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1. 平成31年3月期第2四半期の連結業績（平成30年4月1日～平成30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 ％

31年3月期第2四半期 1,929,434 5.4 198,454 14.8 232,304 24.3 136,183 30.7

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

（注）包括利益 31年3月期第2四半期　　120,630百万円 （△30.6％） 30年3月期第2四半期　　173,913百万円 （986.3％）

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

31年3月期第2四半期 306.35 305.18

30年3月期第2四半期 236.18 236.14

(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 ％

31年3月期第2四半期 3,222,754 1,675,728 42.8

30年3月期 3,340,828 1,595,227 38.8

（参考）自己資本 31年3月期第2四半期 1,380,856百万円 30年3月期 1,297,536百万円

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

30年3月期 ― 30.00 ― 44.00 74.00

31年3月期 ― 37.00

31年3月期（予想） ― 37.00 74.00

（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31年 3月期の連結業績予想（平成30年 4月 1日～平成31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 3,800,000 1.1 350,000 △6.5 390,000 1.9 220,000 2.0 486.81

（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） 31年3月期2Q 491,049,100 株 30年3月期 491,018,100 株

② 期末自己株式数 31年3月期2Q 30,501,682 株 30年3月期 49,280,675 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年3月期2Q 444,532,052 株 30年3月期2Q 441,222,899 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の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30年11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。
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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30年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成30年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 690,418 533,831

受取手形及び売掛金 388,973 387,929

有価証券 256,695 206,432

商品及び製品 253,999 251,554

仕掛品 48,954 54,259

原材料及び貯蔵品 49,962 55,994

その他 135,237 138,210

貸倒引当金 △5,252 △4,689

流動資産合計 1,818,988 1,623,523

固定資産

有形固定資産 804,265 852,541

無形固定資産 2,556 2,330

投資その他の資産

投資有価証券 543,485 570,172

その他 172,058 174,785

貸倒引当金 △402 △405

投資損失引当金 △124 △193

投資その他の資産合計 715,017 744,358

固定資産合計 1,521,839 1,599,231

資産合計 3,340,828 3,222,754

負債の部

流動負債

買掛金 443,916 420,655

電子記録債務 68,322 69,484

短期借入金 190,756 157,283

未払法人税等 40,598 54,663

製品保証引当金 105,106 123,158

その他 392,640 389,660

流動負債合計 1,241,341 1,214,905

固定負債

新株予約権付社債 194,211 19,964

長期借入金 192,943 204,280

その他の引当金 15,410 15,975

退職給付に係る負債 65,224 65,923

その他 36,469 25,977

固定負債合計 504,259 332,120

負債合計 1,745,601 1,547,026
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成30年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成30年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 138,064 138,161

資本剰余金 143,868 143,965

利益剰余金 1,247,242 1,292,069

自己株式 △189,126 △116,980

株主資本合計 1,340,047 1,457,215

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 108,528 103,292

繰延ヘッジ損益 22 △379

為替換算調整勘定 △140,136 △168,481

退職給付に係る調整累計額 △10,925 △10,791

その他の包括利益累計額合計 △42,511 △76,358

新株予約権 126 115

非支配株主持分 297,564 294,756

純資産合計 1,595,227 1,675,728

負債純資産合計 3,340,828 3,222,754
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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29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

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

売上高 1,831,097 1,929,434

売上原価 1,303,130 1,353,655

売上総利益 527,966 575,778

販売費及び一般管理費 355,085 377,324

営業利益 172,881 198,454

営業外収益

受取利息 14,218 25,240

受取配当金 1,764 2,114

持分法による投資利益 － 1,752

その他 8,264 11,975

営業外収益合計 24,247 41,082

営業外費用

支払利息 1,890 2,046

有価証券評価損 44 －

為替差損 1,962 712

持分法による投資損失 1,854 －

その他 4,497 4,474

営業外費用合計 10,249 7,232

経常利益 186,879 232,304

特別利益

固定資産売却益 1,329 1,349

投資有価証券売却益 1,281 83

特別利益合計 2,610 1,433

特別損失

固定資産売却損 92 109

減損損失 2,516 609

特別損失合計 2,608 718

税金等調整前四半期純利益 186,881 233,018

法人税等 52,576 62,120

四半期純利益 134,305 170,898

非支配株主に帰属する四半期純利益 30,097 34,714

親会社株主に帰属する四半期純利益 104,208 136,183
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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29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

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

四半期純利益 134,305 170,898

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 22,126 △9,205

繰延ヘッジ損益 △1,816 △745

為替換算調整勘定 19,607 △33,774

退職給付に係る調整額 △161 153

持分法適用会社に対する持分相当額 △147 △6,694

その他の包括利益合計 39,608 △50,267

四半期包括利益 173,913 120,630

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 135,910 102,335

非支配株主に係る四半期包括利益 38,003 18,295
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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29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30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 186,881 233,018

減価償却費 74,319 64,155

減損損失 2,516 609

貸倒引当金の増減額（△は減少） △194 △531

受取利息及び受取配当金 △15,983 △27,354

支払利息 1,890 2,046

為替差損益（△は益） △5 △1,056

持分法による投資損益（△は益） 1,854 △1,752

有形固定資産売却損益（△は益） △1,236 △1,240

投資有価証券売却損益（△は益） △1,281 △83

売上債権の増減額（△は増加） △17,082 △1,128

たな卸資産の増減額（△は増加） 14,876 △9,856

仕入債務の増減額（△は減少） △13,120 △17,229

未払費用の増減額（△は減少） 12,553 2,927

その他 22,177 △3,231

小計 268,166 239,291

利息及び配当金の受取額 15,610 27,023

利息の支払額 △2,235 △1,801

法人税等の支払額 △55,576 △40,402

営業活動によるキャッシュ・フロー 225,964 224,110

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 △63,758 △79,466

定期預金の払戻による収入 65,845 84,455

有価証券の取得による支出 △318,105 △324,338

有価証券の売却及び償還による収入 328,889 265,428

有形固定資産の取得による支出 △86,560 △130,568

その他 △60,973 24,233

投資活動によるキャッシュ・フロー △134,663 △160,256

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） △1,589 △7,469

長期借入れによる収入 31,500 34,196

長期借入金の返済による支出 △24,511 △54,801

社債の償還による支出 － △173,980

自己株式の取得による支出 △1 △3

配当金の支払額 △11,910 △19,431

非支配株主への配当金の支払額 △20,909 △21,034

その他 △477 11

財務活動によるキャッシュ・フロー △27,900 △242,512

現金及び現金同等物に係る換算差額 5,020 1,364

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 68,421 △177,294

現金及び現金同等物の期首残高 614,031 600,846

現金及び現金同等物の四半期末残高 682,453 423,552
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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

四輪事業 二輪事業 マリン事業他 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）

　「四輪事業」「二輪事業」「マリン事業他」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。

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成30年４月１日 至 平成30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

四輪事業 二輪事業 マリン事業他 計

売上高 1,761,345 126,268 41,819 1,929,434

セグメント利益 (注)１ 185,478 4,017 8,957 198,454

　

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）

　重要性が乏しいため、注記を省略しています。

　

(注) １ セグメント利益は、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 事 業 軽自動車、小型自動車、普通自動車

二 輪 事 業 二輪車、バギー

マリン事業他 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

当第２四半期連結累計期間(自 平成30年４月１日 至 平成30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

713,944 201,149 927,932 86,408 1,929,434 － 1,929,434

(2)所在地間の内部売上高
又は振替高

298,388 72,937 52,967 227 424,521 △424,521 －

計 1,012,333 274,086 980,899 86,635 2,353,955 △424,521 1,929,434

営業利益 85,710 9,168 94,962 3,366 193,207 5,247 198,454

　

(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、パキスタン、インドネシア、タイ

(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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