
＜2014年3月期（第148期）決算 参考資料＞【連結】
【連結】

前 期 実 績 当 期 実 績 次 期 予 想
(2012.4～2013.3） (2013.4～2014.3） (2014.4～2015.3）

増減 増減率 増減 増減率 増減 増減率

売   上   高 25,783 +661 +2.6% 29,383 +3,600 +14.0% 30,000 +617 +2.1%

国内売上 10,409 +541 +5.5% 11,327 +918 +8.8% 10,500 -827 -7.3%

自社売上 8,680 +529 +0.8% 10,075 +1,395 +16.1% 9,100 -975 -9.7%

OEM売上 1,729 +12 +0.7% 1,252 -477 -27.5% 1,400 +148 +11.8%

海外売上 15,374 +120 +0.8% 18,056 +2,682 +17.4% 19,500 +1,444 +8.0%

営 業 利 益 1,446 +253 +21.2% 1,877 +431 +29.9% 1,880 +3 +0.1%

（利益率） (5.6%) (6.4%) (6.3%)
経 常 利 益 1,556 +250 +19.2% 1,978 +422 +27.2% 1,980 +2 +0.1%

（利益率） (6.0%) (6.7%) (6.6%)
当期純利益 804 +265 +49.2% 1,075 +271 +33.7% 1,150 +75 +7.0%

（利益率） (3.1%) (3.7%) (3.8%)

増益要因   売上･構成変化等 +327   為替影響 +543   原価低減 +250 
  原価低減 +284   売上･構成変化等 +478   売上･構成変化等 +33 
  減価償却費の減 +94   原価低減 +252 

計 +705 計 +1,273 計 +283 

減益要因   諸経費等の増 -288   諸経費等の増 -529   為替影響 -90 
  研究開発費の増 -95   減価償却費の増 -235   諸経費等の増 -80 
  為替影響 -69   研究開発費の増 -78   減価償却費の増 -80 

  研究開発費の増 -30 
計 -452 計 -842 計 -280 

(為替影響) (為替影響) (為替影響)

米ドル 83円 +4円 +29 100円 +17円 +72 100円 -0円 -2 

ユーロ 107円 -2円 -11 134円 +27円 +201 135円 +1円 +4 

ｲﾝﾄﾞﾙﾋﾟｰ 1.54円 -0.14円 -90 1.68円 +0.14円 +92 1.65円 -0.03円 -21 

0.88円 -0.03円 -12 0.93円 +0.05円 +24 0.85円 -0.08円 -38 

2.62円 +0.02円 +1 3.18円 +0.56円 +42 3.10円 -0.08円 -5 

設  備  投  資 1,693 +426 2,136 +443 2,300 +164

減 価 償 却 費 937 -94 1,172 +235 1,250 +78

研 究 開 発 費 1,193 +95 1,271 +78 1,300 +29

有利子負債残高 4,275 -123 4,453 +178

営業活動 1,901 -366 3,229 +1,328

投資活動 -2,106 -1,170 -2,866 -760

財務活動 -336 +229 28 +364

ｷｬｯｼｭ残高 6,611 -494 7,106 +495

売 上 高 2,303 -245 -9.6% 2,666 +363 +15.8%

営業利益 -119 -95 - 1 +120 -

（利益率） ( - ) (0.0%)
売 上 高 22,978 +888 +4.0% 26,157 +3,179 +13.8%

営業利益 1,506 +361 +31.5% 1,793 +287 +19.0%

（利益率） (6.6%) (6.9%)
売 上 高 502 +18 +3.6% 560 +58 +11.6%

営業利益 59 -13 -17.7% 83 +24 +41.5%

（利益率） (11.7%) (14.9%)
売 上 高 15,521 +59 +0.4% 17,017 +1,496 +9.6%

営業利益 1,025 +229 +28.8% 1,345 +320 +31.2%

（利益率） (6.6%) (7.9%)
売 上 高 2,583 -484 -15.8% 3,765 +1,182 +45.8%

営業利益 -11 -33 - 42 +53 -

（利益率） ( - ) (1.1%)
売 上 高 9,810 +1,118 +12.9% 11,754 +1,944 +19.8%

営業利益 381 +65 +20.5% 594 +213 +56.1%

（利益率） (3.9%) (5.1%)
売 上 高 1,691 -83 -4.7% 1,510 -181 -10.7%

営業利益 31 +5 +19.1% 2 -29 -92.1%

（利益率） (1.8%) (0.2%)
135社 -3社 133社 -2社

37社 ±0社 37社 ±0社

従 業 員 数 55,948人 +1,464人 57,749人 +1,801人

2期連続増収、5期連続増益
各利益額・利益率過去 高
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2014年 5月 9日
スズキ株式会社
（単位：億円）

2期振り増収、4期連続増益
当期純利益過去 高
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＜2014年3月期（第148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
(2014.1～3) (2013.4～2014.3) (2014.4～2015.3)

増減 増減率 増減 増減率 増減 増減率

国　内 53 39 14 +1 +6.6% 53 +1 +1.6% 54 +1 +1.2%

輸　出 116 95 32 -7 -17.0% 127 +11 +9.5% 110 -17 -13.4%

計 169 134 46 -6 -11.0% 180 +12 +7.0% 164 -16 -9.1%

内ATV 17 9 3 -0 -9.0% 12 -5 -26.7% 11 -1 -11.7%

欧　州 13 - - -4 - - -13 - - - -

北　米 6 4 1 +0 +5.7% 5 -0 -5.2% 6 +1 +10.0%

中　国 904 560 156 -32 -17.0% 716 -187 -20.7%

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 385 311 70 -33 -32.2% 381 -4 -1.1%

インド 419 277 84 -17 -16.8% 362 -58 -13.8%

その他 284 248 66 -12 -14.8% 315 +31 +10.8%

アジア 1,992 1,397 377 -94 -19.9% 1,774 -218 -11.0% 1,843 +69 +3.9%

その他 90 82 21 -2 -7.7% 103 +13 +14.4% 94 -9 -8.6%

計 2,100 1,483 399 -99 -19.9% 1,882 -218 -10.4% 1,943 +61 +3.2%

内ATV 8 7 2 -0 -1.8% 9 +1 +11.9% 8 -1 -11.4%

合　計 2,269 1,617 446 -105 -19.1% 2,063 -206 -9.1% 2,107 +44 +2.2%

内ATV 25 17 5 -0 -6.6% 21 -4 -14.3% 19 -2 -11.6%

国内販売 76 55 19 -2 -11.5% 74 -2 -2.9% 75 +1 +1.5%

欧　州 47 36 11 +2 +19.9% 48 +0 +0.9% 49 +1 +3.1%

北　米 44 32 10 -2 -19.6% 41 -3 -7.2% 45 +4 +9.3%

中　国 802 457 164 -1 -0.9% 620 -182 -22.7%

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 389 297 83 -14 -14.4% 380 -9 -2.3%

インド 414 276 80 -19 -18.9% 356 -58 -13.9%

その他 306 212 69 -12 -14.3% 281 -25 -8.1%

アジア 1,911 1,242 396 -46 -10.3% 1,638 -273 -14.3% 1,731 +93 +5.7%

その他 233 179 48 -3 -6.4% 227 -6 -2.6% 213 -14 -6.1%

計 2,236 1,489 464 -49 -9.6% 1,953 -282 -12.6% 2,038 +85 +4.3%

合　計 2,312 1,544 483 -52 -9.7% 2,027 -284 -12.3% 2,113 +86 +4.2%

内ATV 22 17 5 -0 -8.6% 22 -0 -0.1% 20 -2 -9.8%

軽四輪 593 465 171 +29 +20.1% 636 +43 +7.3% 627 -9 -1.5%

登録車 86 57 22 +4 +20.3% 79 -6 -7.1% 74 -5 -6.9%

輸　出 184 116 35 -8 -18.6% 151 -33 -17.8% 131 -20 -13.2%

ＯＥＭ 182 85 47 -2 -3.8% 131 -51 -27.8% 157 +26 +19.7%

計 1,044 723 275 +23 +9.0% 998 -46 -4.4% 989 -9 -0.9%

内完成車 1,001 695 266 +24 +9.8% 961 -40 -4.0% 953 -8 -0.9%

欧　州 151 124 48 +10 +27.9% 171 +21 +13.7% 151 -20 -11.9%

中　国 252 152 70 -3 -4.7% 222 -30 -12.0%

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 149 142 46 +7 +16.7% 188 +39 +26.1%

タ　イ 33 41 6 -7 -52.8% 47 +14 +41.6%

インド 1,169 827 326 -19 -5.4% 1,153 -16 -1.3%

その他 80 56 20 +0 +0.5% 76 -4 -5.3%

アジア 1,683 1,218 467 -22 -4.5% 1,686 +3 +0.1% 1,791 +105 +6.3%

その他 0 2 0 -0 -22.5% 2 +1 +368.5% 2 +0 +6.7%

計 1,834 1,344 515 -12 -2.3% 1,859 +25 +1.3% 1,944 +85 +4.6%

合　計 2,878 2,067 790 +11 +1.4% 2,857 -22 -0.7% 2,933 +76 +2.7%

軽四輪 586 452 195 +25 +14.4% 647 +61 +10.3% 600 -47 -7.3%

登録車 85 56 25 +2 +8.9% 81 -4 -5.0% 75 -6 -7.6%

計 672 508 220 +27 +13.8% 728 +56 +8.4% 675 -53 -7.3%

欧　州 197 147 58 +8 +16.2% 205 +8 +4.0% 208 +3 +1.6%

中　国 253 164 70 +2 +2.5% 233 -20 -7.8%

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 139 123 43 +6 +15.4% 165 +26 +18.9%

タ　イ 33 35 5 -5 -47.7% 40 +8 +24.0%

インド 1,051 755 299 -10 -3.3% 1,054 +3 +0.3%

その他 112 77 28 +1 +3.4% 105 -7 -6.5%

アジア 1,588 1,154 444 -7 -1.5% 1,598 +10 +0.6% 1,690 +92 +5.8%

その他 204 137 43 -7 -14.5% 180 -24 -11.6% 183 +3 +1.5%

計 1,989 1,438 545 -6 -1.1% 1,983 -6 -0.3% 2,081 +98 +5.0%

合　計 2,661 1,946 765 +21 +2.8% 2,711 +50 +1.9% 2,756 +45 +1.7%

OEM販売実績(外数) 211 100 51 -2 -3.3% 151 -60 -28.4%

※
※

2014年 5月 9日
 スズキ株式会社
（単位：千台）

前期実績
(2012.4

～2013.3)
(2013.
4～12)
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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。
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＜2014年3月期（第148期）決算参考資料＞【単独】

前 期 実 績 当 期 実 績

(2012.4～2013.3） (2013.4～2014.3）

増減 増減率 増減 増減率

売   上   高 14,226 +393 +2.8% 14,989 +763 +5.4%

国　　内 9,115 +876 +10.6% 9,299 +184 +2.0%

輸　　出 5,111 -483 -8.6% 5,690 +579 +11.3%

営 業 利 益 764 +263 +52.6% 970 +206 +26.9%

（利益率） (5.4%) (6.5%)

経 常 利 益 767 +268 +53.9% 993 +226 +29.4%

（利益率） (5.4%) (6.6%)

当期純利益 364 +206 +129.7% 672 +308 +84.6%

（利益率） (2.6%) (4.5%)

増益要因   売上･構成変化等 +365   為替影響 +329 

  原価低減 +120   原価低減 +98 

  為替影響 +43   売上･構成変化等 +34 

  減価償却費の減 +29   減価償却費の減 +20 

計 +557 計 +481 

減益要因   諸経費等の増 -244   研究開発費の増 -141 

  研究開発費の増 -50   諸経費等の増 -134 

計 -294 計 -275 
(為替影響) (為替影響)

83円 +4円 +29 100円 +17円 +70 

ユーロ 107円 -2円 -11 134円 +27円 +188 

設  備  投  資 468 +199 482 +14

減 価 償 却 費 356 -29 336 -20

研 究 開 発 費 992 +50 1,133 +141

有利子負債残高 3,106 -201 3,032 -74

中　間 8円 +1円 10円 +2円

期　末 10円 +2円 (予定)14円 +4円

年　間 18円 +3円 (予定)24円 +6円

※

※

※

※

一株当たり
配 当 金

【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。
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。

2014年 5月 9日
スズキ株式会社
（単位：億円）

業 績 評 価
２期振り増収、４期連続増益
営業利益・経常利益過去 高

2期連続増収、5期連続増益
各利益額・利益率過去 高
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