
IFRS任意適用に伴う連結財務諸表の変化点

国際財務報告基準(IFRS)任意適用に伴い、2015年４月下旬に発表を予定しております

2016年３月期連結業績予想につきましてはIFRSで開示いたします。

・2016年３月期連結業績予想の米国会計基準とIFRSの数値の差異につきましては、

2015年３月期連結決算発表の際に開示いたします「2014年度 決算説明会資料」

の中でご説明させていただく予定です。

・勘定科目の変化につきましては、次頁以降を参照ください。

本資料に記載されている情報は確定前の情報であるため、後日公表するIFRSに基づく当社の実際の連結財務諸表と異なる可能
性があります。また、本資料は一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。

本田技研工業株式会社
2015年３月13日



連結損益計算書
米国会計基準 IFRS

売上高及びその他の営業収入

営業費用

売上原価

販売費及び一般管理費

研究開発費

営業費用合計

営業利益

営業外収益（△費用）

受取利息

支払利息

その他（純額）

営業外収益（△費用）合計

税引前利益

法人税等

当期分

繰延分

法人税等合計

非支配持分損益及び関連会社持分利益
調整前利益

関連会社持分利益

非支配持分損益控除前当期純利益

控除：非支配持分損益

当社株主に帰属する当期純利益

売上収益

営業費用

売上原価

販売費及び一般管理費

研究開発費

営業費用合計

営業利益

持分法による投資利益

金融収益及び金融費用

受取利息

支払利息

その他（純額）

金融収益及び金融費用合計

税引前利益

法人所得税費用

当期利益

当期利益の帰属：

親会社の所有者

非支配持分

4)  米国会計基準の「当社株主に帰
属する当期純利益」を「親会社の
所有者に帰属する当期利益」とし
て表示

3)  米国会計基準の「非支配持分損
益控除前当期純利益」を「当期
利益」として表示

5)  米国会計基準の「控除：非支配
持分損益」を「非支配持分に帰
属する当期利益」として表示

1)  米国会計基準の「関連会社持分
利益」を「持分法による投資利
益」として「税引前利益」に含め
表示

2)  米国会計基準の「営業外収益
（△費用）」を「金融収益及び金
融費用」として表示



連結財政状態計算書 資産の部
米国会計基準 IFRS

(資産の部)

流動資産

現金及び現金等価物

受取手形及び売掛金

金融子会社保有短期債権

たな卸資産

繰延税金資産

その他の流動資産

流動資産合計

金融子会社保有長期債権

投資及び貸付金

関連会社に対する投資及び貸付金

その他

投資及び貸付金合計

オペレーティング・リース資産

賃貸用車両

減価償却累計額

オペレーティング・リース資産合計

有形固定資産

土地

建物

機械装置及び備品

建設仮勘定

減価償却累計額

有形固定資産合計

その他の資産

資産合計

(資産の部）

流動資産

現金及び現金同等物

営業債権

金融サービスに係る債権

その他の金融資産

棚卸資産

その他の流動資産

流動資産合計

非流動資産

持分法で会計処理されている投資

金融サービスに係る債権

その他の金融資産

オペレーティング・リース資産

有形固定資産

無形資産

繰延税金資産

その他の非流動資産

非流動資産合計

資産合計

3)  米国会計基準の「その他の資産」
を「その他の金融資産」、「無形資
産」、「繰延税金資産」および「そ
の他の非流動資産」として表示

2)  米国会計基準の「関連会社に対
する投資及び貸付金」を「持分法
で会計処理されている投資」およ
び「その他の金融資産」として
表示

4)  米国会計基準の流動資産の「繰
延税金資産」を非流動資産の
「繰延税金資産」に組替えて表示

1)  米国会計基準の「その他の流動
資産」を「その他の金融資産」お
よび「その他の流動資産」として
表示



連結財政状態計算書 負債及び資本の部
米国会計基準 IFRS

(負債及び資本の部）

流動負債

営業債務

資金調達に係る債務

未払費用

その他の金融負債

未払法人所得税

引当金

その他の流動負債

流動負債合計

非流動負債

資金調達に係る債務

その他の金融負債

退職給付に係る負債

引当金

繰延税金負債

その他の非流動負債

非流動負債合計

負債合計

資本

資本金

資本剰余金

自己株式

利益剰余金

その他の資本の構成要素

親会社の所有者に帰属する持分合計

非支配持分

資本合計

負債及び資本合計

1)  米国会計基準の「支払手形」およ
び「買掛金」を「営業債務」として
表示

(負債の部）

流動負債

短期債務

1年以内に期限の到来する長期債務

支払手形

買掛金

未払費用

未払税金

その他の流動負債

流動負債合計

長期債務

その他の負債

負債合計

（純資産の部）

当社株主に帰属する株主資本

資本金

（発行可能株式総数）

（発行済株式総数）

資本剰余金

利益準備金

利益剰余金

その他の包括利益（△損失）累計額

自己株式

（自己株式数）

当社株主に帰属する株主資本合計

非支配持分

純資産合計

契約残高及び偶発債務

負債及び純資産合計

2)  米国会計基準の「短期債務」およ
び「１年以内に期限の到来する長
期債務」を「資金調達に係る債
務」として表示

4)  米国会計基準の「未払費用」を
「未払費用」および「引当金」とし
て表示

3)  米国会計基準の「その他の流動
負債」を「その他の金融負債」お
よび「その他の流動負債」として
表示

5)  米国会計基準の「その他の負債」
を「その他の金融負債」、「退職
給付に係る負債」、「引当金」、
「繰延税金負債」および「その他
の非流動負債」として表示

6)  米国会計基準の「利益準備金」
を「利益剰余金」に含め表示



営業活動によるキャッシュ・フロー

非支配持分損益控除前当期純利益

営業活動により稼得された正味キャッシュへの調整項目

減価償却費（オペレーティング・リース除く）

オペレーティング・リースに係る減価償却費

繰延税金

関連会社持分利益

関連会社からの現金配当

金融子会社保有債権クレジット損失引当金及びリース残価損失引当金繰入額

オペレーティング・リースに係る固定資産評価損

デリバティブ評価損（△益）（純額）

資産の減少（△増加）

受取手形及び売掛金

たな卸資産

その他の流動資産

その他の資産

負債の増加（△減少）

支払手形及び買掛金

未払費用

未払税金

その他の流動負債

その他の負債

その他（純額）

営業活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資及び貸付金の増加

投資及び貸付金の減少

売却可能証券購入額

売却可能証券売却額

償還期限まで保有する有価証券購入額

償還期限まで保有する有価証券償還額

子会社の売却収入(処分現金及び現金等価物控除後)

関連会社に対する投資売却収入

固定資産購入額

固定資産売却額

固定資産損壊に係る保険収入

金融子会社保有債権の増加

金融子会社保有債権の回収

オペレーティング・リース資産購入額

オペレーティング・リース資産売却額

その他（純額）

投資活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期債務の調達額

短期債務の返済額

長期債務の調達額

長期債務の返済額

配当金の支払額

非支配持分への配当金の支払額

自己株式の売却（△取得）（純額）

その他（純額）

財務活動によるキャッシュ・フロー

為替変動による現金及び現金等価物への影響額

現金及び現金等価物の純増減額

現金及び現金等価物の期首残高

現金及び現金等価物の期末残高

連結キャッシュ・フロー計算書
米国会計基準 IFRS

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

減価償却費、償却費及び減損損失(オペレーティング・リース資産除く）

持分法による投資利益

金融収益及び金融費用

金融サービスに係る利息収益及び利息費用

資産及び負債の増減

営業債権

棚卸資産

営業債務

未払費用

引当金及び退職給付に係る負債

金融サービスに係る債権

オペレーティング・リース資産

その他資産及び負債

その他（純額）

配当金の受取額

利息の受取額

利息の支払額

法人所得税の支払額

営業活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

無形資産の取得及び内部開発による支出

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

子会社の売却による収入(処分した現金及び現金同等物控除後)

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

その他の金融資産の取得による支出

その他の金融資産の売却及び償還による収入

その他（純額）

投資活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期資金調達による収入

短期資金調達に係る債務の返済による支出

長期資金調達による収入

長期資金調達に係る債務の返済による支出

親会社の所有者への配当金の支払額

非支配持分への配当金の支払額

自己株式の取得及び売却による収支

その他（純額）

財務活動によるキャッシュ・フロー

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

現金及び現金同等物の純増減額

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の期末残高

2)  米国会計基準で投資活動による
キャッシュ・フローに区分していた
「金融サービスに係る債権の増
減」および「オペレーティング・リー
ス資産の増減」を営業活動による
キャッシュ・フローとして表示

4)  「無形資産の取得及び内部開発に
よる支出」を表示

1)  営業活動によるキャッシュ・フロー
を「税引前利益」より 開始し、「法
人所得税の支払額」を表示

3) 「配当金の受取額」、「利息の受取
額」および「利息の支払額」を表示


