
＜2014年3月期（第148期）第３四半期決算 参考資料＞
【連結】

前第３四半期実績 当第３四半期実績 通 期 予 想 前回予想

(2012.4～2012.12） (2013.4～2013.12） (2013.4～2014.3）
増減 増減率 増減 増減率 増減 増減率

売   上   高 18,228 +248 +1.4% 20,757 +2,529 +13.9% 28,500 +2,717 +10.5% 28,000
国内売上 7,497 +654 +9.5% 7,779 +282 +3.8% 10,500 +91 +0.9% 10,000
自社売上 6,218 +612 +10.9% 6,963 +745 +12.0% 9,400 +719 +8.3% 8,900
OEM売上 1,279 +42 +3.4% 816 -463 -36.2% 1,100 -628 -36.4% 1,100

海外売上 10,731 -406 -3.6% 12,978 +2,247 +20.9% 18,000 +2,626 +17.1% 18,000
営 業 利 益 929 +52 +5.9% 1,347 +418 +45.1% 1,800 +354 +24.5% 1,700
（利益率） (5.1%) (6.5%) (6.3%) (6.1%)
経 常 利 益 1,013 +49 +5.2% 1,395 +382 +37.6% 1,900 +344 +22.1% 1,800
（利益率） (5.6%) (6.7%) (6.7%) (6.4%)
当期純利益 484 +78 +19.2% 825 +341 +70.3% 1,050 +246 +30.6% 1,000
（利益率） (2.7%) (4.0%) (3.7%) (3.6%)

増益要因  原価低減 +161  為替影響 +489  為替影響 +500 +425 
 売上･構成変化等 +152  売上･構成変化等 +408  原価低減 +270 +270 
 諸経費等の減 +13  原価低減 +153  売上･構成変化等 +234 +209 

計 +326 計 +1,050 計 +1,004 

減益要因  為替影響 -163  諸経費等の増 -412  諸経費等の増 -380 -380 
 研究開発費の増 -109  減価償却費の増 -143  減価償却費の増 -160 -160 
 減価償却費の増 -2  研究開発費の増 -77  研究開発費の増 -110 -110 

計 -274 計 -632 計 -650 
(影響額) (影響額) (4Q) (影響額)

米ドル 80円 +1円 +9 99円 +19円 +54 100円 100円 +68 97円
ユーロ 102円 -9円 -34 132円 +30円 +165 133円 135円 +189 127円

ｲﾝﾄﾞﾙﾋﾟｰ 1.48円 -0.23円 -102 1.68円 +0.20円 +104 1.66円 1.60円 +81 1.65円

0.85円 -0.07円 -21 0.94円 +0.09円 +35 0.92円 0.85円 +19 0.94円

2.56円 -0.05円 -1 3.19円 +0.63円 +39 3.15円 3.00円 +42 3.10円

設  備  投  資 1,240 +372 1,523 +283 2,400 +707 2,400
減 価 償 却 費 705 +2 848 +143 1,100 +163 1,100
研 究 開 発 費 853 +109 930 +77 1,300 +107 1,300
有利子負債残高 4,399 -102 4,562 +163

営業活動 862 -701 2,175 +1,313

投資活動 -1,167 -987 -1,676 -509

財務活動 -119 +242 -87 +32

ｷｬｯｼｭ残高 6,691 -547 7,106 +415

売 上 高 1,633 -255 -13.5% 1,924 +291 +17.8%

営業利益 -100 -72 - -46 +54 -

（利益率） ( - ) ( - )
売 上 高 16,265 +523 +3.3% 18,462 +2,197 +13.5%

営業利益 988 +130 +15.2% 1,339 +351 +35.4%

（利益率） (6.1%) (7.3%)
売 上 高 330 -20 -5.8% 371 +41 +12.5%

営業利益 41 -6 -13.3% 54 +13 +33.4%

（利益率） (12.3%) (14.6%)
売 上 高 11,315 +31 +0.3% 12,106 +791 +7.0%

営業利益 696 +119 +20.7% 955 +259 +37.2%

（利益率） (6.2%) (7.9%)
売 上 高 1,801 -542 -23.1% 2,450 +649 +36.0%

営業利益 -33 -42 - -13 +20 -

（利益率） ( - ) ( - )
売 上 高 6,737 +632 +10.3% 8,684 +1,947 +28.9%

営業利益 206 +6 +3.1% 505 +299 +144.8%

（利益率） (3.1%) (5.8%)
売 上 高 1,209 -60 -4.7% 1,082 -127 -10.5%

営業利益 18 -7 -28.6% -5 -23 -

（利益率） (1.5%) ( - )
135社 -6社 135社 0社

36社 -1社 37社 +1社

従 業 員 数 55,754人 +1,376人 58,077人 +2,323人
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＜2014年3月期（第148期）第３四半期決算参考資料＞
【生産･販売台数】

当第３四半期実績 通期予想
(2013.10～12) (2013.4～12) (2013.4～2014.3)

増減 増減率 増減 増減率 増減 増減率

国　内 39 25 14 +2 +18.5% 39 -0 -0.0% 53 +0 +0.9%

輸　出 77 60 35 +2 +7.1% 95 +18 +22.7% 125 +9 +7.8% -8

計 117 85 49 +5 +10.1% 134 +18 +15.1% 178 +9 +5.6% -8

内ATV 14 7 3 -2 -44.4% 9 -4 -31.0% 12 -5 -29.4% -1

欧　州 9 - - -3 - - -9 - - -13 -

北　米 4 2 2 +0 +26.0% 4 -0 -8.3% 5 -1 -13.1%

中　国 715 364 196 -47 -19.3% 560 -155 -21.7%

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 282 220 91 -3 -3.6% 311 +29 +10.3%

インド 318 184 93 -17 -15.7% 277 -41 -12.8%

その他 206 171 77 +18 +30.6% 248 +42 +20.5%

アジア 1,522 940 457 -50 -9.8% 1,397 -125 -8.2% 1,786 -206 -10.3% -120

その他 67 54 28 +1 +3.2% 82 +15 +22.0% 105 +15 +16.8% -12

計 1,602 996 487 -51 -9.5% 1,483 -119 -7.4% 1,896 -204 -9.7% -132

内ATV 6 4 3 +1 +84.6% 7 +1 +15.3% 9 +1 +11.4%

合　計 1,718 1,081 536 -46 -8.0% 1,617 -101 -5.9% 2,074 -195 -8.6% -140

内ATV 20 11 6 -1 -9.8% 17 -3 -16.2% 21 -4 -16.3% -1

国内販売 55 38 17 -0 -2.8% 55 +0 +0.4% 76 -0 -0.1% +1

欧　州 38 31 6 -0 -6.8% 37 -1 -3.0% 49 +2 +4.1% -1

北　米 32 24 8 +0 +3.6% 32 -1 -2.7% 45 +1 +1.4%

中　国 637 301 156 -62 -28.5% 457 -180 -28.3%

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 292 216 81 -22 -21.1% 297 +5 +1.7%

インド 315 186 90 -18 -16.5% 276 -39 -12.4%

その他 225 145 67 -9 -12.3% 212 -13 -5.9%

アジア 1,469 848 394 -111 -21.9% 1,242 -228 -15.5% 1,642 -269 -14.1% -111

その他 182 116 63 -0 -0.6% 179 -3 -1.6% 225 -8 -3.4% -13

計 1,722 1,018 471 -111 -19.1% 1,489 -232 -13.5% 1,961 -274 -12.3% -125

合　計 1,776 1,056 488 -112 -18.6% 1,544 -232 -13.1% 2,037 -275 -11.9% -124

内ATV 17 11 6 +1 +10.7% 17 +0 +2.6% 23 +1 +3.6%

軽四輪 450 302 163 +17 +11.6% 465 +14 +3.2% 635 +42 +7.0% +7

登録車 67 38 20 -0 -0.7% 57 -10 -14.6% 79 -7 -7.6% +2

輸　出 141 85 31 -7 -19.2% 116 -25 -17.5% 152 -32 -17.2% -2

ＯＥＭ 133 51 34 -9 -21.1% 85 -49 -36.6% 131 -51 -28.0% -1

計 792 476 247 +0 +0.2% 723 -69 -8.7% 997 -47 -4.5% +6

内完成車 759 455 240 +3 +1.2% 695 -64 -8.4% 960 -41 -4.1% +7

欧　州 114 74 50 +17 +51.2% 124 +10 +9.1% 173 +22 +14.7% +2

中　国 179 92 61 -6 -8.9% 152 -27 -15.0%

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 110 95 47 +8 +19.2% 142 +32 +29.5%

タ　イ 20 28 13 +2 +20.0% 41 +20 +101.0%

インド 824 551 276 -23 -7.6% 827 +3 +0.4%

その他 61 39 17 +2 +15.6% 56 -4 -7.1%

アジア 1,194 804 414 -16 -3.8% 1,218 +25 +2.1% 1,681 -2 -0.1% -74

その他 0 1 1 +1 - 2 +2 - 2 +2 -

計 1,307 879 465 +1 +0.2% 1,344 +37 +2.8% 1,856 +22 +1.2% -72

合　計 2,099 1,354 712 +2 +0.2% 2,067 -32 -1.5% 2,853 -25 -0.9% -66

軽四輪 416 302 150 +28 +23.1% 452 +36 +8.6% 627 +41 +6.9% +25

登録車 62 39 17 +2 +10.1% 56 -6 -10.1% 80 -5 -6.3%

計 478 341 167 +30 +21.6% 508 +30 +6.2% 707 +35 +5.2% +25

欧　州 147 98 49 +6 +14.1% 147 -0 -0.1% 203 +6 +3.1% -8

中　国 185 102 61 -8 -11.7% 164 -21 -11.5%

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 102 80 43 +5 +13.0% 123 +21 +20.2%

タ　イ 23 25 10 -0 -0.2% 35 +13 +56.2%

インド 742 487 268 -1 -0.3% 755 +13 +1.7%

その他 85 53 25 +2 +9.2% 77 -8 -9.6%

アジア 1,137 747 407 -2 -0.5% 1,154 +17 +1.5% 1,604 +16 +1.0% -35

その他 154 87 50 -2 -3.5% 138 -16 -10.7% 178 -26 -12.8% +2

計 1,438 932 507 +2 +0.5% 1,438 +0 +0.0% 1,985 -4 -0.2% -41

合　計 1,917 1,273 674 +32 +5.0% 1,946 +30 +1.6% 2,692 +31 +1.2% -16

OEM販売実績(外数) 158 62 39 -9 -19.8% 100 -58 -36.7%

※
※
※
※

※

【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。
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。
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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。
【連結】、【生産・販売台数】の各参考資料に記載した増減、増減率は前年同期に対する数値。
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（補足）
　 インドの通期販売
　 は前期並の見通し
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