
＜2017年3月期（第151期）決算 参考資料＞【連結】
【連結】

前 期 実 績 当 期 実 績 次 期 予 想
(2015.4～2016.3） (2016.4～2017.3） (2017.4～2018.3）

増減 増減率 増減 増減率 増減 増減率

売   上   高 31,807 +1,652 +5.5% 31,695 -112 -0.3% 34,000 +2,305 +7.3%

国内売上 10,479 -467 -4.3% 10,375 -104 -1.0% 10,500 +125 +1.2%

自社売上 9,447 -193 -2.0% 9,488 +41 +0.4% 9,600 +112 +1.2%

OEM売上 1,032 -274 -20.9% 887 -145 -14.0% 900 +13 +1.4%

海外売上 21,328 +2,119 +11.0% 21,320 -8 -0.0% 23,500 +2,180 +10.2%

営 業 利 益 1,953 +159 +8.9% 2,667 +714 +36.5% 2,400 -267 -10.0%

（利益率） (6.1%) (8.4%) (7.1%)
経 常 利 益 2,091 +148 +7.6% 2,867 +776 +37.1% 2,550 -317 -11.1%

（利益率） (6.6%) (9.0%) (7.5%)

1,167 +198 +20.4% 1,600 +433 +37.1% 1,450 -150 -9.4%

（利益率） (3.7%) (5.0%) (4.3%)

増益要因  売上･構成変化等 +586  売上･構成変化等 +1,197  原価低減 +270 
 原価低減 +246  原価低減 +231  売上･構成変化等 +223 

 減価償却費の減 +49 
 諸経費等の減 +35 

計 +832 計 +1,512 計 +493 

減益要因  減価償却費の増 -339  為替影響 -793  諸経費等の増 -400 
 諸経費等の増 -254  研究開発費の増 -5  研究開発費の増 -190 
 研究開発費の増 -51  減価償却費の増 -170 
 為替影響 -29 

計 -673 計 -798 計 -760 
(為替影響) (為替影響) (為替影響)

米ドル 120円 +10円 +42 108円 -12円 -63 110円 +2円 +10 
ユーロ 133円 -6円 -63 119円 -14円 -148 115円 -4円 -46 
ｲﾝﾄﾞﾙﾋﾟｰ 1.85円 +0.04円 +39 1.63円 -0.22円 -277 1.65円 +0.02円 +26 

0.89円 -0.02円 -6 0.82円 -0.07円 -25 0.85円 +0.03円 +14 

3.44円 +0.06円 -6 3.08円 -0.36円 +36 3.10円 +0.02円 -1 
設  備  投  資 1,715 -230 1,988 +273 2,200 +212

減 価 償 却 費 1,683 +339 1,634 -49 1,800 +166

研 究 開 発 費 1,310 +51 1,315 +5 1,500 +185

有利子負債残高 5,293 -254 6,399 +1,106

営業活動 2,941 +391 3,663 +722

投資活動 -2,424 -1,215 -2,886 -462

財務活動 -5,204 -6,049 895 +6,099

ｷｬｯｼｭ残高 4,501 -4,822 6,140 +1,639

売 上 高 28,785 +1,765 +6.5% 28,956 +171 +0.6%

営業利益 1,926 +208 +12.1% 2,551 +625 +32.4%

（利益率） (6.7%) (8.8%)
売 上 高 2,339 -166 -6.6% 2,063 -276 -11.8%

営業利益 -102 -95 - -9 +93 -

（利益率） ( - ) ( - )
売 上 高 683 +53 +8.3% 676 -7 -0.9%

営業利益 129 +46 +55.8% 125 -4 -2.6%

（利益率） (18.9%) (18.6%)
売 上 高 18,102 +452 +2.6% 18,588 +486 +2.7%

営業利益 848 -59 -6.5% 1,372 +524 +61.8%

（利益率） (4.7%) (7.4%)
売 上 高 5,505 +1,144 +26.2% 5,582 +77 +1.4%

営業利益 67 +16 +31.4% 131 +64 +94.9%

（利益率） (1.2%) (2.3%)
売 上 高 14,961 +1,899 +14.5% 15,069 +108 +0.7%

営業利益 1,038 +222 +27.2% 1,214 +176 +16.9%

（利益率） (6.9%) (8.1%)
売 上 高 1,544 -48 -3.0% 1,423 -121 -7.9%

営業利益 24 -2 -7.2% 41 +17 +67.0%

（利益率） (1.6%) (2.9%)
136社 3社 136社 ±0社

33社 -2社 32社 -1社

従 業 員 数 61,601人 +4,192人 62,992人 +1,391人

2017年 5月12日
スズキ株式会社
（単位：億円）
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＜2017年3月期（第151期）決算 参考資料＞【生産･販売台数】
【生産･販売台数】

当 期 実 績 次 期 予 想
(2017.1～3) (2016.4～2017.3) (2017.4～2018.3)

増減 増減率 増減 増減率 増減 増減率

軽四輪 561 368 163 +44 +37.4% 532 -30 -5.3% 551 +19 +3.7%

登録車 74 72 31 +10 +48.0% 103 +29 +39.3% 104 +1 +0.9%

輸　出 114 93 52 +26 +97.8% 146 +32 +27.9% 214 +68 +46.9%

ＯＥＭ 112 66 27 -1 -2.4% 93 -18 -16.5% 111 +18 +18.8%

計 861 600 274 +80 +41.0% 874 +13 +1.5% 980 +106 +12.2%

内完成車 827 581 264 +78 +42.2% 846 +19 +2.2% 956 +110 +13.0%

欧　州 193 160 43 -8 -16.4% 203 +10 +5.4% 161 -42 -20.8%

中　国 154 103 28 -14 -33.0% 131 -23 -15.1%

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 130 83 27 -3 -9.0% 110 -19 -14.9%

タ　イ 56 43 16 +3 +19.2% 59 +3 +5.7%

インド 1,424 1,140 445 +70 +18.5% 1,585 +161 +11.3%

その他 133 82 31 +3 +10.4% 113 -20 -15.2%

アジア 1,896 1,451 546 +59 +12.0% 1,997 +101 +5.3% 2,139 +142 +7.1%

その他 2 1 0 +0 +101.2% 1 -1 -33.9% 2 +1 +51.3%

計 2,090 1,612 590 +50 +9.4% 2,202 +111 +5.3% 2,302 +100 +4.6%

合　計 2,951 2,212 863 +130 +17.7% 3,075 +124 +4.2% 3,282 +207 +6.7%

軽四輪 549 366 166 +11 +7.4% 532 -17 -3.1% 540 +8 +1.5%

登録車 81 74 32 +5 +16.5% 107 +26 +31.8% 105 -2 -1.6%

計 630 441 198 +16 +8.8% 639 +9 +1.4% 645 +6 +1.0%

欧　州 207 172 73 +16 +28.2% 245 +38 +18.3% 267 +22 +9.1%

中　国 186 120 28 -21 -42.2% 148 -38 -20.2%

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 120 70 22 -6 -20.8% 92 -28 -23.2%

タ　イ 21 18 5 +0 +2.9% 23 +2 +7.5%

インド 1,305 1,062 383 +49 +14.8% 1,445 +139 +10.7%

その他 209 120 43 +2 +4.0% 162 -47 -22.4%

アジア 1,842 1,389 481 +25 +5.4% 1,870 +29 +1.5% 1,983 +113 +6.0%

その他 183 123 41 -3 -5.9% 164 -18 -10.0% 176 +12 +7.1%

計 2,231 1,684 595 +38 +6.8% 2,279 +48 +2.2% 2,426 +147 +6.4%

合　計 2,861 2,125 793 +54 +7.3% 2,918 +57 +2.0% 3,071 +153 +5.2%

OEM販売実績(外数) 112 67 27 -1 -3.0% 93 -19 -16.6%

国　内 32 28 11 +4 +67.3% 39 +7 +22.4% 40 +1 +3.2%

輸　出 91 70 32 +11 +52.2% 102 +11 +12.6% 118 +16 +15.6%

計 122 98 43 +15 +55.8% 141 +19 +15.1% 158 +17 +12.2%

内ATV 14 6 2 -1 -32.8% 8 -5 -40.5% 13 +5 +61.3%

北　米 4 3 1 +0 +46.9% 4 -0 -0.5% 5 +1 +13.2%

中　国 554 335 104 -7 -6.4% 438 -116 -20.9%

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 120 50 22 -15 -39.6% 72 -48 -39.9%

インド 377 265 114 +21 +22.3% 379 +3 +0.7%

その他 229 206 66 +7 +12.0% 273 +44 +19.1%

アジア 1,279 856 306 +6 +2.1% 1,162 -117 -9.2% 1,180 +18 +1.5%

その他 74 51 12 -4 -25.5% 63 -11 -14.9% 56 -7 -10.9%

計 1,358 910 319 +3 +0.8% 1,229 -128 -9.4% 1,241 +12 +0.9%

内ATV 9 6 1 -0 -23.4% 7 -1 -15.5% 8 +1 +8.1%

合　計 1,480 1,008 362 +18 +5.2% 1,370 -110 -7.4% 1,399 +29 +2.1%

内ATV 22 12 3 -1 -29.9% 15 -7 -30.7% 21 +6 +35.8%

国内販売 61 45 17 +3 +24.1% 62 +1 +1.5% 67 +5 +8.1%

欧　州 48 38 7 -3 -28.1% 45 -3 -6.2% 53 +8 +18.1%

北　米 46 25 7 -6 -44.9% 32 -14 -30.0% 40 +8 +25.5%

中　国 453 270 88 -12 -12.3% 359 -94 -20.9%

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 101 34 18 -4 -19.6% 52 -48 -48.0%

インド 313 249 102 +33 +49.2% 351 +37 +11.9%

その他 264 207 70 -3 -3.5% 278 +14 +5.3%

アジア 1,131 761 278 +14 +5.3% 1,039 -92 -8.1% 1,073 +34 +3.3%

その他 216 148 42 -10 -19.5% 190 -26 -12.1% 186 -4 -1.9%

計 1,440 971 334 -4 -1.3% 1,305 -134 -9.3% 1,352 +47 +3.6%

合　計 1,501 1,016 351 -1 -0.3% 1,367 -133 -8.9% 1,419 +52 +3.8%

内ATV 22 14 4 -2 -28.8% 18 -4 -16.6% 18 -0 -0.5%

※

※
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生産台数は、国内は完成車生産台数＋ＣＫＤ生産台数。海外は現地ラインオフ台数（日本からのＣＫＤ分を除く）。

販売台数は、スズキブランド車（一部ライセンス車を含む）。当期実績の海外販売台数には一部予想値を含む。

2017年 5月12日
 スズキ株式会社
（単位：千台）
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（補足）
　インドの通期販売
　見通しは前期比+8%



＜2017年3月期（第151期）決算参考資料＞【単独】

前 期 実 績 当 期 実 績

(2015.4～2016.3） (2016.4～2017.3）

増減 増減率 増減 増減率

売   上   高 16,091 -540 -3.3% 16,878 +787 +4.9%

国　　内 8,468 -1,460 -14.7% 8,665 +197 +2.3%

輸　　出 7,623 +920 +13.7% 8,213 +590 +7.7%

一　般 4,337 -412 -8.7% 4,621 +284 +6.6%

三国間 3,286 +1,332 +68.2% 3,592 +306 +9.3%

営 業 利 益 518 -173 -25.1% 1,064 +546 +105.4%

（利益率） (3.2%) (6.3%)

経 常 利 益 762 +15 +2.0% 1,202 +440 +57.9%

（利益率） (4.7%) (7.1%)

当期純利益 786 +274 +53.4% 877 +91 +11.6%

（利益率） (4.9%) (5.2%)

増益要因   諸経費等の減 +154   売上･構成変化等 +669 

  原価低減 +58   諸経費等の減 +349 

  原価低減 +57 

計 +212 計 +1,075 

減益要因   売上･構成変化等 -224   為替影響 -419 

  為替影響 -77   減価償却費の増 -83 

  研究開発費の増 -49   研究開発費の増 -27 

  減価償却費の増 -35 

計 -385 計 -529 
(為替影響) (為替影響)

120円 +10円 +41 108円 -12円 -61 

ユーロ 133円 -7円 -60 119円 -14円 -135 

設  備  投  資 660 +158 672 +12

減 価 償 却 費 409 +35 492 +83

研 究 開 発 費 1,130 +49 1,157 +27

有利子負債残高 3,916 -377 4,960 +1,044

中　間 15円 +5円 17円 +2円

期　末 17円 ±0円 (予定)27円 +10円

年　間 32円 +5円 (予定)44円 +12円

※

※

※

※ 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、インドルピー／円相場）などが含まれます。

【連結】、【単独】の各参考資料に記載した業績評価は連結決算を公表した1978年3月期以降の評価。

2017年 5月12日
スズキ株式会社
（単位：億円）
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【連結】、【生産・販売台数】、【単独】の各参考資料に記載した増減、増減率は前期（前年同期）に対する数値。

【連結】、【生産・販売台数】の各参考資料に記載した予想値は、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。

次期予想

年間44円

<中間22円>


