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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6月30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1四半期 675,800 4.8 44,092 23.7 47,184 17.3 27,032 10.5
25年3月期第1四半期 644,765 6.2 35,648 39.4 40,240 39.9 24,470 30.6

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 55,100百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △18,835百万円 （―％）

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1四半期 48.19 48.18
25年3月期第1四半期 43.62 40.08

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 2,543,568 1,348,041 47.2
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1四半期  1,200,820百万円 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 ―
26年3月期（予想） 8.00 ― 10.00 18.00

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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 1,300,000 6.0 82,500 24.7 90,000 28.6 50,000 19.3 89.13
通期 2,800,000 8.6 165,000 14.1 180,000 15.7 100,000 24.4 178.26



(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25年８月１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
② ①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1Q 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1Q 80,487 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1Q 560,965,577 株 25年3月期1Q 560,963,975 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１四半期連結会計期間の当社グループを取り巻く経営環境は、欧州の景気低迷やアジアで

も景気減速が懸念される状況にありますが、国内においては、デフレ脱却の動きの中で、超円高

の緩和、経済対策の効果などを背景に、景気は着実に回復しています。 

このような状況下、当第１四半期連結会計期間の連結売上高はアジアや欧州で増加し6,758億

円と前年同期に比べ310億円（4.8％）増加しました。国内売上高はＯＥＭ売上の減少等により

2,402億円と前年同期に比べ268億円（10.0％）減少しました。海外売上高は4,356億円と前年同

期に比べ578億円（15.3%）増加しました。 

連結利益の面では、営業利益は日本やアジアでの四輪車事業の増益等により441億円と前年同

期に比べ85億円（23.7％）の増加、経常利益は472億円と前年同期に比べ70億円（17.3％）の増

加、四半期純利益は270億円と前年同期に比べ25億円（10.5％）の増加となりました。 

 

＜セグメント別の業績＞ 

（二輪車） 

欧州での販売増加、為替変動等により、二輪車事業の売上高は705億円と前年同期に比べ110

億円（18.5％）増加しました。営業利益は日本からの輸出損益は改善しましたが、アジアでの

採算が厳しく営業損失27億円となりました。 

 

（四輪車） 

国内は各社が軽自動車に注力する中で当社は「スズキグリーン テクノロジー」を搭載した

「ワゴンＲ」、「スペーシア」等の拡販、さらには「スペーシア カスタム」、「ラパン ショ

コラ」を新たに投入するなど商品力を強化し拡販に努めてまいりました。また、海外ではイン

ドネシア、タイでの販売が増加する一方、インドでの販売が景気減速、燃料価格上昇の中で足

踏みしている状況です。このような状況下、四輪車事業の売上高は5,908億円と前年同期に比べ

189億円（3.3％）増加しました。営業利益は448億円と前年同期に比べ73億円（19.3％）増加し

ました。 

 

（特機等） 

特機等事業の売上高は145億円と前年同期に比べ11億円（8.8％）増加しました。営業利益は

20億円と前年同期に比べ4億円（25.0％）増加しました。 
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＜所在地別の業績＞ 

（日本） 

売上高は3,911億円とＯＥＭ売上の減少等により前年同期に比べ129億円（3.2％）減少しまし

た。営業利益は為替変動による輸出の収益改善等により308億円と前年同期に比べ33億円

（12.0％）増加しました。 

 

（欧州） 

    売上高は二輪車の販売増加等により709億円と前年同期に比べ47億円（7.1％）増加しました。

営業利益は前年同期の営業損失13億円が26億円の営業損失となりました。 

 

（アジア） 

           売上高はインドネシア、タイでの四輪車の販売増加、為替変動等により2,939億円と前年同期

に比べ604億円（25.9％）増加し、営業利益は199億円と前年同期に比べ107億円（116.4％）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405億円と前年同期に比べ26億円（6.2％）減少

しました。営業利益は前年同期の営業利益2億円から、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１四半期連結会計期間末の財政状態は、総資産は2兆5,436億円（前期末比559億円増）、ま

た、負債の部は1兆1,955億円（前期末比64億円増）、純資産の部は1兆3,480億円（前期末比495億

円増）となりました。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは659億円の増加（前年同期は

601億円の資金増加）となり、投資活動では有形固定資産の取得など214億円の資金を使用（前年同

期は198億円の資金減少）しました結果、フリー・キャッシュ・フローは445億円のプラス（前年同

期は403億円の資金増加）となりました。財務活動では配当金の支払等により17億円の資金が減少

（前年同期は78億円の資金減少）しました。 

その結果、現金及び現金同等物の当第１四半期連結会計期間末残高は7,081億円となり、前期末

に比べ470億円増加しました。 
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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、設備投資等を見直し、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…第２四半期累計） 

  売    上    高 1兆3,000億円 （前年同期比  6.0%増、前回予想から変動なし） 

  営  業  利  益      825億円 （前年同期比 24.7%増、前回予想比 125億円増） 

  経  常  利  益     900億円 （前年同期比 28.6%増、前回予想比 150億円増） 

  当 期 純 利 益     500億円 （前年同期比 19.3%増、前回予想比  50億円増） 

  為 替 レ ー ト 1米ドル＝97円、1ユーロ＝128円、1インドルピー＝1.71円 

          100インドネシアルピア＝0.99円、1タイバーツ＝3.21円 

 

（連結業績予想…通期） 

          売    上    高 2兆8,000億円 （前期比  8.6%増、前回予想から変動なし） 

          営  業  利  益    1,650億円 （前期比 14.1%増、前回予想比 150億円増） 

          経  常  利  益   1,800億円 （前期比 15.7%増、前回予想比 150億円増） 

          当 期 純 利 益   1,000億円 （前期比 24.4%増、前回予想比 100億円増） 

          為 替 レ ー ト 1米ドル＝96円、1ユーロ＝126円、1インドルピー＝1.65円 

              100インドネシアルピア＝0.97円、1タイバーツ＝3.10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、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。 

 

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１四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１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 279,009 240,369 

受取手形及び売掛金 253,237 247,403 

有価証券 559,609 621,563 

商品及び製品 183,195 181,731 

仕掛品 30,334 29,226 

原材料及び貯蔵品 47,850 50,866 

その他 212,869 203,960 

貸倒引当金 △5,887 △6,139 

流動資産合計 1,560,218 1,568,981 

固定資産   

有形固定資産 608,460 623,217 

無形固定資産 10,618 8,762 

投資その他の資産   

投資有価証券 216,332 245,214 

その他 92,748 98,136 

貸倒引当金 △743 △743 

投資その他の資産合計 308,337 342,607 

固定資産合計 927,416 974,587 

資産合計 2,487,635 2,543,568 

負債の部   

流動負債   

買掛金 350,472 352,677 

短期借入金 207,090 211,573 

未払法人税等 21,420 17,524 

製品保証引当金 57,656 57,732 

関係会社整理損失引当金 5,521 5,245 

その他 242,455 236,732 

流動負債合計 884,616 881,485 

固定負債   

長期借入金 220,392 219,678 

退職給付引当金 37,903 38,010 

災害対策引当金 17,214 17,105 

その他の引当金 7,226 7,596 

その他 21,728 31,650 

固定負債合計 304,464 314,042 

負債合計 1,189,081 1,195,527 
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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１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30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 912,304 933,722 

自己株式 △86 △75 

株主資本合計 1,194,597 1,216,026 

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 77,361 

繰延ヘッジ損益 1,687 4,453 

為替換算調整勘定 △108,218 △97,020 

その他の包括利益累計額合計 △47,642 △15,205 

新株予約権 84 102 

少数株主持分 151,513 147,117 

純資産合計 1,298,553 1,348,041 

負債純資産合計 2,487,635 2,543,568 
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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１四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年６月30日) 

売上高 644,765 675,800 

売上原価 487,545 495,859 

売上総利益 157,219 179,940 

販売費及び一般管理費 121,571 135,847 

営業利益 35,648 44,092 

営業外収益   

受取利息 2,887 3,162 

受取配当金 2,204 2,895 

持分法による投資利益 442 94 

その他 3,703 3,942 

営業外収益合計 9,237 10,094 

営業外費用   

支払利息 1,373 1,547 

有価証券評価損 41 26 

為替差損 2,392 4,449 

その他 837 978 

営業外費用合計 4,645 7,002 

経常利益 40,240 47,184 

特別利益   

固定資産売却益 240 427 

投資有価証券売却益 － 9 

特別利益合計 240 436 

特別損失   

固定資産売却損 180 203 

特別損失合計 180 203 

税金等調整前四半期純利益 40,300 47,417 

法人税等 14,436 15,725 

少数株主損益調整前四半期純利益 25,864 31,692 

少数株主利益 1,393 4,659 

四半期純利益 24,470 27,032 
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【四半期連結包括利益計算書】 
  【第１四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 25,864 31,692 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △9,297 18,733 

繰延ヘッジ損益 2,531 2,844 

為替換算調整勘定 △39,352 △1,097 

持分法適用会社に対する持分相当額 1,419 2,927 

その他の包括利益合計 △44,699 23,408 

四半期包括利益 △18,835 55,100 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △4,069 59,469 

少数株主に係る四半期包括利益 △14,766 △4,369 
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年６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 40,300 47,417 

減価償却費 23,596 23,824 

受取利息及び受取配当金 △5,091 △6,057 

支払利息 1,373 1,547 

持分法による投資損益（△は益） △442 △94 

売上債権の増減額（△は増加） 20,933 12,575 

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,735 5,248 

仕入債務の増減額（△は減少） 4,907 △4,564 

未払費用の増減額（△は減少） 172 △5,661 

その他 △10,618 4,525 

小計 68,396 78,762 

利息及び配当金の受取額 4,634 6,751 

利息の支払額 △1,246 △1,413 

法人税等の支払額 △11,674 △18,152 

営業活動によるキャッシュ・フロー 60,110 65,947 

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 △7 △1,455 

定期預金の払戻による収入 6,006 8,924 

有価証券の取得による支出 △1,909 △30,014 

有価証券の売却による収入 1,548 38,976 

有形固定資産の取得による支出 △25,193 △38,846 

有形固定資産の売却による収入 870 1,157 

投資有価証券の取得による支出 △1,000 △0 

その他 △153 △128 

投資活動によるキャッシュ・フロー △19,838 △21,385 

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） 2,774 3,478 

長期借入れによる収入 9,500 9,500 

長期借入金の返済による支出 △15,505 △9,010 

配当金の支払額 △4,489 △5,612 

少数株主への配当金の支払額 △38 △54 

その他 △1 △2 

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,760 △1,701 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,334 4,098 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 29,175 46,959 

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 739,706 708,061 
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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１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30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 59,517 571,896 13,352 644,765

セグメント利益又は損失 (△) (注)１ △3,440 37,526 1,562 35,648

 

当第１四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30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 70,507 590,766 14,525 675,800

セグメント利益又は損失 (△) (注)１ △2,634 44,774 1,952 44,092

 

(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。 

 

なお、前第３四半期連結会計期間において、当社の子会社で、ハワイ州を除く米国において、四輪車、

二輪車・ＡＴＶ（バギー）、船外機、関連する部品・用品の販売を行うアメリカン スズキ モーター社

の四輪車販売事業からの撤退に伴い、所在地別区分の見直しを行い、従来「日本」「欧州」「北米」

「アジア」「その他の地域」の５区分としていましたが、「日本」「欧州」「アジア」「その他の地

域」の４区分に変更しています。前第１四半期連結累計期間の所在地別の業績については、変更後の区

分により作成しています。 

(注) アメリカン スズキ モーター社は、平成25年３月に清算。 

 

 【所在地別の業績】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６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 

307,755 65,660 228,351 42,997 644,765 － 644,765

(2)所在地間の内部売上高 

又は振替高 
96,287 537 5,139 116 102,081 △102,081 －

計 404,043 66,198 233,491 43,113 746,847 △102,081 644,765

営業利益又は損失 (△) 27,504 △1,341 9,199 234 35,596 51  35,648

 

 

当第１四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年６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 

282,573 70,576 282,399 40,250 675,800  － 675,800

(2)所在地間の内部売上高 

又は振替高 
108,568 339 11,482 207 120,597 △120,597 －

計 391,141 70,915 293,881 40,458 796,397 △120,597 675,800

営業利益又は損失 (△) 30,802 △2,558 19,904 △519 47,630 △3,537 44,092

 

 (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１四半期 
連結累計期間 

(24.4.1～24.6.30)

当第１四半期 
連結累計期間 

(25.4.1～25.6.30)
比較増減 

 

数量 金額 数量 金額 数量 金額 

 国  内 17 5,623 17 5,844 △0 221

二 海  外 324 53,894 320 64,663 △3 10,769

  欧 州 12 8,709 15 12,629 3 3,920

輪  北 米 12 8,675 13 13,059 1 4,383

  アジア 270 24,953 266 29,703 △4 4,750

車  その他 28 11,555 24 9,270 △3 △2,285

計 341 59,517 337 70,507 △4 10,990

 国  内 214 256,910 181 229,962 △33 △26,947

四 海  外 448 314,986 411 360,803 △37 45,817

  欧 州 53 59,218 44 63,317 △9 4,099

輪  北 米 6 13,167 0 2,813 △6 △10,353

  アジア 359 210,935 336 259,163 △23 48,227

車  その他 28 31,664 29 35,509 1 3,844

計 663 571,896 592 590,766 △70 18,870

 国  内 － 4,475 － 4,429 － △45

特 海  外 － 8,876 － 10,095 － 1,218

  欧 州 － 2,673 － 2,998 － 325

機  北 米 － 4,363 － 5,040 － 676

  アジア － 555 － 724 － 169

等  その他 － 1,284 － 1,332 － 47

計 － 13,352 － 14,525 － 1,172

 国  内 267,008 240,237 △26,771

合 海  外 377,757 435,562 57,805

  欧 州 70,601 78,946 8,344

  北 米 26,206 20,912 △5,293

  アジア 236,444 289,591 53,147

計  その他 44,505 46,112

 

1,606

計 644,765 675,800  31,034

（注）外部顧客の所在地を基礎として区分しています。 

 


