
＜2015年3月期（第149期）決算 参考資料＞【連結】
【連結】

前 期 実 績 当 期 実 績 次 期 予 想
(2013.4～2014.3） (2014.4～2015.3） (2015.4～2016.3）

増減 増減率 増減 増減率 増減 増減率

売   上   高 29,383 +3,600 +14.0% 30,155 +772 +2.6% 31,000 +845 +2.8%

国内売上 11,327 +918 +8.8% 10,946 -381 -3.4% 9,500 -1,446 -13.2%

自社売上 10,075 +1,395 +16.1% 9,640 -435 -4.3% 8,600 -1,040 -10.8%

OEM売上 1,252 -477 -27.5% 1,306 +54 +4.2% 900 -406 -31.1%

海外売上 18,056 +2,682 +17.4% 19,209 +1,153 +6.4% 21,500 +2,291 +11.9%

営 業 利 益 1,877 +431 +29.9% 1,794 -83 -4.4% 1,900 +106 +5.9%

（利益率） (6.4%) (6.0%) (6.1%)
経 常 利 益 1,978 +422 +27.2% 1,943 -35 -1.8% 2,000 +57 +2.9%

（利益率） (6.7%) (6.4%) (6.5%)
当期純利益 1,075 +271 +33.7% 969 -106 -9.9% 1,100 +131 +13.6%

（利益率） (3.7%) (3.2%) (3.5%)

増益要因   為替影響 +543   原価低減 +272   原価低減 +290 
  売上･構成変化等 +478   為替影響 +222   売上･構成変化等 +156 
  原価低減 +252   研究開発費の減 +12   諸経費等の減 +50 

計 +1,273 計 +506 計 +496 

減益要因   諸経費等の増 -529   諸経費等の増 -236   減価償却費の増 -260 
  減価償却費の増 -235   売上･構成変化等 -181   為替影響 -90 
  研究開発費の増 -78   減価償却費の増 -172   研究開発費の増 -40 

計 -842 計 -589 計 -390 
(為替影響) (為替影響) (為替影響)

米ドル 100円 +17円 +72 110円 +10円 +34 115円 +5円 +20 

ユーロ 134円 +27円 +201 139円 +5円 +31 125円 -14円 -98 

ｲﾝﾄﾞﾙﾋﾟｰ 1.68円 +0.14円 +92 1.81円 +0.13円 +96 1.85円 +0.04円 +35 

0.93円 +0.05円 +24 0.91円 -0.02円 -6 0.90円 -0.01円 -3 

3.18円 +0.56円 +42 3.38円 +0.20円 +1 3.50円 +0.12円 -7 

設  備  投  資 2,136 +443 1,945 -191 1,800 -145

減 価 償 却 費 1,172 +235 1,344 +172 1,600 +256

研 究 開 発 費 1,271 +78 1,259 -12 1,300 +41

有利子負債残高 4,453 +178 5,547 +1,094

営業活動 3,229 +1,328 2,550 -679

投資活動 -2,866 -760 -1,209 +1,657

財務活動 28 +364 845 +817

ｷｬｯｼｭ残高 7,106 +495 9,323 +2,217

売 上 高 2,666 +363 +15.8% 2,505 -161 -6.0%

営業利益 1 +120 - -7 -8 -

（利益率） (0.0%) ( - )
売 上 高 26,157 +3,179 +13.8% 27,020 +863 +3.3%

営業利益 1,793 +287 +19.0% 1,718 -75 -4.2%

（利益率） (6.9%) (6.4%)
売 上 高 560 +58 +11.6% 630 +70 +12.5%

営業利益 83 +24 +41.5% 83 -0 -0.9%

（利益率） (14.9%) (13.1%)
売 上 高 17,017 +1,496 +9.6% 17,650 +633 +3.7%

営業利益 1,345 +320 +31.2% 907 -438 -32.6%

（利益率） (7.9%) (5.1%)
売 上 高 3,765 +1,182 +45.8% 4,361 +596 +15.9%

営業利益 42 +53 - 51 +9 +23.2%

（利益率） (1.1%) (1.2%)
売 上 高 11,754 +1,944 +19.8% 13,062 +1,308 +11.1%

営業利益 594 +213 +56.1% 816 +222 +37.3%

（利益率） (5.1%) (6.2%)
売 上 高 1,510 -181 -10.7% 1,592 +82 +5.4%

営業利益 2 -29 -92.1% 26 +24 +983.2%

（利益率） (0.2%) (1.6%)
133社 -2社 133社 ±0社

37社 ±0社 35社 -2社

従 業 員 数 57,749人 +1,801人 57,409人 -340人
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2015年 5月11日
スズキ株式会社
（単位：億円）

2期連続増収、5期連続増益
各利益額・利益率過去 高

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱﾙﾋﾟｱ
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＜2015年3月期（第149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
(2015.1～3) (2014.4～2015.3) (2015.4～2016.3)

増減 増減率 増減 増減率 増減 増減率

国　内 53 40 9 -5 -32.8% 49 -4 -7.6% 47 -2 -4.7%

輸　出 127 77 28 -4 -13.7% 105 -22 -17.6% 96 -9 -8.2%

計 180 117 37 -9 -19.5% 154 -26 -14.7% 143 -11 -7.1%

内ATV 12 9 3 +0 +3.0% 12 -0 -3.6% 11 -1 -8.4%

北　米 5 4 1 -1 -41.5% 5 -0 -4.3% 6 +1 +14.9%

中　国 716 520 147 -10 -6.3% 667 -50 -7.0%

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 381 210 24 -46 -66.0% 234 -147 -38.6%

インド 362 284 98 +14 +16.3% 382 +21 +5.7%

その他 285 197 74 +10 +14.8% 271 -13 -4.7%

アジア 1,744 1,212 343 -33 -8.7% 1,554 -190 -10.9% 1,670 +116 +7.4%

その他 103 60 25 +4 +18.2% 85 -18 -17.1% 84 -1 -1.6%

計 1,852 1,276 368 -29 -7.4% 1,645 -207 -11.2% 1,760 +115 +7.0%

内ATV 9 7 1 -1 -36.6% 8 -1 -7.0% 9 +1 +7.2%

合　計 2,033 1,393 406 -38 -8.7% 1,799 -234 -11.5% 1,903 +104 +5.8%

内ATV 21 16 4 -0 -10.8% 20 -1 -5.0% 20 -0 -2.0%

国内販売 74 52 14 -4 -23.6% 67 -7 -9.5% 70 +3 +4.7%

欧　州 48 34 11 +0 +0.9% 45 -3 -5.3% 49 +4 +8.8%

北　米 41 31 11 +2 +19.0% 43 +2 +3.9% 48 +5 +12.1%

中　国 620 425 139 -25 -15.1% 564 -56 -9.0%

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 380 192 31 -52 -62.2% 223 -156 -41.2%

インド 356 257 83 +3 +3.6% 341 -16 -4.4%

その他 282 200 69 -0 -0.7% 269 -13 -4.6%

アジア 1,638 1,075 322 -74 -18.6% 1,397 -241 -14.7% 1,575 +178 +12.7%

その他 222 155 56 +10 +21.0% 211 -11 -4.8% 220 +9 +4.3%

計 1,948 1,294 402 -62 -13.4% 1,696 -252 -13.0% 1,892 +196 +11.6%

合　計 2,022 1,347 416 -67 -13.8% 1,763 -259 -12.8% 1,962 +199 +11.3%

内ATV 22 17 5 -0 -2.4% 22 -0 -1.7% 21 -1 -3.3%

軽四輪 636 506 183 +12 +6.8% 689 +52 +8.2% 590 -99 -14.3%

登録車 79 56 20 -2 -9.2% 76 -4 -4.8% 75 -1 -0.8%

輸　出 151 114 35 +0 +0.2% 149 -2 -1.5% 117 -32 -21.3%

ＯＥＭ 131 109 33 -14 -29.9% 142 +11 +8.3% 112 -30 -21.2%

計 998 784 271 -4 -1.5% 1,055 +57 +5.7% 894 -161 -15.3%

内完成車 961 747 259 -8 -2.9% 1,006 +45 +4.6% 855 -151 -15.0%

欧　州 171 99 44 -4 -7.6% 143 -29 -16.7% 163 +20 +14.2%

中　国 222 196 63 -6 -9.1% 260 +38 +17.0%

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 188 126 31 -14 -31.2% 158 -30 -16.1%

タ　イ 47 17 12 +6 +101.5% 29 -18 -38.2%

インド 1,153 943 365 +39 +11.9% 1,308 +155 +13.4%

その他 76 60 28 +9 +45.2% 88 +12 +16.3%

アジア 1,686 1,342 501 +33 +7.1% 1,842 +157 +9.3% 2,054 +212 +11.5%

その他 2 2 1 +0 +160.2% 3 +1 +38.5% 3 +0 +15.6%

計 1,859 1,442 545 +30 +5.9% 1,988 +129 +6.9% 2,220 +232 +11.7%

合　計 2,857 2,227 816 +26 +3.3% 3,043 +186 +6.5% 3,114 +71 +2.3%

軽四輪 647 514 165 -30 -15.3% 679 +32 +5.0% 570 -109 -16.1%

登録車 81 53 23 -2 -7.1% 76 -5 -5.7% 75 -1 -1.9%

計 728 567 189 -32 -14.3% 756 +28 +3.8% 645 -111 -14.7%

欧　州 205 142 53 -5 -8.5% 195 -10 -4.9% 205 +10 +5.3%

中　国 232 188 64 -4 -5.6% 253 +21 +9.1%

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 165 118 31 -12 -28.2% 148 -17 -10.3%

タ　イ 40 15 5 -0 -3.6% 20 -20 -50.6%

インド 1,054 854 317 +19 +6.2% 1,171 +117 +11.1%

その他 105 84 45 +17 +63.3% 129 +25 +23.6%

アジア 1,596 1,259 462 +20 +4.5% 1,721 +125 +7.8% 1,931 +210 +12.2%

その他 181 145 50 +7 +16.4% 196 +15 +8.3% 198 +2 +1.2%

計 1,981 1,546 565 +22 +4.1% 2,111 +130 +6.6% 2,334 +223 +10.5%

合　計 2,709 2,113 754 -9 -1.2% 2,867 +158 +5.8% 2,979 +112 +3.9%

OEM販売実績(外数) 151 118 32 -19 -37.1% 150 -1 -0.6%
※
※

2015年 5月11日
 スズキ株式会社
（単位：千台）

前期実績
(2013.4

～2014.3)
(2014.
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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＜2015年3月期（第149期）決算参考資料＞【単独】

前 期 実 績 当 期 実 績

(2013.4～2014.3） (2014.4～2015.3）

増減 増減率 増減 増減率

売   上   高 14,989 +763 +5.4% 16,631 +1,642 +11.0%

国　　内 9,299 +184 +2.0% 9,928 +629 +6.8%

輸　　出 5,690 +579 +11.3% 6,703 +1,013 +17.8%

一　般 5,021 +200 +4.1% 4,749 -272 -5.4%

三国間 669 +379 +130.4% 1,954 +1,285 +192.1%

営 業 利 益 970 +206 +26.9% 691 -279 -28.7%

（利益率） (6.5%) (4.2%)

経 常 利 益 993 +226 +29.4% 747 -246 -24.8%

（利益率） (6.6%) (4.5%)

当期純利益 672 +308 +84.6% 512 -160 -23.8%

（利益率） (4.5%) (3.1%)

増益要因   為替影響 +329   為替影響 +90 

  原価低減 +98   原価低減 +82 

  売上･構成変化等 +34   研究開発費の減 +52 

  減価償却費の減 +20 

計 +481 計 +224 

減益要因   研究開発費の増 -141   諸経費等の増 -450 

  諸経費等の増 -134   減価償却費の増 -38 

  売上･構成変化等 -15 

計 -275 計 -503 
(為替影響) (為替影響)

100円 +17円 +70 110円 +10円 +33 

ユーロ 134円 +27円 +188 140円 +6円 +29 

設  備  投  資 482 +14 502 +20

減 価 償 却 費 336 -20 374 +38

研 究 開 発 費 1,133 +141 1,081 -52

有利子負債残高 3,032 -74 4,293 +1,261

中　間 10円 +2円 10円 ±0円

期　末 14円 +4円 (予定)17円 +3円

年　間 24円 +6円 (予定)27円 +3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。

【連結】参考資料の次期予想に記載した当期純利益は親会社株主に帰属する当期純利益。

2015年 5月11日
スズキ株式会社
（単位：億円）

業 績 評 価
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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