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1. 2020年3月期の連結業績（2019年4月1日～2020年3月31日）

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2020年3月期 3,488,433 △9.9 215,069 △33.7 245,414 △35.3 134,222 △24.9

2019年3月期 3,871,496 3.0 324,365 △13.3 379,530 △0.9 178,759 △17.1

（注）包括利益 2020年3月期　　37,688百万円 （△78.8％） 2019年3月期　　177,928百万円 （△30.0％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株
当たり当期純利益

自己資本当期
純利益率

総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

2020年3月期 286.36 286.32 9.3 7.3 6.2

2019年3月期 395.26 395.20 13.3 11.3 8.4

（参考） 持分法投資損益 2020年3月期 6,315百万円 2019年3月期 5,029百万円

(2) 連結財政状態

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

2020年3月期 3,339,783 1,793,657 44.5 3,065.01

2019年3月期 3,401,970 1,715,914 40.9 3,018.41

（参考） 自己資本 2020年3月期 1,487,550百万円 2019年3月期 1,392,490百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況
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
財務活動による

キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

2020年3月期 171,533 △296,989 80,708 420,392

2019年3月期 383,437 △250,848 △256,110 473,097

2. 配当の状況

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

2019年3月期 ― 37.00 ― 37.00 74.00 34,114 18.7 2.5

2020年3月期 ― 37.00 ― 48.00 85.00 40,372 29.7 2.8

2021年3月期(予想) ― ― ― ― ― ―

(注)　2021年3月期の配当予想につきましては、現時点では未定といたします。

3. 2021年 3月期の連結業績予想（2020年 4月 1日～2021年 3月31日）

　　現時点では業績予想をする上での未確定要素が多く、適正かつ合理的な予想値の算出が困難であることから、未定とさせて頂

きます。　　　
    今後、新型コロナウイルスによる影響について、適正かつ合理的な算出が可能な状況になりましたら、速やかに開示いたします。



※ 注記事項

(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）　：　有

新規　― 　社　（社名） 　　、　　　　　除外　1 　社　（社名） 　Suzuki Finance Europe B.V.

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 　：　無

② ①以外の会計方針の変更 　：　無

③ 会計上の見積りの変更 　：　無

④ 修正再表示 　：　無

(3) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2020年3月期 491,067,800 株 2019年3月期 491,049,100 株

② 期末自己株式数 2020年3月期 5,735,335 株 2019年3月期 29,716,090 株

③ 期中平均株式数 2020年3月期 468,715,493 株 2019年3月期 452,260,815 株

（参考）個別業績の概要

2020年3月期の個別業績（2019年4月1日～2020年3月31日）

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

2020年3月期 1,792,834 △7.6 72,702 △24.9 97,046 △17.2 78,110 84.2

2019年3月期 1,940,224 4.7 96,747 △22.4 117,223 △14.5 42,414 △59.5

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期

純利益
円 銭 円 銭

2020年3月期 166.62 166.60

2019年3月期 93.77 93.76

(2) 個別財政状態

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

2020年3月期 1,807,640 700,726 38.8 1,443.33

2019年3月期 1,707,283 583,024 34.1 1,263.36

（参考） 自己資本 2020年3月期 700,611百万円 2019年3月期 582,909百万円

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※ 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）　

　　現時点では業績予想をする上での未確定要素が多く、適正かつ合理的な予想値の算出が困難であることから、未定とさせて頂きます。

　　今後、新型コロナウイルスによる影響について、適正かつ合理的な算出が可能な状況になりましたら、速やかに開示いたします。
（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2020年5月26日(火)に当社ホームページ(https://www.suzuki.co.jp)に掲載しています。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績・財政状態の概況

(当期の経営成績)

当期の当社グループを取り巻く経営環境は、米中貿易問題を中心に世界経済の見通しが不透明さを増すなか、

当社グループの重要市場であるインドにおいても昨年度後半からの景気悪化が長期化しています。日本におき

ましても、消費増税の影響や米中貿易問題の影響等、景気の先行きについて注意が必要な状況にあります。さ

らに、本年に入ってからは、新型コロナウイルスの影響が世界的に広まっており、厳しい状況が続くものと予

想されます。

　このような状況下、当期の業績は、インド四輪市場の回復遅れと為替影響に加え、期末に発生した新型コロ

ナウイルスの影響等により、減収減益となりました。連結売上高は3兆4,884億円と前期に比べ3,831億円（9.9

％）減少しました。利益面では、営業利益は2,151億円と前期に比べ1,093億円（33.7％）減少、経常利益は

2,454億円と前期に比べ1,341億円（35.3％）減少しました。親会社株主に帰属する当期純利益は1,342億円と前

期に比べ446億円（24.9％）減少しましたが、特別損失（前期に完成検査対策費813億円を計上）が大幅に減少

したことにより経常利益に対し減少幅は縮小しました。

＜セグメント別の業績＞

(四輪事業)

売上高はインド、パキスタンでの販売減少や為替円高の影響に加え、期末に発生した新型コロナウイルスの

影響により3兆1,574億円と前期に比べ3,751億円（10.6％）減少しました。営業利益は売上減少に加え、為替円

高、減価償却費増加等により1,971億円と前期に比べ1,067億円（35.1％）減少しました。

(二輪事業)

売上高はインドでの販売増加の一方、欧米、インドネシアでの販売減少や為替円高の影響により2,426億円と

前期に比べ125億円（4.9％）減少しました。営業利益は期末に発生した新型コロナウイルスの影響もあり7億円

と前期に比べ29億円（80.9％）減少しました。

(マリン事業他)

売上高は欧州での船外機や国内での電動車いすの販売増等により884億円と前期に比べ45億円（5.4％）増加、

営業利益は173億円と前期に比べ3億円（1.6％）増加しました。この内、マリン事業の売上高は745億円、前期

に比べ15億円（2.1％）増加しましたが、営業利益は１～３月期での北米減速もあり141億円、前期に比べ4億円

（3.1％）減少しました。

　

＜所在地別の業績＞

日本、欧州およびアジアで減収減益となりました。営業利益につきましては、日本で1,232億円と前期に比べ

276億円（18.3％）減少、欧州で177億円と前期に比べ53億円（23.1％）減少、アジアで627億円と前期に比べ

815億円（56.5％）減少しました。

(当期の財政状態)

・資産、負債及び純資産の状況

当期末の財政状態は、総資産3兆3,398億円（前期末比622億円減）、負債の部は1兆5,461億円（前期末比

1,399億円減）、純資産の部は1兆7,937億円（前期末比777億円増）となりました。

　自己資本比率につきましては、トヨタ自動車株式会社への第三者割当による自己株式処分の払込完了もあり

44.5％と2015年9月に実施した4,603億円の自己株式取得以前の水準にまで回復することができました。

　足元では新型コロナウイルスによる影響が懸念されますが、当期末の現金及び預金と有価証券を合計した手

元資金は6,044億円、月商比で2.1ヵ月あり、さらに未使用のコミットメントライン枠3,000億円も確保していま

すので、当面の資金繰り上の問題はありません。

　なお、今後の見通しの不透明さから、出来るだけ手元キャッシュを厚くしたいと考えており、今後、さらな

る資金調達についても検討してまいります。
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・キャッシュ・フローの状況

当期の営業活動によるキャッシュ・フローは業績低下に伴い1,715億円の増加（前期は3,834億円の資金増

加）に留まり、投資活動によるキャッシュ・フローはインドでの設備投資など2,970億円の資金を使用（前期は

2,508億円の資金減少）しました。その結果、フリー・キャッシュ・フローは1,255億円の減少（前期は1,326億

円の資金増加）となりました。財務活動では、トヨタ自動車株式会社への第三者割当による自己株式処分の払

込完了もあり、807億円の資金が増加（前期は2,561億円の資金減少）しました。

　その結果、現金及び現金同等物の当期末残高は4,204億円となり、前期末に比べ527億円減少しました。

（２）今後の見通し

次期の連結業績予想につきましては、新型コロナウイルスによる感染拡大により、当社が製造拠点を置く日

本、インド、パキスタン、ハンガリー、フィリピン等の工場稼働や世界各国での販売に影響が出ており、現時

点では業績予想をする上での未確定要素が多く、適正かつ合理的な予想値の算出が困難であることから、未定

とさせて頂きます。

　今後、新型コロナウイルスによる影響について、適正かつ合理的な算出が可能な状況になりましたら、速や

かに開示いたします。

（３）当期・次期の配当

当社は2020年3月に創立100周年を迎えることができました。この100年、スズキは織機、二輪車、四輪車、船

外機と多くの挑戦をしてきました。これらの挑戦があったからこそ、今のスズキがあります。株主の皆様、お

客様、お取引先様、従業員、当社のあらゆるステークホルダーの皆様に感謝、まさに「感謝。感謝。感謝の100

年」でした。

　当期の配当金につきましては、減収減益ではありますが、当社創立100周年という節目を迎えることができた

ことを株主の皆様に感謝し、期末配当金は１株につき普通配当37円に創立100周年の記念配当11円を加え48円と

させていただきたいと存じます。

なお、中間配当金として37円をお支払いしておりますので、当期の年間配当金は1株につき85円となります。

　次期の配当金につきましては、業績予想を未定とさせていただいたことから同じく未定とさせていただきま

す。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、将来の国際財務報告基準（ＩＦＲＳ）の適用に備え、準備を行っております。具体的な適用時

期については、現在検討中であります。
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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当連結会計年度
(2020年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 509,717 485,808

受取手形及び売掛金 445,700 427,358

有価証券 189,046 118,584

商品及び製品 238,013 245,409

仕掛品 54,033 47,420

原材料及び貯蔵品 59,850 62,662

その他 131,075 155,349

貸倒引当金 △5,120 △2,871

流動資産合計 1,622,317 1,539,722

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 185,779 186,544

機械装置及び運搬具（純額） 252,596 241,974

工具、器具及び備品（純額） 76,337 68,402

土地 299,977 304,652

建設仮勘定 89,585 118,571

有形固定資産合計 904,276 920,144

無形固定資産

のれん 135 -

その他 2,152 1,604

無形固定資産合計 2,288 1,604

投資その他の資産

投資有価証券 635,184 662,194

長期貸付金 711 549

繰延税金資産 198,422 174,320

その他 39,342 41,843

貸倒引当金 △379 △445

投資損失引当金 △193 △150

投資その他の資産合計 873,088 878,312

固定資産合計 1,779,653 1,800,060

資産合計 3,401,970 3,339,783
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当連結会計年度
(2020年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 327,373 257,996

電子記録債務 71,532 71,869

短期借入金 93,807 121,082

1年内返済予定の長期借入金 63,845 74,515

1年内償還予定の新株予約権付社債 - 2,972

未払費用 297,200 279,911

未払法人税等 34,661 22,310

製品保証引当金 248,199 243,920

役員賞与引当金 77 95

その他 202,963 150,830

流動負債合計 1,339,662 1,225,506

固定負債

新株予約権付社債 11,535 8,560

長期借入金 206,250 197,064

繰延税金負債 2,895 5,121

役員退職慰労引当金 1,161 1,161

災害対策引当金 436 436

製造物賠償責任引当金 4,890 4,646

リサイクル引当金 10,255 9,654

退職給付に係る負債 82,813 67,206

その他 26,154 26,768

固定負債合計 346,393 320,619

負債合計 1,686,055 1,546,126

純資産の部

株主資本

資本金 138,161 138,202

資本剰余金 143,965 146,490

利益剰余金 1,314,587 1,414,665

自己株式 △113,963 △21,775

株主資本合計 1,482,750 1,677,583

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 95,873 87,455

繰延ヘッジ損益 △219 △269

為替換算調整勘定 △164,544 △255,266

退職給付に係る調整累計額 △21,369 △21,951

その他の包括利益累計額合計 △90,260 △190,032

新株予約権 115 115

非支配株主持分 323,309 305,990

純資産合計 1,715,914 1,793,657

負債純資産合計 3,401,970 3,339,783
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

当連結会計年度
(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

売上高 3,871,496 3,488,433

売上原価 2,738,958 2,514,779

売上総利益 1,132,538 973,654

販売費及び一般管理費 808,172 758,585

営業利益 324,365 215,069

営業外収益

受取利息 51,206 25,450

受取配当金 3,688 3,325

持分法による投資利益 5,029 6,315

その他 19,482 15,930

営業外収益合計 79,406 51,021

営業外費用

支払利息 4,241 5,555

有価証券評価損 257 1,812

為替差損 2,853 3,508

寄付金 3,797 526

関係会社整理損 4,446 －

その他 8,645 9,272

営業外費用合計 24,241 20,675

経常利益 379,530 245,414

特別利益

固定資産売却益 1,763 1,501

投資有価証券売却益 158 170

特別利益合計 1,922 1,672

特別損失

固定資産売却損 210 279

投資有価証券売却損 9 215

減損損失 1,514 565

完成検査対策費 81,329 －

特別損失合計 83,062 1,060

税金等調整前当期純利益 298,390 246,027

法人税、住民税及び事業税 103,503 48,881

法人税等調整額 △42,000 34,537

法人税等合計 61,502 83,418

当期純利益 236,887 162,608

非支配株主に帰属する当期純利益 58,128 28,386

親会社株主に帰属する当期純利益 178,759 134,222
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連結包括利益計算書

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

当連結会計年度
(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当期純利益 236,887 162,608

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △16,012 △2,603

繰延ヘッジ損益 △214 △313

為替換算調整勘定 △25,318 △119,454

退職給付に係る調整額 △10,848 △1,239

持分法適用会社に対する持分相当額 △6,565 △1,308

その他の包括利益合計 △58,958 △124,919

包括利益 177,928 37,688

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 131,010 34,425

非支配株主に係る包括利益 46,918 3,263

決算短信（宝印刷） 2020年05月26日 11時01分 9ページ（Tess 1.50(64) 20191218_01）



スズキ株式会社(7269) 2020年３月期 決算短信

－8－

（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 138,064 143,868 1,247,242 △189,126 1,340,047

当期変動額

新株の発行 97 97 194

剰余金の配当 △36,481 △36,481

親会社株主に帰属す

る当期純利益
178,759 178,759

自己株式の取得 △7 △7

自己株式の処分 △74,932 75,171 238

利益剰余金から資本

剰余金への振替
74,932 △74,932 -

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 97 97 67,345 75,163 142,702

当期末残高 138,161 143,965 1,314,587 △113,963 1,482,750

その他の包括利益累計額

新株予約権
非支配

株主持分
純資産合計その他

有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ

損益

為替換算

調整勘定

退職給付

に係る

調整累計額

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 108,528 22 △140,136 △10,925 △42,511 126 297,564 1,595,227

当期変動額

新株の発行 194

剰余金の配当 △36,481

親会社株主に帰属す

る当期純利益
178,759

自己株式の取得 △7

自己株式の処分 238

利益剰余金から資本

剰余金への振替
-

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△12,654 △242 △24,407 △10,444 △47,749 △11 25,744 △22,015

当期変動額合計 △12,654 △242 △24,407 △10,444 △47,749 △11 25,744 120,687

当期末残高 95,873 △219 △164,544 △21,369 △90,260 115 323,309 1,715,914
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当連結会計年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 138,161 143,965 1,314,587 △113,963 1,482,750

当期変動額

新株の発行 41 41 82

剰余金の配当 △34,144 △34,144

親会社株主に帰属す

る当期純利益
134,222 134,222

連結子会社株式の取

得による持分の増減
△1,411 △1,411

自己株式の取得 △12 △12

自己株式の処分 3,894 92,201 96,096

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 41 2,524 100,078 92,188 194,832

当期末残高 138,202 146,490 1,414,665 △21,775 1,677,583

その他の包括利益累計額

新株予約権
非支配

株主持分
純資産合計その他

有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ

損益

為替換算

調整勘定

退職給付

に係る

調整累計額

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 95,873 △219 △164,544 △21,369 △90,260 115 323,309 1,715,914

当期変動額

新株の発行 82

剰余金の配当 △34,144

親会社株主に帰属す

る当期純利益
134,222

連結子会社株式の取

得による持分の増減
△1,411

自己株式の取得 △12

自己株式の処分 96,096

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△8,417 △49 △90,722 △581 △99,771 － △17,318 △117,090

当期変動額合計 △8,417 △49 △90,722 △581 △99,771 － △17,318 77,742

当期末残高 87,455 △269 △255,266 △21,951 △190,032 115 305,990 1,793,657
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

当連結会計年度
(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 298,390 246,027

減価償却費 148,926 164,158

減損損失 1,514 565

貸倒引当金の増減額（△は減少） △112 △1,868

製品保証引当金の増減額（△は減少） 143,410 △3,524

受取利息及び受取配当金 △54,894 △28,776

支払利息 4,241 5,555

為替差損益（△は益） 996 △2,527

持分法による投資損益（△は益） △5,029 △6,315

有形固定資産売却損益（△は益） △1,553 △1,222

売上債権の増減額（△は増加） △60,053 1,109

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,431 △29,177

未収入金の増減額(△は増加) 11,853 △23,360

仕入債務の増減額（△は減少） △107,695 △51,727

未払費用の増減額（△は減少） 84,193 △7,665

その他 △15,881 △54,511

小計 440,875 206,736

利息及び配当金の受取額 55,057 28,525

利息の支払額 △3,636 △4,808

法人税等の支払額 △108,858 △58,921

営業活動によるキャッシュ・フロー 383,437 171,533

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 △88,201 △97,968

定期預金の払戻による収入 138,195 93,678

有価証券の取得による支出 △819,455 △682,913

有価証券の売却及び償還による収入 730,247 698,776

有形固定資産の取得による支出 △251,507 △245,825

投資有価証券の取得による支出 △30,000 △88,048

その他 69,874 25,311

投資活動によるキャッシュ・フロー △250,848 △296,989

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） △125 36,358

長期借入れによる収入 78,779 72,741

長期借入金の返済による支出 △95,001 △70,395

転換社債型新株予約権付社債の取得による支出 △182,400 -

自己株式の処分による収入 - 96,096

自己株式の取得による支出 △7 △4

配当金の支払額 △36,340 △34,139

非支配株主への配当金の支払額 △20,819 △19,975

その他 △194 27

財務活動によるキャッシュ・フロー △256,110 80,708

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,228 △7,956

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △127,749 △52,704

現金及び現金同等物の期首残高 600,846 473,097

現金及び現金同等物の期末残高 473,097 420,392
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（５）連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

１ 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会等の意思決定

機関が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。当社

は、経営組織の形態と製品及びサービスの特性に基づいて、「四輪事業」「二輪事業」「マリン事業他」の３つを

報告セグメントとしています。

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

四 輪 事 業 軽自動車、小型自動車、普通自動車

二 輪 事 業 二輪車、バギー

マリン事業他 船外機、電動車いす、住宅

　

２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額
(注)2

合計
四輪事業 二輪事業

マリン
事業他

計

売上高 3,532,531 255,071 83,893 3,871,496 － 3,871,496

セグメント利益 (注)1 303,731 3,631 17,003 324,365 － 324,365

セグメント資産 2,621,420 244,293 55,667 2,921,381 480,589 3,401,970

その他の項目

減価償却費 133,050 12,591 3,284 148,926 － 148,926

のれんの償却費 68 33 0 101 － 101

減損損失 1,425 55 32 1,514 － 1,514

持分法適用会社への投資額 34,805 3,678 661 39,145 － 39,145

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

245,597 19,405 3,942 268,945 － 268,945
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当連結会計年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額
(注)2

合計
四輪事業 二輪事業

マリン
事業他

計

売上高 3,157,434 242,561 88,437 3,488,433 － 3,488,433

セグメント利益 (注)1 197,100 693 17,275 215,069 － 215,069

セグメント資産 2,556,172 219,044 63,791 2,839,008 500,775 3,339,783

その他の項目

減価償却費 146,858 13,729 3,570 164,158 － 164,158

のれんの償却費 88 46 0 135 － 135

減損損失 540 14 10 565 － 565

持分法適用会社への投資額 32,956 4,708 438 38,102 － 38,102

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

220,098 13,753 2,598 236,450 － 236,450

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

2 セグメント資産のうち、「調整額」の項目に含めた全社資産（前連結会計年度480,589百万円、当連結会計

年度500,775百万円）の主なものは、当社での余資運用資金（現金及び預金、有価証券等）、長期投資資

金（投資有価証券）に係る資産等です。

　

３ 地域に関する情報

　前連結会計年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)

　(1) 売上高

(単位：百万円)

日本 インド その他 合計

1,252,447 1,308,200 1,310,848 3,871,496

　(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国に分類しています。

　

　(2) 有形固定資産

(単位：百万円)

日本 インド その他 合計

439,224 347,056 117,995 904,276

　

　当連結会計年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

　(1) 売上高

(単位：百万円)

日本 インド その他 合計

1,179,523 1,121,164 1,187,746 3,488,433

　(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国に分類しています。

　

　(2) 有形固定資産

(単位：百万円)

日本 インド その他 合計

458,886 362,858 98,400 920,144
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(参考情報)

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。

　

【所在地別の業績】

前連結会計年度(自 2018年４月１日 至 2019年３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

1,472,710 438,838 1,777,867 182,080 3,871,496 － 3,871,496

(2)所在地間の内部売上高
又は振替高

669,739 191,957 109,228 1,053 971,978 △971,978 －

計 2,142,449 630,795 1,887,096 183,133 4,843,474 △971,978 3,871,496

営業利益 150,768 22,981 144,214 6,083 324,047 318 324,365

当連結会計年度(自 2019年４月１日 至 2020年３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

1,369,326 392,007 1,541,745 185,354 3,488,433 － 3,488,433

(2)所在地間の内部売上高
又は振替高

617,406 175,406 109,631 266 902,712 △902,712 －

計 1,986,733 567,414 1,651,377 185,621 4,391,145 △902,712 3,488,433

営業利益 123,188 17,678 62,671 6,531 210,069 4,999 215,069

　
(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、ドイツ、英国、フランス

(2) ア ジ ア ……インド、パキスタン、インドネシア、タイ

(3) その他の地域 ……米国、オーストラリア、メキシコ、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。
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(１株当たり情報)

前 期
(2018.4.1～2019.3.31)

当 期
(2019.4.1～2020.3.31)

１株当たり純資産額 3,018円41銭 １株当たり純資産額 3,065円01銭

１株当たり当期純利益金額 395円26銭 １株当たり当期純利益金額 286円36銭

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額

395円20銭
潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額

286円32銭

　

(注) 算定上の基礎

１. １株当たり純資産額

前 期

(2019.3.31現在)

当 期

(2020.3.31現在)

純資産の部の合計額（百万円） 1,715,914 1,793,657

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） 323,424 306,106

　(うち新株予約権) (115) (115)

　(うち非支配株主持分) (323,309) (305,990)

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 1,392,490 1,487,550

普通株式の発行済株式数（株） 491,049,100 491,067,800

普通株式の自己株式数（株） 29,716,090 5,735,335

１株当たり純資産額の算定に用いられた

期末の普通株式の数（株）
461,333,010 485,332,465

２. １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

前 期

(2018.4.1～2019.3.31)

当 期

(2019.4.1～2020.3.31)

１株当たり当期純利益金額

　親会社株主に帰属する当期純利益（百万円） 178,759 134,222

　普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

　普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益
（百万円）

178,759 134,222

　普通株式の期中平均株式数（株） 452,260,815 468,715,493

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

　親会社株主に帰属する当期純利益調整額（百万
円）

－ －

　普通株式増加数（株） 64,795 63,586

（うち新株予約権） (64,795) (63,586)

　希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在

株式の概要

－ －

　

(重要な後発事象)

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大により、2020年４月以降も、当社が製造拠点を置く日本、インド、パキ

スタン、ハンガリー、フィリピン等の工場稼働や世界各国での販売に影響が出ております。

　世界各国における外出禁止措置等は継続しており、新型コロナウイルス感染症の収束時期が見通せないなか、今

後の生産、販売活動に引き続き影響を与える可能性があります。

　なお、現段階におきまして、これによる影響額を合理的に算定することは困難であります。
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