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事業等のリスク

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関

為替の変動

ある事項には、以下のようなものがあります。
なお、文中における

されている二輪車や船外機のほとんどは日本国内で生産され、

将来に関する事項は、有価証券報告書提出日
（2012年3月26

完成品としてそれらの市場に輸出されています。
このため、円と

日）
現在において当社グループが判断したものです。

米ドル、
ユーロ等の主要通貨間の為替レートの変動は、
当社グ

事業活動に伴うリスク

の通貨に対する円高は当社グループの業績に悪影響を及ぼし、

る下記のようなリスクについては事業計画にリスクヘッジのため

プは為替ヘッジ取引を行い、円と、米ドルおよびユーロを含む主

の対策を織り込み、中期経営計画・予算等に展開し、進捗状況

要通貨間の為替レートの変動による悪影響を最小限に止める

の把握、
および変化への対応等の対策を講じています。
しかしな

努力をしていますが、急激な為替相場の変動により、計画された

がら、
これらの対策でカバーし切れないレベルのリスクが発生す

調達、製造および販売活動に影響が出る可能性があります。
ま

る場合があり、
このような場合には、
当社グループの業績および

た、為替が想定とは逆方向に変動することにより、ヘッジ契約の

財政状態に影響を与える可能性があります。

ために逸失利益が生じる可能性があります。
なお、
当社グループ

集

円安は当社グループの業績に好影響をもたらします。
当社グルー

特

当社グループは、事業活動を展開していく上で通常想定され

トップメッセ ー ジ

ループの売上はもとより、収益等に影響を与えます。一般的に他

績

当社グループの製品のうち、主に北米および欧州で多く販売

業

する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性の

は在外子会社の現地通貨ベースの業績を円換算して作成した
経済状況

各国または地域において事業を展開しています。
これらの市場

で、円の各通貨に対する為替レートの変動が大きな影響を与え
る可能性があります。

事業の概況

当社グループは、
日本国内、北米、欧州、
アジア等を含む世界

連結財務諸表をもって業績および財政状態を表示していますの

における顧客にとって、
当社グループの製品を購入することは必
ずしも必要不可欠なことであるとは言えません。
ユーロ圏周辺
国での財政不安、新興国でのインフレ抑制のための金利引上げ

海外市場での事業展開
当社グループは、世界中の数多くの国または地域において事
業を展開しています。
当社グループの売上高に占める海外売上

当社グループの事業展開に影響を与える可能性があります。

高の比率は2011年度においては88.5%となっており、特に二

企業情報

などで、
これらの市場における需要がさらに縮小した場合には、

輪車事業は先進国市場における販売の低迷により、
アジアを中
市場における競争

心とした新興国市場に対する依存度が高まっています。
これら
あるいは近隣諸国ま
の市場のうち、需要の拡大が期待できる、

競争にさらされており、
このような競争状態のために当社グルー

たは地域への影響度が大きい等の理由から戦略的に重要と当

プにとって有利な価格決定をすることが困難な状況に置かれる

社グループがみなした市場に対しては、収益の計上が見込まれ

場合があります。
このような競争状態は、
当社グループの利益の

る時期よりも相当前から多額の投資を行う必要が生じる可能

確保に対する圧力となり、
当該圧力は特に市場が低迷した場合

性があります。
これらの国または地域における為替政策、外資政

に顕著となります。
また当社グループは、激しい競争の中で優位

策、税制等の変更など、投資を決定した際には想定しえなかっ

性を維持または獲得するために、魅力的な新製品を市場に投入

た要因が将来発生することにより、市場での需要が大幅に減少

し続ける必要がありますが、新製品の開発に必要な資源を十分

し、投資額の回収に遅延が生じたり、投資の回収が不可能とな

に充当出来る保証はありません。
また資源を投入して開発され

る可能性があります。

たこれらの製品の販売が成功する保証はありません。
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当社グループは、事業を展開する多くの市場において激しい
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事業等のリスク

合弁事業
業

当社グループは、一部の国または地域においては、各国・地域

地の売却等の場合にはこの含み損が実現し、
当社グループの業
績に悪影響を及ぼす可能性があります。

績

の法律上、
またはその他の要件により、合弁で事業を展開してい
ます。
これらの合弁事業は、合弁パートナーの経営方針、経営環
境等の変化により影響を受けることがあります。

自然災害等
自然災害、疫病、戦争、
テロ等が、
当社グループの操業に直接

トップメッセ ー ジ

的または間接的に影響を与える可能性があります。
これらの自
特定の原材料および部品の供給業者への依存

然災害等が発生した場合には、
当社グループの操業が遅延また

当社グループは、製品の製造に使用する原材料および部品等

は中断する可能性があり、
さらに、
当社グループの製造拠点等が

を当社グループ外の多数の供給業者から調達していますが、
こ

直接に損害を受けた場合にはその修復または代替のために巨

れらの一部については特定の供給業者に依存しています。
当社

額の費用を要する可能性があります。

グループがこれらの原材料および部品等を効率的に、且つ安い
特

コストで調達し続けることが出来るか否かは多くの要因に左右

集

されますが、市況、災害等その要因の一部は当社グループでは
制御出来ないものであります。

事業基盤に関する重大なリスク
当社グループは、
当社グループが事業活動を行っている基盤
に影響を与える可能性のある重大なリスクおよび重点的に対策
を講じるべきリスクについては、
リスク・コンプライアンス委員会

顧客企業への依存

において統合管理し、対応施策を講じています。
また、個別の重

事業の概況

当社グループは、二輪車、船外機等の消費者向け製品を市場

大リスクについては担当部門を明確にし、当該部門がリスク低

に供給しているだけでなく、
自動車用エンジンを顧客企業である

減活動に取り組むこととしています。
さらに重大な危機が発生し

自動車メーカーに対して供給しており、
その売上は顧客企業の

た場合には、社長執行役員を本部長とする緊急対策本部を設

経営方針、調達方針等の当社グループが管理出来ない要因によ

け、損害・影響を最小限にとどめる体制を整えることとしていま

り影響を受けることがあります。

す。
そのようなリスクの主なものにつきましては以下のようなも
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のがあり、対策の前提となっている想定を超える事態が発生し
退職給付債務
当社グループの従業員退職給付費用および債務は、割引率等

た場合にはこれらは当社グループの業績に影響を与える可能性
があります。

数理計算上で設定される前提条件や年金資産の期待収益率に
財 務 セ ク ション

基づいて算出されています。実際の結果が前提条件と異なる場

製造物責任

合、
または前提条件が変更された場合、その影響は累積され、

当社グループは、高品質を企業の社会的責任と認識し、
ヤマ

将来にわたって規則的に計上されるため、一般的には将来期間

ハ発動機グループ品質保証規程に基づく品質保証体制の下に、

において認識される費用および計上される債務に影響を及ぼし

世界各地の工場で二輪車を主とする製品を製造しています。
し

ます。
このため、
割引率の低下や運用利回りの悪化が当社グルー

かし、
すべての製品について欠陥が無く、将来にリコールが発生

プの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

する可能性が無いとは言えません。
また、製造物賠償責任につ
いては保険に加入していますが、
この保険が最終的に負担する

土地の含み損

賠償額を十分にカバー出来るという保証はありません。
さらに、

土地の再評価に関する法律に基づき再評価を行った土地の

引き続き当社グループがこのような保険に許容可能な条件で加

2011年度末における時価と再評価後の帳簿価額との差異は

入出来るとは限りません。大規模なリコールや製造物賠償責任

△68億円であり、保有する土地に含み損が発生しています。土

につながるような製品の欠陥が発生した場合には、多額のコス
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トを発生させ、
当社グループの評価に重大な影響を与え、
それに

東海地震

れる東海地震の地震防災対策強化地域内に集中しているため、

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

主要建築物の耐震補強工事、
被災後の早期復旧を可能にするた

額を製造物賠償責任引当金に計上していますが、主に米国にお

めの体制整備等の対策を進めてきています。被害最小化および

けるサイド・バイ・サイド・ビークルに係る製造物賠償責任訴訟

早期復旧の観点からこれらの対策については継続的に見直して

等の進展により、
当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性

いますが、
当社グループの想定を超える規模の地震が発生する可

があります。

能性があります。
また当社グループが保有する建築物、在庫等に
対する損害をカバーする地震保険に加入していますが、
地震によ

環境その他の規制

トップメッセ ー ジ

お、
当社グループでは製造物賠償責任保険でカバーされない損

績

当社グループの日本国内における主力生産事業所は、予想さ

業

より売上が低下し業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
な

る損害はこれらの保険の補償限度額を超える可能性があります。

当社グループが事業を展開する多くの国または地域におい
情報の管理

特

て、
当社グループは、
当社グループの製品の安全性、燃費、排気

社の信用維持、円滑な事業運営にとって、必要不可欠の事項と

らの規制は変更されることがあり、多くの場合規制が厳しくなる

いえます。当社グループにおいては、社内規則の制定、社内教

傾向にあります。
当社グループは、
「CSR基本方針」
ならびに
「ヤ

育、情報セキュリティシステムの構築等の措置を講じています

マハ発動機グループ環境計画」
に基づき、製品や工場から排出

が、情報の漏洩等が絶対に発生しないという保証はありませ

される環境負荷物質の削減を目的としたグリーン調達を推進す

当社グループの信用
ん。万一、
このような事態が発生した場合、

るためのガイドラインを設けており、
さらに専任者を含むチーム

低下、顧客等に対する損害賠償責任が発生するおそれがありま

を置いて活動するなどの環境活動を推進していますが、
当社グ

す。
また当社グループの事業活動において、情報システムへの依

ループが事業を展開する国または地域におけるこれらの規制ま

存度とその重要性は増大しています。情報システムの機能に支

たは法令の重要な変更により、
当社グループが多額の追加費用

障が生じた場合、
当社グループの操業、業績および財政状態に

の支出を余儀なくされる可能性があります。

影響を与える可能性があります。
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広範囲な環境規制およびその他の法規制を受けています。
これ

事業の概況

顧客等の個人情報や機密情報の毀損、漏洩等の防止は、会

集

ガス排出量、
ならびに生産工場からの汚染物質排出レベル等の

知的財産保護
財 務 セ ク ション

当社グループは、
当社グループの製品を他の製品と差別化す
るために多数の特許権、商標権、
その他の知的財産に関わる権
利を法的手続きを講じることにより確保しています。
しかしなが
ら、
当社グループが事業を展開している国または地域の中には、
知的財産権による完全な保護が不可能、
または限定的にしか保
護されない状況にある場合があり、
これらの国または地域にお
いては、第三者が当社グループの知的財産を使って類似した製
品を製造することを効果的に防止できない可能性があります。
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