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1. 平成30年3月期第1四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29年6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1四半期 869,313 15.3 85,072 43.8 99,509 62.4 65,432 72.4

29年3月期第1四半期 754,031 △2.4 59,159 7.2 61,278 △1.7 37,956 19.7

（注）包括利益 30年3月期第1四半期　　96,765百万円 （―％） 29年3月期第1四半期　　△46,495百万円 （―％）

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1四半期 148.30 148.28

29年3月期第1四半期 86.03 86.01

(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1四半期 3,177,300 1,471,847 37.4

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1四半期 1,187,500百万円 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年3月期（予想） 22.00 ― 22.00 44.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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、通期は対前期、四半期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

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) 1,600,000 6.7 120,000 3.9 125,000 2.6 70,000 △29.9 158.65

通期 3,400,000 7.3 240,000 △10.0 255,000 △11.1 145,000 △9.4 328.63

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 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

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

(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1Q 491,000,000 株 29年3月期 491,000,000 株

② 期末自己株式数 30年3月期1Q 49,782,263 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1Q 441,217,828 株 29年3月期1Q 441,187,121 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８月３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１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 693,952 719,906

受取手形及び売掛金 349,224 346,308

有価証券 338,756 329,722

商品及び製品 234,730 236,301

仕掛品 40,537 50,929

原材料及び貯蔵品 56,847 51,011

その他 247,273 258,355

貸倒引当金 △5,349 △5,735

流動資産合計 1,955,973 1,986,800

固定資産

有形固定資産 756,344 758,576

無形固定資産 2,683 3,050

投資その他の資産

投資有価証券 335,787 374,927

その他 65,614 54,462

貸倒引当金 △399 △399

投資損失引当金 △18 △117

投資その他の資産合計 400,984 428,873

固定資産合計 1,160,012 1,190,500

資産合計 3,115,985 3,177,300

負債の部

流動負債

買掛金 428,063 410,130

電子記録債務 83,070 83,417

短期借入金 216,601 242,644

未払法人税等 31,863 20,232

製品保証引当金 76,995 77,867

その他 351,526 335,789

流動負債合計 1,188,121 1,170,082

固定負債

新株予約権付社債 200,400 200,375

長期借入金 222,870 228,561

その他の引当金 12,956 14,143

退職給付に係る負債 63,099 59,596

その他 41,495 32,695

固定負債合計 540,822 535,370

負債合計 1,728,943 1,705,452
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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１四半期連結会計期間
(平成29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 144,035 144,035

利益剰余金 1,058,549 1,112,067

自己株式 △191,051 △191,051

株主資本合計 1,149,548 1,203,065

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 98,827 102,864

繰延ヘッジ損益 1,269 △603

為替換算調整勘定 △119,236 △107,170

退職給付に係る調整累計額 △10,543 △10,656

その他の包括利益累計額合計 △29,683 △15,565

新株予約権 126 126

非支配株主持分 267,049 284,221

純資産合計 1,387,041 1,471,847

負債純資産合計 3,115,985 3,177,300
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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28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

売上高 754,031 869,313

売上原価 539,621 622,873

売上総利益 214,410 246,440

販売費及び一般管理費 155,250 161,367

営業利益 59,159 85,072

営業外収益

受取利息 2,567 10,750

受取配当金 2,135 1,283

持分法による投資利益 597 813

その他 3,095 6,098

営業外収益合計 8,395 18,946

営業外費用

支払利息 1,114 1,197

有価証券評価損 0 -

為替差損 3,398 981

その他 1,763 2,329

営業外費用合計 6,276 4,509

経常利益 61,278 99,509

特別利益

固定資産売却益 365 188

投資有価証券売却益 - 1,281

特別利益合計 365 1,470

特別損失

固定資産売却損 41 43

減損損失 84 -

特別損失合計 125 43

税金等調整前四半期純利益 61,518 100,936

法人税等 14,879 23,161

四半期純利益 46,638 77,775

非支配株主に帰属する四半期純利益 8,681 12,342

親会社株主に帰属する四半期純利益 37,956 65,432
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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28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

四半期純利益 46,638 77,775

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △5,721 6,013

繰延ヘッジ損益 △205 △1,859

為替換算調整勘定 △85,094 15,535

退職給付に係る調整額 72 △287

持分法適用会社に対する持分相当額 △2,184 △410

その他の包括利益合計 △93,133 18,990

四半期包括利益 △46,495 96,765

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △32,334 79,516

非支配株主に係る四半期包括利益 △14,161 17,249
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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28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29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 61,518 100,936

減価償却費 37,237 40,221

減損損失 84 -

貸倒引当金の増減額（△は減少） △344 333

受取利息及び受取配当金 △4,703 △12,033

支払利息 1,114 1,197

為替差損益（△は益） 5,195 727

持分法による投資損益（△は益） △597 △813

有形固定資産売却損益（△は益） △323 △145

投資有価証券売却損益（△は益） - △1,281

売上債権の増減額（△は増加） 11,618 6,317

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,991 30

仕入債務の増減額（△は減少） 7,817 △21,263

未払費用の増減額（△は減少） 2,949 △10,967

その他 5,224 △15,322

小計 133,781 87,935

利息及び配当金の受取額 4,332 11,357

利息の支払額 △699 △1,277

法人税等の支払額 △24,720 △34,970

営業活動によるキャッシュ・フロー 112,694 63,044

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 △3,586 △27,730

定期預金の払戻による収入 2,519 47,176

有価証券の取得による支出 △97,270 △77,473

有価証券の売却及び償還による収入 40,097 92,323

有形固定資産の取得による支出 △40,118 △48,009

その他 1,778 △30,876

投資活動によるキャッシュ・フロー △96,580 △44,588

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） △126,775 29,298

長期借入れによる収入 48,401 17,000

長期借入金の返済による支出 △15,782 △10,525

社債の発行による収入 200,500 -

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △7,502 △11,915

非支配株主への配当金の支払額 △327 △98

その他 △9 △6

財務活動によるキャッシュ・フロー 98,503 23,751

現金及び現金同等物に係る換算差額 △12,271 2,416

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 102,346 44,624

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 552,435 658,656
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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。

（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28年４月１日 至 平成28年６月30日)

(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 684,448 50,684 18,897 754,031

セグメント利益又は損失(△) (注)１ 55,762 △561 3,958 59,159

当第１四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日)

(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 787,314 61,618 20,381 869,313

セグメント利益 (注)１ 79,396 2,009 3,665 85,072

(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１四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28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

314,708 95,379 309,726 34,217 754,031 － 754,031

(2)所在地間の内部売上高
又は振替高

139,414 55,214 28,044 103 222,776 △222,776 －

計 454,122 150,593 337,770 34,321 976,808 △222,776 754,031

営業利益 26,670 2,056 23,587 885 53,199 5,959 59,159

当第１四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29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

328,822 110,132 390,263 40,095 869,313 － 869,313

(2)所在地間の内部売上高
又は振替高

169,565 47,490 26,129 66 243,251 △243,251 －

計 498,388 157,622 416,392 40,161 1,112,565 △243,251 869,313

営業利益 47,248 6,362 32,685 1,253 87,550 △2,478 85,072

　

(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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