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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31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 ％

25年3月期第3四半期 1,822,758 1.4 92,879 5.9 101,343 5.2 48,426 19.2
24年3月期第3四半期 1,797,989 △6.7 87,705 △5.1 96,364 △9.5 40,617 △4.7

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 76,415百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 △46,402百万円 （―％）

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

25年3月期第3四半期 86.33 79.33
24年3月期第3四半期 72.41 66.54

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 2,347,576 1,177,413 44.7
24年3月期 2,302,439 1,111,757 42.9
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  1,050,147百万円 24年3月期  987,748百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

年間配当金
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

24年3月期 ― 7.00 ― 8.00 15.00
25年3月期 ― 8.00 ―
25年3月期（予想） 8.00 16.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 2,600,000 3.5 130,000 9.0 145,000 11.1 70,000 29.9 124.79



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(注)詳細については、【添付資料】4ページ「２．(３)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対
する四半期レビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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おり、当社としてその実現を約束する趣旨のも
のではありません。また、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(主に米ドル／円相場、ユーロ／円相場)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、【添付資料】4ページ「１．(３)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 
 
（四半期決算補足説明資料の入手方法について） 
 決算補足説明資料は平成25年2月7日(木)に当社ホームページ(http://www.suzuki.co.jp)に掲載しています。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期3Q 561,047,304 株 24年3月期 561,047,304 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 85,218 株 24年3月期 83,273 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 560,963,672 株 24年3月期3Q 560,964,979 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

（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３四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、欧州の金融不安や米国の財

政問題等の懸念など、不透明な状況が続いていますが、国内においては、超円高の緩和や経済対

策の効果などを背景に、景気回復への期待が高まりつつあります。 

このような状況下、当第３四半期連結累計期間の国内売上高は7,497億円と前年同期に比べ654

億円（9.5％）増加しました。一方、海外売上高は円高による為替換算の影響や欧州の景気低迷

などにより1兆731億円と前年同期に比べ406億円（3.6％）減少しました。この結果、連結売上高

全体としては1兆8,228億円と前年同期に比べて248億円（1.4％）の増加となりました。 

連結利益の面では、営業利益は為替影響や欧州での売上減少などによる減益要因を、国内四輪

車の販売増加や原価低減などによる増益要因で吸収し、929億円と前年同期に比べ52億円

（5.9％）増加、経常利益は1,013億円と前年同期に比べ49億円（5.2％）増加しました。なお、

特別損失として関係会社整理損失引当金繰入額155億円を計上しましたが、四半期純利益は484億

円と前年同期に比べ78億円（19.2％）の増加となりました。 

 

＜セグメント別の業績＞ 

（二輪車） 

欧州、及びアジアでの販売減少などにより、二輪車事業の売上高は1,633億円と前年同期に比

べ255億円（13.5％）減少しました。営業利益は前年同期の営業損失28億円が100億円の営業損

失となりました。 

 

（四輪車） 

国内売上高は新型「ワゴンＲ」の発売など商品力を強化し拡販に努めた結果、前年同期を上

回りました。海外売上高は、円高による為替換算の影響や欧州での販売減少などにより前年同

期を下回りました。この結果、四輪車事業全体の売上高としては1兆6,265億円と前年同期に比

べ523億円（3.3％）増加しました。営業利益は国内四輪車事業やインド、インドネシアでの収

益向上などにより、988億円と前年同期に比べ130億円（15.2％）増加しました。 

 

（特機等） 

特機等事業の売上高は欧州向け輸出の減少などにより330億円と前年同期に比べ20億円

（5.8％）減少しました。営業利益は41億円と前年同期に比べ6億円（13.3％）減少しました。 
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＜所在地別の業績＞ 

（日本） 

売上高は欧州向けなどの輸出が減少しましたが、国内四輪車販売の増加により、1兆1,315億

円と前年同期に比べ31億円（0.3％）増加しました。営業利益は為替影響などによる輸出の減益

要因を、国内四輪車事業の収益向上などにより吸収し、696億円と前年同期に比べ119億円

（20.7％）増加しました。 

 

（欧州） 

欧州の景気低迷により、売上高は1,801億円と前年同期に比べ542億円（23.1％）減少し、営

業利益は前年同期の営業利益9億円から、33億円の営業損失となりました。 

 

（アジア） 

売上高はインド、インドネシア、タイでの四輪車の販売増加などにより、6,737億円と前年同

期に比べ632億円（10.3％）増加し、営業利益は206億円と前年同期に比べ6億円（3.1％）増加

しました。 

 

（その他の地域） 

売上高は四輪車の販売減少により、1,209億円と前年同期に比べ60億円（4.7％）減少しまし

た。営業利益は18億円と前年同期に比べ7億円（28.6％）減少しました。なお、当第３四半期連

結会計期間より北米をその他の所在地に含めて記載しています。 

 

（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３四半期連結会計期間末の財政状態は、総資産は2兆3,476億円（前期末比451億円増）、ま

た、負債の部は1兆1,702億円（前期末比205億円減）、純資産の部は1兆1,774億円（前期末比657億

円増）となりました。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

当第３四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862億円の増加（前年同期は

1,563億円の資金増加）となり、投資活動では有形固定資産の取得など1,167億円の資金を使用（前

年同期は180億円の資金減少）しました結果、フリー・キャッシュ・フローは305億円のマイナス

（前年同期は1,383億円の資金増加）となりました。財務活動では借入金の返済などにより119億円

の資金が減少（前年同期は361億円の資金減少）しました。 

その結果、現金及び現金同等物の当第３四半期連結会計期間末残高は6,691億円となり、前期末

に比べ414億円減少しました。 
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

連結業績予想につきましては、前提となる為替レート等を見直した結果、営業利益、経常利益

を上方修正いたしました。なお、当期純利益は、当第３四半期連結会計期間において関係会社整

理損失引当金繰入額155億円を特別損失に計上しましたので前回予想から変更しておりません。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り組み、以下の連結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…通期） 

        売    上    高 2兆6,000億円 （前期比 3.5%増） 

    営  業  利  益    1,300億円 （前期比 9.0%増、前回予想比 100億円増） 

    経  常  利  益   1,450億円 （前期比11.1%増、前回予想比 100億円増） 

    当 期 純 利 益     700億円 （前期比29.9%増） 

    為 替 レ ー ト １米ドル＝ 81円（第４四半期連結会計期間 85円） 

            １ユーロ＝105円（第４四半期連結会計期間115円） 

 
※連結業績予想については、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

を含んでおり、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績は、さまざまな要

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(主に米ドル／円相場、ユ

ーロ／円相場)などが含まれます。 

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（税金費用の計算） 

税金費用については、当第３四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。 

 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年

４月１日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更

しています。 

なお、これによる当第３四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軽微です。 



３ 【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)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 291,670 235,933

受取手形及び売掛金 254,066 207,632

有価証券 542,668 552,294

商品及び製品 169,303 202,404

仕掛品 20,574 25,492

原材料及び貯蔵品 49,803 52,620

その他 187,093 205,955

貸倒引当金 △5,611 △5,804

流動資産合計 1,509,568 1,476,529

固定資産   

有形固定資産 506,862 562,256

無形固定資産 6,592 4,048

投資その他の資産   

投資有価証券 166,921 194,714

その他 113,304 110,796

貸倒引当金 △779 △762

投資損失引当金 △30 △8

投資その他の資産合計 279,416 304,741

固定資産合計 792,870 871,046

資産合計 2,302,439 2,347,576

負債の部   

流動負債   

買掛金 354,899 326,685

短期借入金 222,432 219,157

1年内償還予定の新株予約権付社債 149,975 149,975

未払法人税等 21,170 30,824

製品保証引当金 60,869 54,198

関係会社整理損失引当金 － 12,710

その他 227,681 219,872

流動負債合計 1,037,028 1,013,423

固定負債   

長期借入金 67,359 70,741

退職給付引当金 36,647 36,848

災害対策引当金 18,065 17,322

その他の引当金 7,693 8,316

その他 23,888 23,510

固定負債合計 153,653 156,739

負債合計 1,190,681 1,170,162
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 138,014 138,014

資本剰余金 144,364 144,364

利益剰余金 834,296 873,746

自己株式 △81 △85

株主資本合計 1,116,594 1,156,040

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 29,865 50,862

繰延ヘッジ損益 △1,119 △1,598

為替換算調整勘定 △157,591 △155,156

その他の包括利益累計額合計 △128,845 △105,893

新株予約権 － 56

少数株主持分 124,009 127,209

純資産合計 1,111,757 1,177,413

負債純資産合計 2,302,439 2,347,576
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】 
  【四半期連結損益計算書】 
   【第３四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 1,797,989 1,822,758

売上原価 1,357,537 1,366,603

売上総利益 440,452 456,154

販売費及び一般管理費 352,746 363,275

営業利益 87,705 92,879

営業外収益   

受取利息 8,430 6,716

受取配当金 2,859 3,069

持分法による投資利益 956 114

その他 9,998 9,942

営業外収益合計 22,244 19,842

営業外費用   

支払利息 3,441 4,163

有価証券評価損 4,883 3,502

その他 5,259 3,713

営業外費用合計 13,585 11,379

経常利益 96,364 101,343

特別利益   

固定資産売却益 806 734

投資有価証券売却益 9,537 －

特別利益合計 10,343 734

特別損失   

固定資産売却損 384 503

減損損失 50 －

災害対策引当金繰入額 17,532 －

関係会社整理損失引当金繰入額 － 15,531

特別損失合計 17,967 16,034

税金等調整前四半期純利益 88,740 86,043

法人税等 39,760 31,696

少数株主損益調整前四半期純利益 48,979 54,347

少数株主利益 8,362 5,920

四半期純利益 40,617 48,426
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【四半期連結包括利益計算書】 
 【第３四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 48,979 54,347

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △11,206 22,538

繰延ヘッジ損益 360 △1,235

為替換算調整勘定 △84,874 746

持分法適用会社に対する持分相当額 337 18

その他の包括利益合計 △95,382 22,068

四半期包括利益 △46,402 76,415

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △23,646 71,624

少数株主に係る四半期包括利益 △22,756 4,790
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31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 88,740 86,043

減価償却費 70,271 70,459

災害対策引当金の増減額（△は減少） 17,532 △742

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） － 12,710

受取利息及び受取配当金 △11,289 △9,785

支払利息 3,441 4,163

持分法による投資損益（△は益） △956 △114

有価証券評価損益（△は益） 4,883 3,502

投資有価証券売却損益（△は益） △9,537 －

売上債権の増減額（△は増加） △4,051 51,360

たな卸資産の増減額（△は増加） △38,813 △37,277

仕入債務の増減額（△は減少） 70,702 △33,497

未払費用の増減額（△は減少） △11,249 △18,290

その他 △10,760 △23,556

小計 168,914 104,974

利息及び配当金の受取額 11,687 8,829

利息の支払額 △2,940 △4,069

法人税等の支払額 △21,363 △23,536

営業活動によるキャッシュ・フロー 156,297 86,198

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 △1,946 △6,141

定期預金の払戻による収入 12,860 7,432

有価証券の取得による支出 △29,184 △14,081

有価証券の売却による収入 29,239 15,388

有形固定資産の取得による支出 △83,806 △116,848

有形固定資産の売却による収入 2,898 3,172

無形固定資産の取得による支出 △222 △447

投資有価証券の取得による支出 △290 △1,000

投資有価証券の売却及び償還による収入 24,542 466

その他 27,930 △4,680

投資活動によるキャッシュ・フロー △17,979 △116,739

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） 190 8,696

長期借入れによる収入 22,648 31,385

長期借入金の返済による支出 △49,070 △41,272

配当金の支払額 △7,855 △8,978

少数株主への配当金の支払額 △1,982 △1,743

その他 △75 △23

財務活動によるキャッシュ・フロー △36,143 △11,936

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,285 1,068

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 91,889 △41,409

現金及び現金同等物の期首残高 631,923 710,530

現金及び現金同等物の四半期末残高 723,812 669,121
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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）セグメント情報等 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

前第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日） 

(単位:百万円) 

報告セグメント 
 

二輪車 四輪車 特機等 計 

売上高 188,804 1,574,185 35,000 1,797,989

セグメント利益又は損失 (△) (注)１ △2,808 85,819 4,694 87,705

 

当第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日） 

(単位:百万円) 

報告セグメント 
 

二輪車 四輪車 特機等 計 

売上高 163,349 1,626,445 32,963 1,822,758

セグメント利益又は損失 (△) (注)１ △10,028 98,837 4,069 92,879

 

(注) １ セグメント利益又は損失 (△)は、四半期連結損益計算書における営業利益です。 

２ 各セグメントの主要製品及びサービスは以下のとおりです。 

セグメント 主 要 製 品 及 び サ ー ビ ス 

二 輪 車 二輪車、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 
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（参考資料） 

参考情報として、所在地別の業績を以下のとおり開示します。 

 

当第３四半期連結会計期間において、当社の子会社で、ハワイ州を除く米国において、四輪車、二輪

車・ＡＴＶ（バギー）、船外機、関連する部品・用品の販売を行うアメリカンスズキモーター社の四輪

車販売事業からの撤退に伴い、所在地別区分の見直しを行い、従来「日本」「欧州」「北米」「アジ

ア」「その他の地域」の５区分としていましたが、「日本」「欧州」「アジア」「その他の地域」の４

区分に変更しています。 

なお、前第３四半期連結累計期間の所在地別の業績については、変更後の区分により作成しています。 

 

 【所在地別の業績】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日） 

(単位:百万円) 

 日本 欧州 アジア 
その他 
の地域 

計 消去 連結 

売上高   

(1)外部顧客に対する 
売上高 

844,426 233,073 593,910 126,579 1,797,989 － 1,797,989

(2)所在地間の内部売上高 

又は振替高 
283,927 1,229 16,591 350 302,098 (302,098) －

計 1,128,353 234,303 610,501 126,929 2,100,088 (302,098) 1,797,989

営業利益 57,654 940 19,997 2,477 81,069 6,636 87,705

 

当第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日） 

(単位:百万円) 

 日本 欧州 アジア 
その他 
の地域 

計 消去 連結 

売上高   

(1)外部顧客に対する 
売上高 

868,951 177,430 655,867 120,508 1,822,758 － 1,822,758

(2)所在地間の内部売上高 

又は振替高 
262,523 2,676 17,820 441 283,461 (283,461) －

計 1,131,475 180,106 673,687 120,949 2,106,219 (283,461) 1,822,758

営業利益又は営業損失(△) 69,602 △3,276 20,615 1,769 88,710 4,168 92,879

 

(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 日本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) ア ジ ア ･･････ インド、インドネシア、パキスタン 

(3) その他の地域 ･･････ 米国、カナダ、オーストラリア、コロンビア 

３ 当社及び連結子会社の所在地を基礎として区分しています。 

 

（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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４．補足情報 

【連結売上高の内訳】 

（単位：数量 千台、金額 百万円） 

前第３四半期 
連結累計期間 

(23.4.1～23.12.31)

当第３四半期 
連結累計期間 

(24.4.1～24.12.31)
比較増減 

 

数量 金額 数量 金額 数量 金額 

 国  内 54 17,064 52 16,530 △2 △533

二 海  外 977 171,739 963 146,818 △14 △24,921

  欧 州 43 31,557 29 20,921 △13 △10,635

輪  北 米 34 24,506 32 23,857 △2 △649

  アジア 831 81,233 825 74,536 △5 △6,697

車  その他 68 34,441 75 27,503 6 △6,938

計 1,032 188,804 1,015 163,349 △16 △25,454

 国  内 522 656,344 589 721,866 66 65,521

四 海  外 1,221 917,840 1,270 904,578 49 △13,262

  欧 州 187 234,486 151 170,689 △36 △63,796

輪  北 米 21 40,439 19 36,024 △2 △4,415

  アジア 925 541,335 1,014 604,399 88 63,063

車  その他 86 101,578 85 93,465 △0 △8,113

計 1,743 1,574,185 1,859 1,626,445 116 52,259

 国  内 － 10,920 － 11,258 － 338

特 海  外 － 24,079 － 21,704 － △2,374

  欧 州 － 6,897 － 6,237 － △660

機  北 米 － 9,785 － 9,354 － △430

  アジア － 2,901 － 2,059 － △842

等  その他 － 4,495 － 4,053 － △441

計 － 35,000 － 32,963 － △2,036

 国  内 684,329 749,656 65,326

合 海  外 1,113,660 1,073,101 △40,558

  欧 州 272,941 197,848 △75,092

  北 米 74,731 69,235 △5,495

  アジア 625,471 680,994 55,523

計  その他 140,515 125,022

 

△15,493

計 1,797,989 1,822,758  24,768

（注）外部顧客の所在地を基礎として区分しています。 

 


