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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第3四半期 2,075,749 13.9 134,725 45.1 139,483 37.6 82,485 70.3
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

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 182,405百万円 （138.7％） 25年3月期第3四半期 76,415百万円 （―％）

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

26年3月期第3四半期 147.04 147.01
25年3月期第3四半期 86.33 79.33

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 2,774,499 1,467,525 47.0
25年3月期 2,487,635 1,298,553 46.1
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 1,304,940百万円 25年3月期 1,146,955百万円

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

25年3月期 ― 8.00 ― 10.00 18.00
26年3月期 ― 10.00 ―
26年3月期（予想） 10.00 20.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 2,850,000 10.5 180,000 24.5 190,000 22.1 105,000 30.6 187.18



(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 

(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、
インドルピー／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)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」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26年2月6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 ： 無
②①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

①期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期3Q 561,047,304 株 25年3月期 561,047,304 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 70,634 株 25年3月期 86,005 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 560,969,289 株 25年3月期3Q 560,963,672 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）経営成績に関する説明 

・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、欧米経済は財政問題などあ

るものの景気回復の動きがみられ、また、アジアでもインド景気に下げ止まりの兆しが現れるな

ど世界経済はこのところ回復の動きがみられます。国内においても景気は着実に回復してきてい

ますが、一方で消費税率引上げに伴う駆込みとその反動減が懸念される状況にあります。 

このような状況下、当第３四半期連結累計期間の連結売上高は国内やアジア、欧州で増加し2

兆757億円と前年同期に比べ2,529億円（13.9％）増加しました。国内売上高はＯＥＭ売上の減少

を自社ブランドの売上でカバーし7,779億円と前年同期に比べ282億円（3.8％）増加しました。

海外売上高は1兆2,978億円と前年同期に比べ2,247億円（20.9%）増加しました。 

連結利益の面では、営業利益はアジアにおける収益拡大や為替影響による日本の輸出損益改善

等により1,347億円と前年同期に比べ418億円（45.1％）の増加、経常利益は1,395億円と前年同

期に比べ382億円（37.6％）の増加、四半期純利益は825億円と前年同期に比べ341億円

（70.3％）の増加となりました。 

 

＜セグメント別の業績＞ 

（二輪車） 

二輪車事業の売上高は為替影響もあり1,924億円と前年同期に比べ291億円（17.8％）増加し

ました。営業利益は当第３四半期連結会計期間（平成25年10～12月期）が季節要因から営業損

失となりましたが、累計では前年同期の営業損失100億円から営業損失46億円へと損失額が縮小

しました。 

  

（四輪車） 

国内では軽乗用車「スペーシア」の好調な販売に加え、軽乗用車「アルト エコ」の燃費を改

善するなど商品力を強化し拡販に努め、ＯＥＭ売上の減少をカバーしました。また、海外では

欧州での新型クロスオーバー車「SX4 S-CROSS」、インドネシアでの政府のLCGC（Low Cost 

Green Car）政策に適応した低燃費の1000㏄5人乗り乗用車「カリムン ワゴンＲ」を発売するな

ど商品力を強化し拡販に努めてまいりました。四輪車事業全体の売上高は1兆8,462億円と前年

同期に比べ2,197億円（13.5％）増加しました。営業利益はアジアでの収益向上などにより

1,339億円と前年同期に比べ351億円（35.4％）増加しました。 

 

（特機等） 

特機等事業の売上高は371億円と前年同期に比べ41億円（12.5％）増加しました。営業利益は

54億円と前年同期に比べ13億円（33.4％）増加しました。 
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＜所在地別の業績＞ 

（日本） 

売上高は1兆2,106億円とＯＥＭ売上の減少を自社ブランドの売上増でカバーしたことや為替

影響などにより前年同期に比べ791億円（7.0％）増加しました。営業利益は為替影響による収

益改善等により955億円と前年同期に比べ259億円（37.2％）増加しました。 

 

（欧州） 

    売上高は「SX4 S-CROSS」発売等により2,450億円と前年同期に比べ649億円（36.0％）増加し

ました。営業利益は前年同期の営業損失33億円から13億円へと損失額が縮小しました。 

 

（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等により8,684億円と前年同期に

比べ1,947億円（28.9％）増加し、営業利益は505億円と前年同期に比べ299億円（144.8％）増

加しました。 

        

（その他の地域） 

          売上高は米国からの四輪車販売撤退等により1,082億円と前年同期に比べ127億円（10.5％）

減少しました。営業利益は前年同期の営業利益18億円から、5億円の営業損失となりました。 

 

（２）財政状態に関する説明 

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2兆7,745億円（前期末比2,869億円増）、

また、負債の部は1兆3,070億円（前期末比1,179億円増）、純資産の部は1兆4,675億円（前期末比

1,690億円増）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2,175億円の増加（前年同期

は862億円の資金増加）となり、投資活動では有形固定資産の取得など1,676億円の資金を使用（前

年同期は1,167億円の資金減少）しました結果、フリー・キャッシュ・フローは499億円のプラス

（前年同期は305億円のマイナス）となりました。財務活動では借入金の返済、配当金の支払等に

より87億円の資金が減少（前年同期は119億円の資金減少）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7,106億円となり、前期末

に比べ495億円増加しました。 
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

連結業績予想につきましては、前提となる為替レート、販売台数等を見直し、以下の通り修正

いたします。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 2兆8,500億円 （前期比 10.5%増、前回予想比 500億円増） 

      営  業  利  益    1,800億円 （前期比 24.5%増、前回予想比 100億円増） 

      経  常  利  益   1,900億円 （前期比 22.1%増、前回予想比 100億円増） 

      当 期 純 利 益   1,050億円 （前期比 30.6%増、前回予想比  50億円増） 

      為 替 レ ー ト 1米ドル＝100円、1ユーロ＝133円、1インドルピー＝1.66円 

              100インドネシアルピア＝0.92円、1タイバーツ＝3.15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、インドルピー／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 

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 【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25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 279,009 286,194

受取手形及び売掛金 253,237 243,295

有価証券 559,609 626,290

商品及び製品 183,195 231,256

仕掛品 30,334 33,644

原材料及び貯蔵品 47,850 48,495

その他 212,869 219,952

貸倒引当金 △5,887 △6,173

流動資産合計 1,560,218 1,682,955

固定資産   

有形固定資産 608,460 676,609

無形固定資産 10,618 7,977

投資その他の資産   

投資有価証券 216,332 313,830

その他 92,748 93,820

貸倒引当金 △743 △692

投資損失引当金 － △1

投資その他の資産合計 308,337 406,957

固定資産合計 927,416 1,091,544

資産合計 2,487,635 2,774,499

負債の部   

流動負債   

買掛金 350,472 391,150

短期借入金 207,090 245,409

未払法人税等 21,420 37,739

製品保証引当金 57,656 61,397

関係会社整理損失引当金 5,521 4,918

その他 242,455 239,823

流動負債合計 884,616 980,439

固定負債   

長期借入金 220,392 210,832

退職給付引当金 37,903 38,156

災害対策引当金 17,214 16,788

その他の引当金 7,226 8,077

その他 21,728 52,680

固定負債合計 304,464 326,535

負債合計 1,189,081 1,306,974
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25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 912,304 983,556

自己株式 △86 △55

株主資本合計 1,194,597 1,265,879

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 58,888 122,518

繰延ヘッジ損益 1,687 △1,059

為替換算調整勘定 △108,218 △82,399

その他の包括利益累計額合計 △47,642 39,060

新株予約権 84 142

少数株主持分 151,513 162,442

純資産合計 1,298,553 1,467,525

負債純資産合計 2,487,635 2,774,499
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 1,822,758 2,075,749

売上原価 1,366,603 1,501,500

売上総利益 456,154 574,248

販売費及び一般管理費 363,275 439,523

営業利益 92,879 134,725

営業外収益   

受取利息 6,716 6,535

受取配当金 3,069 4,190

持分法による投資利益 114 400

その他 9,942 12,417

営業外収益合計 19,842 23,545

営業外費用   

支払利息 4,163 4,458

有価証券評価損 3,502 40

為替差損 － 10,886

その他 3,713 3,401

営業外費用合計 11,379 18,786

経常利益 101,343 139,483

特別利益   

固定資産売却益 734 956

投資有価証券売却益 － 8

特別利益合計 734 965

特別損失   

固定資産売却損 503 460

投資有価証券売却損 － 0

減損損失 － 58

関係会社整理損失引当金繰入額 15,531 －

特別損失合計 16,034 518

税金等調整前四半期純利益 86,043 139,929

法人税等 31,696 43,892

少数株主損益調整前四半期純利益 54,347 96,036

少数株主利益 5,920 13,551

四半期純利益 48,426 82,485
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 54,347 96,036

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 22,538 65,787

繰延ヘッジ損益 △1,235 △2,474

為替換算調整勘定 746 18,656

持分法適用会社に対する持分相当額 18 4,399

その他の包括利益合計 22,068 86,368

四半期包括利益 76,415 182,405

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 71,624 169,187

少数株主に係る四半期包括利益 4,790 13,217
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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 86,043 139,929

減価償却費 70,459 84,765

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） 12,710 △603

受取利息及び受取配当金 △9,785 △10,726

支払利息 4,163 4,458

持分法による投資損益（△は益） △114 △400

有価証券評価損益（△は益） 3,502 40

売上債権の増減額（△は増加） 51,360 18,807

たな卸資産の増減額（△は増加） △37,277 △38,407

仕入債務の増減額（△は減少） △33,497 31,442

未払費用の増減額（△は減少） △18,290 △24,477

その他 △24,298 33,594

小計 104,974 238,423

利息及び配当金の受取額 8,829 11,270

利息の支払額 △4,069 △3,547

法人税等の支払額 △23,536 △28,621

営業活動によるキャッシュ・フロー 86,198 217,525

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 △6,141 △34,752

定期預金の払戻による収入 7,432 29,127

有価証券の取得による支出 △14,081 △107,708

有価証券の売却による収入 15,388 87,209

有形固定資産の取得による支出 △116,848 △143,541

有形固定資産の売却による収入 3,172 2,967

投資有価証券の取得による支出 △1,000 △465

その他 △4,661 △394

投資活動によるキャッシュ・フロー △116,739 △167,559

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） 8,696 12,013

長期借入れによる収入 31,385 21,000

長期借入金の返済による支出 △41,272 △28,326

配当金の支払額 △8,978 △11,221

少数株主への配当金の支払額 △1,743 △2,132

その他 △23 △25

財務活動によるキャッシュ・フロー △11,936 △8,693

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,068 8,195

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △41,409 49,468

現金及び現金同等物の期首残高 710,530 661,102

現金及び現金同等物の四半期末残高 669,121 710,571
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（４）四半期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。 

 

（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。 

 

（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

 

当第３四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25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 192,467 1,846,192 37,089 2,075,749

セグメント利益又は損失 (△) (注)１ △4,563 133,858 5,429 134,725

 

(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－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。 

 

 【所在地別の業績】 

前第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

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

 

 

当第３四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25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 

904,493 237,855 825,875 107,525 2,075,749  － 2,075,749

(2)所在地間の内部売上高 

又は振替高 
306,137 7,143 42,534 672 356,488 △356,488 －

計 1,210,631 244,998 868,410 108,198 2,432,238 △356,488 2,075,749

営業利益又は損失 (△) 95,468 △1,329 50,456 △487 144,108 △9,383 134,725

 

 (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。 
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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 

(24.4.1～24.12.31)

当第３四半期 
連結累計期間 

(25.4.1～25.12.31)
比較増減 

数量 金額 数量 金額 数量 金額 

 国  内 52 16,530 52 17,585 △0 1,054

二 海  外 963 146,818 928 174,882 △34 28,064

  欧 州 29 20,921 31 28,645 1 7,723

輪  北 米 32 23,857 30 28,198 △1 4,341

  アジア 825 74,536 785 85,945 △40 11,408

車  その他 75 27,503 80 32,093 5 4,590

計 1,015 163,349 980 192,467 △34 29,118

 国  内 589 721,866 564 748,457 △24 26,590

四 海  外 1,270 904,578 1,281 1,097,734 10 193,156

  欧 州 151 170,689 145 222,016 △5 51,326

輪  北 米 19 36,024 0 6,858 △18 △29,166

  アジア 1,014 604,399 1,049 761,551 34 157,152

車  その他 85 93,465 85 107,309 0 13,843

計 1,859 1,626,445 1,846 1,846,192 △13 219,746

 国  内 － 11,258 － 11,855 － 596

特 海  外 － 21,704 － 25,234 － 3,529

  欧 州 － 6,237 － 7,672 － 1,434

機  北 米 － 9,354 － 10,171 － 817

  アジア － 2,059 － 2,570 － 511

等  その他 － 4,053 － 4,819 － 766

計 － 32,963 － 37,089 － 4,126

 国  内 749,656 777,897

 

28,241

合 海  外 1,073,101 1,297,851 224,749

  欧 州 197,848 258,333 60,484

  北 米 69,235 45,228 △24,007

  アジア 680,994 850,067 169,072

計  その他 125,022 144,222 19,200

計 1,822,758 2,075,749  252,991

（注）外部顧客の所在地を基礎として区分しています。 

 




