
 

 
 

2022 年 5月 13日 
 

2021 年度決算 及び 2022 年度通期業績見通しを発表 

1、2021 年度連結決算総括および各事業の状況  

売上収益： 全ての事業における増収により、14 兆 5,526 億円（前年度比 10.5%増収） 

営業利益： 8,712 億円 (前年度比 32.0%増益） 

親会社の所有者に帰属する当期利益： 7,070 億円（前年度比 7.6%増益） 

 

(１) 二輪事業 

売上収益：主にブラジルで販売が増加したことなどにより、2 兆 1,852 億円（前年度比 22.3%増収） 

営業利益：販売影響による利益増などにより、3,114 億円（前年度比 38.7%増益） 

  

(２) 四輪事業 

売上収益： 主に北米で販売が減少したものの、アジアで販売が増加したことや為替影響などにより、 

9 兆 3,605 億円（前年度比 6.6%増収） 

営業利益： 諸経費の抑制などにより、2,362 億円（前年度比 161.7%増益) 

なお、四輪事業と金融サービス事業に含まれる四輪車の販売に関連する営業利益を 

合算すると 5,572 億円と試算されます 

 

(３) 金融サービス事業 

営業利益： 主にクレジット損失引当金の計上差などにより、3,330 億円（前年度比 6.7%減益）  

 

(４) ライフクリエーション事業及びその他の事業 

営業損失： 94 億円（前年度比 21 億円の改善） 

なお、その他の事業に含まれる航空機および航空機エンジンの営業損失は 337 億円 

 

２、2022 年度の業績見通しについて 

売上収益： 16 兆 2,500 億円（前年度比 11.7%増収） 

営業利益： 8,100 億円 (前年度比 7.0%減益） 

親会社の所有者に帰属する当期利益： 7,100 億円（前年度比 0.4%増益） 

 

 

 

 

 

 

 

・ 2021 年度の連結営業利益は、新型コロナウイルス感染症の再拡大、半導体供給不足による四輪販売台数の 

減少や、原材料価格高騰の影響などはあったものの、コストダウンやインセンティブ抑制効果、為替影響などにより 

前年度に対し、2,110 億円増益の 8,712 億円 

・ 親会社の所有者に帰属する当期利益は、前年度に対して 496 億円増益の 7,070 億円 

・ 2022 年度は、販売台数の増加や、為替影響などはあるものの、更なるコストの上昇など、厳しい外部環境が 

続くことを見込む。全方位での収益改善への取り組みを継続し、連結営業利益は 8,100 億円を計画。 

・ 親会社の所有者に帰属する当期利益は、持分法による投資利益の増加もあり、前年度に対して 

29 億円増益の 7,100 億円を計画 

・ 2021 年度期末配当金は 1 株当たり 65 円、年間配当金は前回公表した予想に対し 10 円増配の 

1 株当たり 120 円 

・ 2022 年度の年間配当金予想は、2021 年度と同額の 1 株当たり 120 円 

 



 

 

2021年度（2022年 3月期）通期連結業績 

 （単位：万台、億円） 20 年度実績 21 年度実績 対 20 年度増減 

Honda 

グループ 

販売台数※1 

二輪事業 1,513.2 1,702.7 +189.5 

四輪事業※3 454.6 407.4 -47.2 

ライフクリエーション事業 562.3 620.0 +57.7 

連結 

売上台数※2 

二輪事業 1,026.4 1,072.1 +45.7 

四輪事業※3 261.7 242.4 -19.3 

ライフクリエーション事業 562.3 620.0 +57.7 

損益状況 

売上収益 131,705 145,526 +13,821 

営業利益 6,602 8,712 +2,110 

持分法による投資利益 2,727 2,025 -702 

税引前利益 9,140 10,701 +1,561 

親会社の所有者に 

帰属する当期利益 
6,574 7,070 +496 

年間配当金 110 円 120 円 10 円増配 

為替レート 
（期中平均レート） 

米ドル 106 円 112 円 6 円円安 

 

 

2022年度（2023年 3月期）通期連結業績見通し 

 （単位：万台、億円） 21 年度実績 22 年度見通し 対 21 年度増減 

Honda 

グループ 

販売台数※1 

二輪事業 1,702.7 1,856.0 +153.3 

四輪事業※3 407.4 420.0 +12.6 

パワープロダクツ事業※4 620.0 566.5 -53.5 

連結 

売上台数※2 

二輪事業 1,072.1 1,166.0 +93.9 

四輪事業※3 242.4 252.0 +9.6 

パワープロダクツ事業※4 620.0 566.5 -53.5 

損益状況 

売上収益 145,526 162,500 +16,973 

営業利益 8,712 8,100 -612 

持分法による投資利益 2,025 2,300 +274 

税引前利益 10,701 10,350 -351 

親会社の所有者に 

帰属する当期利益 
7,070 7,100 +29 

年間配当金 120 円 120 円 ― 

為替レート 
（期中平均レート） 

米ドル 112 円 120 円 8 円円安 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

＜補足＞第4四半期連結会計期間（3ヵ月間）業績 

 （単位：万台、億円） 

前第 4 四半期 

連結会計期間 

（3 ヵ月間） 

当第 4 四半期 

連結会計期間 

（3 ヵ月間） 

増減 

Honda 

グループ 

販売台数※1 

二輪事業 454.1 425.2 -28.9 

四輪事業※3 112.1 107.4 -4.7 

ライフクリエーション事業 176.8 170.0 -6.8 

連結 

売上台数※2 

二輪事業 300.1 275.7 -24.4 

四輪事業※3 71.8 63.2 -8.6 

ライフクリエーション事業 176.8 170.0 -6.8 

損益状況 

売上収益 36,238 38,756 +2,518 

営業利益 2,132 1,995 -136 

持分法による投資利益 681 454 -226 

税引前利益 2,553 2,249 -303 

親会社の所有者に帰属 

する四半期利益 
2,133 1,248 -884 

為替レート 
（期中平均レート） 

米ドル 106 円 116 円 10 円円安 

 
※１ Honda グループ販売台数は、当社および連結子会社、ならびに持分法適用会社の完成車（二輪車・ATV・Side-by-Side・

四輪車・パワープロダクツ）販売台数です。 

 

※２ 連結売上台数は、連結売上収益に対応する完成車（二輪車・ATV・Side-by-Side・四輪車・パワープロダクツ）販売台数

であり、当社および連結子会社の完成車販売台数です。 

 

※３ 四輪事業の台数について 

   当社の日本の金融子会社が提供する残価設定型クレジット等が、IFRS においてオペレーティング・リースに該当する場

合、当該金融サービスを活用して連結子会社を通して提供された四輪車は、四輪事業の外部顧客への売上収益に計上されない

ため、連結売上台数には含めていませんが、Honda グループ販売台数には含めています。 

 

※4 2022 年 4 月 1日より、ライフクリエーション事業をパワープロダクツ事業に名称変更しています。 

 

詳細については、Honda 投資家情報サイトをご参照ください。 

https://www.honda.co.jp/investors/library/financialresult.html 

https://www.honda.co.jp/investors/library/financialresult.html

