社、ヤマハモーターパワープロダクツ㈱を承継会社とする吸収分割 

（3）ヤマハモーターパワープロダクツ㈱の概要 

 ①主な事業の内容 

    輸送用機器等の製造及び販売 

 ②平成17年12月期の業績等 

 ③大株主及び持ち株比率 

    ヤマハ発動機㈱ 100％  

（4）会社分割の時期 

   平成19年１月１日   

売上高  9,507 百万円 

経常利益 261 百万円  

売上高  79,187 百万円 

経常利益 1,292 百万円 

当期純利益 757 百万円 

資産合計 15,702 百万円 

負債合計  7,357 百万円 

純資産（資本合計） 8,344 百万円  

従業員数 686 名  

 



ロ．ヤマハ発動機販売㈱との吸収合併 

（1）合併の方法等 

   当社を存続会社とする吸収合併で、合併後の商号に変更はありません。 

（2）合併により発行する株式の種類、増加すべき資本金等の額 

   当社はヤマハ発動機販売㈱の発行済株式のすべてを保有しているため、合併に際して募集株式 

  の発行等は行いません。また、資本金・法定準備金・任意積立金に変動はありません。 

（3）ヤマハ発動機販売㈱の概要 

 ①主な事業の内容 

    輸送用機器等の販売 

 ②平成17年12月期の業績等 

 ③大株主及び持ち株比率 

    ヤマハ発動機㈱ 100％ 

（4）合併期日 

   平成19年１月１日 

（5）引き継ぐ資産・負債の額等 

   合併により、引き継ぐ資産・負債の額及び合併により当社で発生が見込まれる特別利益 

  （抱合せ株式消滅差益）については、精査中です。  

売上高  88,197 百万円 

経常利益 3,047 百万円 

当期純利益 1,527 百万円 

資産合計 20,148 百万円 

負債合計  12,010 百万円 

純資産（資本合計） 8,138 百万円  

従業員数 462 名 

前事業年度（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日） 

 該当事項はありません。  

  



(2）【その他】 

 平成18年８月１日開催の取締役会において、当期の中間配当に関し、次のとおり決議しました。 

(1）中間配当による配当金の総額………………… 4,289百万円 

(2）１株当たりの金額……………………………… 15円00銭 

(3）支払請求の効力発生日及び支払開始日……… 平成18年９月11日 

 （注）平成18年６月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主もしくは登録質権者に対し、 

支払いを行います。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期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71期） 

  自 平成17年１月１日

至 平成17年12月31日

  平成18年３月29日 

関東財務局長に提出 

  

  

(2）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。 

(3）発行登録書 

（普通社債） 

及びその添付書類 

    

  

    

  

  平成18年４月18日 

関東財務局長に提出 

  

  

(4）訂正発行登録書 

  

    

  

    

  

  平成18年３月17日 

平成18年３月29日 

平成18年９月28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。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成17年９月26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中間連結会計期間（平成17年１月１日

から平成17年６月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連

結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間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中間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、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

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。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

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、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

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６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する

中間連結会計期間（平成17年１月１日から平成17年６月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する

有用な情報を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、中間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、その原本は当社が別途保管しておりま

す。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成18年９月28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 藤田 和弘  ㊞ 

 
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18年１月１日から平成18年12月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年１月１日

から平成18年６月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連

結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の

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中間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、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

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。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

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、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

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18年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する

中間連結会計期間（平成18年１月１日から平成18年６月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する

有用な情報を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、中間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、その原本は当社が別途保管しておりま

す。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成17年９月26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期事業年度の中間会計期間（平成17年１月１日か

ら平成17年６月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行

った。この中間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中間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、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような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。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、ヤマハ発動機株式会社の平成17年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成17年１

月１日から平成17年６月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を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、中間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、その原本は当社が別途保管しておりま

す。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成18年９月28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 藤田 和弘  ㊞ 

 
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18年１月１日から平成18年12月31日までの第72期事業年度の中間会計期間（平成18年１月１日か

ら平成18年６月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動

計算書について中間監査を行った。この中間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

中間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、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような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。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、ヤマハ発動機株式会社の平成18年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成18年１

月１日から平成18年６月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を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。 

 追記情報 

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成18年９月22日子会社との合併及び会社分割を決定した。 

以  上 

 ※ 上記は、中間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、その原本は当社が別途保管しておりま

す。 
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