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1. 平成30年3月期第2四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29年9月30日）

(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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年3月期第2四半期 1,831,097 22.2 172,881 49.7 186,879 53.4 104,208 4.3

29年3月期第2四半期 1,498,956 △3.6 115,503 14.3 121,823 8.7 99,927 26.4

（注）包括利益 30年3月期第2四半期　　173,913百万円 （986.3％） 29年3月期第2四半期　　16,009百万円 （―％）

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

30年3月期第2四半期 236.18 236.14

29年3月期第2四半期 226.49 226.45

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

30年3月期第2四半期 3,284,539 1,527,552 37.9

29年3月期 3,115,985 1,387,041 35.9

（参考）自己資本 30年3月期第2四半期 1,243,775百万円 29年3月期 1,119,865百万円

2. 配当の状況

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

29年3月期 ― 17.00 ― 27.00 44.00

30年3月期 ― 30.00

30年3月期（予想） ― 30.00 60.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

3. 平成30年 3月期の連結業績予想（平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日）

（％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
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 3,600,000 13.6 300,000 12.5 320,000 11.6 180,000 12.5 407.95

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



※ 注記事項

(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

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(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

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

(4) 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） 30年3月期2Q 491,018,100 株 29年3月期 491,000,000 株

② 期末自己株式数 30年3月期2Q 49,782,461 株 29年3月期 49,782,105 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期2Q 441,222,899 株 29年3月期2Q 441,200,622 株

※四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※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）

　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。

（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29年11月2日(木)に当社ホームページ(http://www.suzuki.co.jp)に掲載しています。
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四半期連結財務諸表及び主な注記

（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29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 693,952 760,285

受取手形及び売掛金 349,224 371,218

有価証券 338,756 305,988

商品及び製品 234,730 223,387

仕掛品 40,537 51,615

原材料及び貯蔵品 56,847 52,114

その他 247,273 248,242

貸倒引当金 △5,349 △5,244

流動資産合計 1,955,973 2,007,607

固定資産

有形固定資産 756,344 759,218

無形固定資産 2,683 2,849

投資その他の資産

投資有価証券 335,787 453,431

その他 65,614 61,950

貸倒引当金 △399 △395

投資損失引当金 △18 △123

投資その他の資産合計 400,984 514,864

固定資産合計 1,160,012 1,276,931

資産合計 3,115,985 3,284,539

負債の部

流動負債

買掛金 428,063 425,751

電子記録債務 83,070 76,749

短期借入金 216,601 239,034

未払法人税等 31,863 34,947

製品保証引当金 76,995 86,422

その他 351,526 370,603

流動負債合計 1,188,121 1,233,508

固定負債

新株予約権付社債 200,400 200,350

長期借入金 222,870 202,454

その他の引当金 12,956 14,972

退職給付に係る負債 63,099 65,125

その他 41,495 40,576

固定負債合計 540,822 523,478

負債合計 1,728,943 1,756,987
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 138,014 138,064

資本剰余金 144,035 143,868

利益剰余金 1,058,549 1,150,843

自己株式 △191,051 △191,052

株主資本合計 1,149,548 1,241,723

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 98,827 113,201

繰延ヘッジ損益 1,269 △541

為替換算調整勘定 △119,236 △100,058

退職給付に係る調整累計額 △10,543 △10,549

その他の包括利益累計額合計 △29,683 2,052

新株予約権 126 126

非支配株主持分 267,049 283,650

純資産合計 1,387,041 1,527,552

負債純資産合計 3,115,985 3,284,539
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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２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

売上高 1,498,956 1,831,097

売上原価 1,061,434 1,303,130

売上総利益 437,522 527,966

販売費及び一般管理費 322,018 355,085

営業利益 115,503 172,881

営業外収益

受取利息 4,929 14,218

受取配当金 2,479 1,764

持分法による投資利益 1,265 －

その他 5,194 8,264

営業外収益合計 13,869 24,247

営業外費用

支払利息 2,251 1,890

有価証券評価損 0 44

為替差損 2,819 1,962

持分法による投資損失 － 1,854

その他 2,478 4,497

営業外費用合計 7,549 10,249

経常利益 121,823 186,879

特別利益

固定資産売却益 496 1,329

投資有価証券売却益 46,761 1,281

特別利益合計 47,257 2,610

特別損失

固定資産売却損 85 92

減損損失 6,828 2,516

特別損失合計 6,913 2,608

税金等調整前四半期純利益 162,167 186,881

法人税等 43,557 52,576

四半期純利益 118,610 134,305

非支配株主に帰属する四半期純利益 18,682 30,097

親会社株主に帰属する四半期純利益 99,927 104,208
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

四半期純利益 118,610 134,305

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △5,239 22,126

繰延ヘッジ損益 △301 △1,816

為替換算調整勘定 △92,190 19,607

退職給付に係る調整額 △1 △161

持分法適用会社に対する持分相当額 △4,866 △147

その他の包括利益合計 △102,600 39,608

四半期包括利益 16,009 173,913

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 21,052 135,910

非支配株主に係る四半期包括利益 △5,042 38,003
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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２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30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 162,167 186,881

減価償却費 76,476 74,319

減損損失 6,828 2,516

貸倒引当金の増減額（△は減少） △175 △194

受取利息及び受取配当金 △7,409 △15,983

支払利息 2,251 1,890

為替差損益（△は益） 3,454 △5

持分法による投資損益（△は益） △1,265 1,854

有形固定資産売却損益（△は益） △410 △1,236

投資有価証券売却損益（△は益） △46,761 △1,281

売上債権の増減額（△は増加） 8,010 △17,082

たな卸資産の増減額（△は増加） △11,516 14,876

仕入債務の増減額（△は減少） 5,158 △13,120

未払費用の増減額（△は減少） △2,453 12,553

その他 25,726 22,177

小計 220,080 268,166

利息及び配当金の受取額 7,486 15,610

利息の支払額 △2,133 △2,235

法人税等の支払額 △41,160 △55,576

営業活動によるキャッシュ・フロー 184,272 225,964

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 △4,745 △63,758

定期預金の払戻による収入 4,956 65,845

有価証券の取得による支出 △190,302 △318,105

有価証券の売却及び償還による収入 101,101 328,889

有形固定資産の取得による支出 △94,536 △86,560

その他 55,354 △60,973

投資活動によるキャッシュ・フロー △128,171 △134,663

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） △108,055 △1,589

長期借入れによる収入 50,000 31,500

長期借入金の返済による支出 △22,737 △24,511

社債の発行による収入 200,500 －

自己株式の取得による支出 △1 △1

配当金の支払額 △7,500 △11,910

非支配株主への配当金の支払額 △9,128 △20,909

その他 △3,132 △477

財務活動によるキャッシュ・フロー 99,943 △27,900

現金及び現金同等物に係る換算差額 △13,536 5,020

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 142,508 68,421

現金及び現金同等物の期首残高 450,088 614,031

現金及び現金同等物の四半期末残高 592,597 682,453
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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。

（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２四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。

（セグメント情報等）

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)

１.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

(単位：百万円)

報告セグメント

四輪車 二輪車 特機等 計

売上高 1,367,701 96,521 34,733 1,498,956

セグメント利益又は損失(△) (注)１ 109,320 △667 6,849 115,503

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

　「四輪車」「二輪車」「特機等」セグメントにおいて、それぞれ6,237百万円、233百万円、357百万円の減損

損失を計上しています。

　なお、当該減損損失の計上額は、当第２四半期連結累計期間において6,828百万円です。

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日)

１.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

(単位：百万円)

報告セグメント

四輪車 二輪車 特機等 計

売上高 1,669,112 124,347 37,637 1,831,097

セグメント利益 (注)１ 162,388 3,739 6,753 172,881

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

　「四輪車」「二輪車」「特機等」セグメントにおいて、それぞれ2,296百万円、17百万円、201百万円の減損

損失を計上しています。

　なお、当該減損損失の計上額は、当第２四半期連結累計期間において2,516百万円です。

(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 車 軽自動車、小型自動車、普通自動車

二 輪 車 二輪車、バギー

特 機 等 船外機、電動車いす、住宅
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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

前第２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30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

623,556 167,716 643,704 63,978 1,498,956 － 1,498,956

(2)所在地間の内部売上高
又は振替高

255,630 111,060 57,553 201 424,444 △424,444 －

計 879,186 278,776 701,257 64,180 1,923,400 △424,444 1,498,956

営業利益 39,528 7,164 59,762 1,331 107,787 7,716 115,503

当第２四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30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

662,370 213,653 876,832 78,240 1,831,097 － 1,831,097

(2)所在地間の内部売上高
又は振替高

311,676 96,658 56,975 338 465,650 △465,650 －

計 974,047 310,311 933,808 78,579 2,296,747 △465,650 1,831,097

営業利益 74,745 9,141 90,629 2,141 176,657 △3,776 172,881

　

(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、インドネシア、タイ、パキスタン

(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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