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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第2四半期 1,181,559 △31.3 31,842 △47.5 39,078 △43.2 12,514 △63.4

21年3月期第2四半期 1,719,854 ― 60,690 ― 68,821 ― 34,232 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第2四半期 28.79 25.12
21年3月期第2四半期 75.90 66.50

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期第2四半期 2,093,998 780,552 32.0 1,543.44
21年3月期 2,157,849 742,915 29.6 1,471.20

（参考） 自己資本  22年3月期第2四半期  670,831百万円 21年3月期  639,432百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  有  

平成22年3月期の期末配当金は未定であります。 

1株当たり配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 8.00 ― 8.00 16.00
22年3月期 ― 5.00

22年3月期 
（予想）

― ― ―

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期
純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 2,300,000 △23.5 40,000 △48.0 50,000 △37.2 15,000 △45.3 34.51
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】「４．その他」をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】「４．その他」をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

1.業績見通しについては、現時点で入手可能な情報及び仮定に基づき算出したもので、リスクや不確実性を含んでいます。実際の業績は、様々な要因の
変化により大きく異なることがありえますことをご承知おきください。 
実際の業績に影響を及ぼす可能性がある要因には、主要市場における経済情勢及び需要の動向、為替相場の変動（主に円／米ドル相場、円／ユーロ相
場）などが含まれます。 
業績予想の前提となる条件等については、５ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
2.平成22年3月期の期末配当金につきましては、今後の景気動向、為替の動向など依然として不透明なため、未定とさせていただきます。予想額の開示が
可能となった時点で速やかに開示いたします。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 542,647,091株 21年3月期 542,647,091株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期 108,012,651株 21年3月期 108,012,692株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 434,634,051株 21年3月期第2四半期 451,051,195株
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

・当期の経営成績 

当第２四半期連結累計期間の当社グループを取り巻く経営環境は、各国の景気対策効果や在庫

調整の進展などにより世界の景気はアジアを中心に下げ止まりつつあるものの、引き続き深刻な

状況にあります。国内においても、輸出や生産及び個人消費には持ち直しの動きがみられたもの

の依然水準は低調であり、企業収益は減少を続け雇用情勢は悪化傾向が続くなど、厳しい経済環

境が続いております。 

このような状況下、当第２四半期連結累計期間は、国内外での販売数量減、及び円高による為

替変動の影響等により、連結売上高は1兆1,816億円（前年同期比68.7％）と前年同期を下回りま

した。連結利益の面でも、売上減少や為替影響による減益を、原価低減や諸経費・減価償却費・

研究開発費の減などで吸収しきれず、営業利益は318億円（前年同期比52.5％）、経常利益は391

億円（前年同期比56.8％）、四半期純利益は125億円（前年同期比36.6％）と減益となりました。 

 

【事業の種類別セグメントの業績】 

（二輪車） 

世界経済の悪化に伴い、国内外での販売が減少するとともに、円高による為替変動の影響等

もあり、二輪車事業の売上高は1,425億円（前年同期比50.4％）となりました。利益面でも、

売上減少や為替影響による減益を、諸経費の減などで吸収出来ず、55億円の営業損失となりま

した。 

 

（四輪車） 

国内では、「アルト誕生３０年記念車」をはじめ、環境対応車普及促進税制に適合した「ス

イフト」、「パレット」など商品力の強化をはかり拡販に努めましたが、政府対策の実施など

により一部車種では販売が増加したものの、国内売上高は前年同期を下回りました。一方、海

外では、「Ａ－ｓｔａｒ」、「Ｒｉｔｚ（日本名スプラッシュ）」など新型車が好調なインド、

廃車買換え奨励制度の効果等のあったドイツ、イギリスなど、一部の国では販売数量が増加し

ましたが、世界経済悪化の影響は大きく、世界各地で販売数量は前年同期を下回りました。さ

らに、円高による為替変動の影響等もあり、海外売上高は前年同期を下回りました。その結果、

四輪車事業の売上高は1兆278億円（前年同期比72.7％）となり、営業利益についても、売上減

少、為替影響による減益を、諸経費の減などで吸収出来ず、323億円（前年同期比74.0％）と

減少しました。 

 

（特機等） 

特機等事業の売上高は、世界的な船外機の需要減少などにより、218億円（前年同期比

55.8％）となり、営業利益についても、29億円（前年同期比46.7％）と減少しました。 

 

（金融） 

金融事業の売上高は382億円（前年同期比106.4％）、営業利益は20億円（前年同期比

97.5％）となりました。 
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【所在地別セグメントの業績】 

（日本） 

売上高は、北米、欧州など海外向けの売上減少に加え、国内売上も減少したことにより、

6,819億円（前年同期比66.8％）となりました。営業利益は、売上減少や為替影響による減益

を、諸経費の減などで吸収出来ず、89億円（前年同期比28.1％）となりました。 

 

（欧州） 

景気後退による販売減、及び円高による為替変動の影響等により、売上高は2,227億円（前

年同期比56.4％）と減少しましたが、営業利益は諸経費の減などにより、36億円（前年同期比

159.2％）と増加しました。 

 

（北米） 

金融危機に端を発する景気悪化、信用収縮による販売減少により、売上高は789億円（前年

同期比48.1％）となり、利益面についても、89億円の営業損失となりました。 

 

（アジア） 

円高による為替変動の影響により、売上高は3,631億円（前年同期比87.2％）と減少しまし

た。こうした中で、「Ａ-ｓｔａｒ」、「Ｒｉｔｚ」など新型車が好調なインドのマルチ スズ

キ社は、前年同期比増収増益となりました。その結果、アジアの営業利益については、254億

円（前年同期比123.1％）と増加しました。 

 

（その他の地域） 

売上高は、大洋州や中南米での減少により、302億円（前年同期比62.3％）となり、営業利

益についても、売上減少や為替影響による減益を、諸経費の減などで吸収出来ず、5億円（前

年同期比36.4％）と減少しました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末の財政状態は、総資産は2兆940億円（前連結会計年度末比638億

円減）、また、負債の部は1兆3,134億円（前連結会計年度末比1,015億円減）、純資産の部は

7,806億円（前連結会計年度末比377億円増）となりました。 

 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは1,565億円（前年同期は

1,183億円の資金増加）の増加となり、投資活動では有形固定資産の取得など695億円（前年同期

は1,194億円の資金減少）の資金を使用しました結果、フリー・キャッシュ・フローは870億円

（前年同期は11億円の資金減少）のプラスとなりました。財務活動では短期借入金の返済などに

より、163億円（前年同期は368億円の資金減少）の資金が減少しました。 

その結果、現金及び現金同等物の当第２四半期連結会計期間末残高は4,960億円となり、前連

結会計年度末に比べ682億円増加しました。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

通期の業績予想につきましては、第２四半期連結累計期間の状況を踏まえ、以下の通り見直しい

たしました。 

今後の景気動向、為替など不透明な点もありますが、当社グループは一丸となってあらゆる分野

での改革に取組み、業績予想以上を達成すべく事業活動を展開してまいります。 

 

（連結業績予想） 

売    上    高       ２兆3,000億円 （前期比 23.5%減、前回予想比 変更なし） 

営  業  利  益             400億円 （前期比 48.0%減、前回予想比 300億円増） 

経  常  利  益            500億円 （前期比 37.2%減、前回予想比 300億円増） 

当 期 純 利 益            150億円 （前期比 45.3%減、前回予想比 100億円増） 

為 替 レ ー ト    １米ドル＝通期 93円（上期 96円、下期 90円） 

           １ユーロ＝通期124円（上期133円、下期115円） 

 

※通期の見通しについては、現時点で入手可能な情報及び仮定に基づき算出したもので、リスクや

不確実性を含んでいます。実際の業績は、様々な要因の変化により大きく異なることがありえま

すことをご承知おき下さい。実際の業績に影響を及ぼす可能性がある要因には、主要市場におけ

る経済情勢及び需要の動向、為替相場の変動(主に円／米ドル相場、円／ユーロ相場)などが含ま

れます。 

 

４．その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

該当事項はありません。 

 

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

① 簡便な会計処理 

採用した簡便な会計処理のうち、重要なものはありません。 

 

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

（税金費用の計算） 

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対

する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を

乗じて計算しています。なお、法人税、住民税及び事業税と法人税等調整額を一括し、法人税等

として表示しています。 

 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

・会計処理基準に関する事項の変更 

当第１四半期連結会計期間より「工事契約に関する会計基準」(企業会計基準第15号 平成19

年12月27日)及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第18号 平成

19年12月27日)を適用し、当第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第２四半期連

結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事契約については工事進行基

準を、その他の工事契約については工事完成基準を適用しています。 

これによる当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に

与える影響はありません。 



５. 四半期連結財務諸表 
(1) 四半期連結貸借対照表 

(単位：百万円)

当第２四半期 
連結会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 153,943 136,915

受取手形及び売掛金 223,584 249,289

有価証券 392,883 343,503

商品及び製品 194,901 252,255

仕掛品 18,857 23,620

原材料及び貯蔵品 45,571 48,664

その他 191,413 217,457

貸倒引当金 △3,778 △3,915

流動資産合計 1,217,376 1,267,790

固定資産   

有形固定資産 576,529 588,962

無形固定資産 2,207 2,483

投資その他の資産   

投資有価証券 138,579 121,631

その他 163,507 181,050

貸倒引当金 △1,159 △1,054

投資損失引当金 △3,044 △3,014

投資その他の資産合計 297,883 298,612

固定資産合計 876,621 890,058

資産合計 2,093,998 2,157,849

負債の部   

流動負債   

買掛金 309,893 368,811

短期借入金 343,269 399,010

1年内償還予定の転換社債 29,603 29,605

未払法人税等 10,029 6,285

製品保証引当金 51,400 57,371

その他 201,630 224,037

流動負債合計 945,826 1,085,121

固定負債   

新株予約権付社債 149,975 149,975

長期借入金 146,453 102,757

退職給付引当金 40,765 42,090

その他の引当金 8,236 10,024

その他 22,189 24,966

固定負債合計 367,619 329,813

負債合計 1,313,445 1,414,934
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(単位：百万円)

当第２四半期 
連結会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 120,210 120,210

資本剰余金 138,142 138,142

利益剰余金 744,374 735,337

自己株式 △241,877 △241,878

株主資本合計 760,849 751,812

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 10,421 2,309

繰延ヘッジ損益 631 △324

為替換算調整勘定 △101,070 △114,364

評価・換算差額等合計 △90,018 △112,379

少数株主持分 109,721 103,482

純資産合計 780,552 742,915

負債純資産合計 2,093,998 2,157,849
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(2) 四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 1,719,854 1,181,559

売上原価 1,312,090 912,130

売上総利益 407,764 269,428

販売費及び一般管理費 347,073 237,585

営業利益 60,690 31,842

営業外収益   

受取利息 11,534 8,362

受取配当金 1,666 862

持分法による投資利益 248 －

その他 8,680 6,865

営業外収益合計 22,129 16,090

営業外費用   

支払利息 5,461 4,367

有価証券評価損 6,840 －

持分法による投資損失 － 180

その他 1,695 4,307

営業外費用合計 13,998 8,855

経常利益 68,821 39,078

特別利益   

固定資産売却益 248 241

投資有価証券売却益 0 －

特別利益合計 248 241

特別損失   

固定資産売却損 637 229

減損損失 344 0

特別損失合計 981 229

税金等調整前四半期純利益 68,088 39,090

法人税等 24,509 16,154

少数株主利益 9,346 10,420

四半期純利益 34,232 12,514
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 68,088 39,090

減価償却費 72,378 58,054

減損損失 344 0

受取利息及び受取配当金 △13,200 △9,225

支払利息 5,461 4,367

持分法による投資損益（△は益） △248 180

売上債権の増減額（△は増加） 36,405 30,958

たな卸資産の増減額（△は増加） 46,635 69,817

仕入債務の増減額（△は減少） △59,616 △61,365

未払費用の増減額（△は減少） △2,011 △18,358

その他 △18,207 42,860

小計 136,030 156,379

利息及び配当金の受取額 13,030 8,679

利息の支払額 △5,147 △3,241

法人税等の支払額 △25,611 △5,335

営業活動によるキャッシュ・フロー 118,300 156,481

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 △19,453 △13,018

定期預金の払戻による収入 13,414 25,006

有価証券の取得による支出 △4,114 △14,069

有価証券の売却による収入 4,092 2,793

有形固定資産の取得による支出 △95,747 △70,995

有形固定資産の売却による収入 4,117 1,768

無形固定資産の取得による支出 △463 △226

投資有価証券の取得による支出 △22,074 △200

その他 854 △608

投資活動によるキャッシュ・フロー △119,375 △69,549

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △34,734 △70,968

長期借入れによる収入 5,978 62,905

長期借入金の返済による支出 △2,298 △3,639

配当金の支払額 △3,606 △3,469

少数株主への配当金の支払額 △2,088 △1,109

その他 △68 19

財務活動によるキャッシュ・フロー △36,818 △16,262

現金及び現金同等物に係る換算差額 △18,703 △2,476

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △56,597 68,193

現金及び現金同等物の期首残高 456,369 427,797

現金及び現金同等物の四半期末残高 399,771 495,990
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

   該当事項はありません。 

 

(5) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 

 
二輪車 

(百万円) 

四輪車 

(百万円)

特機等 

(百万円)

金融 

(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 

282,942 1,383,726 38,953 14,232 1,719,854 － 1,719,854

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

－ 29,368 50 21,725 51,143 (51,143) －

計 282,942 1,413,094 39,003 35,957 1,770,998 (51,143) 1,719,854

営業利益 6,051 43,624 6,153 2,109 57,938 2,751 60,690

 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 

 
二輪車 

(百万円) 

四輪車 

(百万円)

特機等 

(百万円)

金融 

(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 

142,542 1,002,454 21,681 14,880 1,181,559 － 1,181,559

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

－ 25,313 65 23,365 48,744 (48,744) －

計 142,542 1,027,767 21,747 38,246 1,230,303 (48,744) 1,181,559

営業利益 

又は営業損失 (△) 
△5,529 32,288 2,874 2,057 31,691 151 31,842

 (注) １ 事業の区分は、市場及び販売方法の類似性に内部管理上採用している区分を加味した方法によってい

ます。 

２ 各事業区分の主要製品 

事 業 区 分 主 要 製 品 

二 輪 車 小型二輪自動車、軽二輪自動車、原動機付自転車、バギー 

四 輪 車 軽自動車、小型自動車、普通自動車 

特 機 等 船外機、雪上車用等エンジン、電動車両、住宅 

金 融 販売金融等 
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【所在地別セグメント情報】 

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 

 
日本 

(百万円) 

欧州 

(百万円)

北米 

(百万円)

アジア

(百万円)

その他
の地域

(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 

708,687 392,131 162,268 408,382 48,384 1,719,854 － 1,719,854

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

312,469 2,582 1,768 7,921 － 324,742 (324,742) －

計 1,021,157 394,714 164,037 416,303 48,384 2,044,596 (324,742) 1,719,854

営業利益 

又は営業損失 (△) 
31,532 2,235 △6,703 20,670 1,400 49,134 11,556 60,690

 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 

 
日本 

(百万円) 

欧州 

(百万円)

北米 

(百万円)

アジア

(百万円)

その他
の地域

(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 

510,773 218,223 77,964 344,447 30,151 1,181,559 － 1,181,559

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

171,140 4,446 909 18,643 0 195,140 (195,140) －

計 681,913 222,669 78,873 363,091 30,151 1,376,699 (195,140) 1,181,559

営業利益 

又は営業損失 (△) 
8,866 3,558 △8,906 25,452 509 29,480 2,362 31,842

 (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) 欧   州 ･･････ ハンガリー、英国、ドイツ 

(2) 北   米 ･･････ 米国、カナダ 

(3) ア ジ ア ･･････ インド、インドネシア、パキスタン 

(4) その他の地域 ･･････ オーストラリア、コロンビア 
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【海外売上高】 

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 

 欧州 北米 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 468,922 170,532 437,289 159,797 1,236,542

Ⅱ 連結売上高（百万円）  1,719,854

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％）

27.3 9.9 25.4 9.3 71.9

 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 

 欧州 北米 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 229,895 82,768 363,419 66,096 742,179

Ⅱ 連結売上高（百万円）  1,181,559

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％）

19.5 7.0 30.8 5.6 62.8

 (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 

(1) 欧   州 ･･････ ハンガリー、英国、ドイツ 

(2) 北   米 ･･････ 米国、カナダ 

(3) ア ジ ア ･･････ インド、インドネシア、中国 

(4) その他の地域 ･･････ オーストラリア、コロンビア 

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。 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

   該当事項はありません。 
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６．その他の情報 

【売上の内訳】 

（単位：数量 千台未満切捨て、金額 百万円未満切捨て） 

前第２四半期 
連結累計期間 

(20.4.1～20.9.30)

当第２四半期 
連結累計期間 

(21.4.1～21.9.30)
比較増減 

 

数量 金額 数量 金額 数量 金額 

 国  内 81 23,189 47 14,724 △ 33 △ 8,465

二 海  外 922 259,752 545 127,818 △ 377 △ 131,934

  欧 州 90 78,846 46 36,765 △ 43 △ 42,080

輪  北 米 67 57,342 40 31,601 △ 26 △ 25,741

  アジア 664 77,116 405 42,747 △ 259 △ 34,369

車  その他 99 46,447 52 16,703 △ 47 △ 29,743

計 1,003 282,942 592 142,542 △ 411 △ 140,400

 国  内 365 433,004 319 401,201 △ 45 △ 31,802

四 海  外 863 950,721 721 601,253 △ 142 △ 349,468

  欧 州 227 381,095 144 189,332 △ 82 △ 191,763

輪  北 米 52 103,503 21 45,019 △ 31 △ 58,483

  アジア 499 357,929 514 319,119 14 △ 38,809

車  その他 83 108,192 40 47,780 △ 43 △ 60,411

計 1,228 1,383,726 1,040 1,002,454 △ 188 △ 381,271

 国  内 － 13,050 － 8,592 － △ 4,457

特 海  外 － 25,903 － 13,089 － △ 12,814

  欧 州 － 8,816 － 3,778 － △ 5,037

機  北 米 － 9,685 － 6,146 － △ 3,539

  アジア － 2,243 － 1,552 － △ 690

等  その他 － 5,157 － 1,611 － △ 3,546

計 － 38,953 － 21,681 － △ 17,271

 国  内 469,244 424,518 △ 44,725

小 海  外 1,236,377 742,160 △ 494,217

  欧 州 468,758 229,876 △ 238,881

  北 米 170,532 82,768 △ 87,764

  アジア 437,289 363,419 △ 73,870

計  その他 159,797 66,096 △ 93,701

計 1,705,622 1,166,678 

 

△ 538,943

金   融 － 14,232 － 14,880 － 648

合   計 1,719,854 1,181,559  △ 538,295

 




