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決 算 の 概 要決 算 の 概 要決 算 の 概 要決 算 の 概 要決 算 の 概 要決 算 の 概 要決 算 の 概 要決 算 の 概 要



P/L （連結）（連結）（連結）（連結） (億円)

▲3205,9925,9926,312国内

+4187,7307,7307,312海外

+1円/$124124円円円円円円円円/$/$123円/$
為替レート

(単独)

+32334334302当期利益

▲197585585782経常利益

▲209675675884営業利益

+9813,72313,72313,624売上高

増減増減増減増減
20032003年年33月期月期
実績実績

2002年3月期
実績



連結完成車売上台数

540.4540.4
294.9294.9
14.014.0
29.529.5
41.341.3
17.717.7

192.4192.4
245.5245.5

20032003年年33月期月期
実績実績

▲▲▲▲2.8
+15.9
+1.4
+2.5
+9.0
+2.1
+1.0
▲▲▲▲18.7

増減増減増減増減

543.2合計合計合計合計

279.0海外小計海外小計海外小計海外小計

12.7その他

26.9豪州

32.4欧州

15.6カナダ

191.4アメリカ

264.3国内国内国内国内

2002年3月期
実績

((千台千台千台千台千台千台千台千台))

（アメリカ、カナダは（アメリカ、カナダは（アメリカ、カナダは（アメリカ、カナダは（アメリカ、カナダは（アメリカ、カナダは（アメリカ、カナダは（アメリカ、カナダは11～～～～～～～～1212月売上）月売上）月売上）月売上）月売上）月売上）月売上）月売上）



セグメント別売上高（連結）セグメント別売上高（連結）セグメント別売上高（連結）セグメント別売上高（連結）

▲4.9%630662航空宇宙航空宇宙航空宇宙航空宇宙

+0.7%13,72313,624計計計計

+2.4%379370その他その他その他その他

+5.5%415394産業機器産業機器産業機器産業機器

+0.8%12,29812,197自動車自動車自動車自動車

前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比
2003年年年年3月期月期月期月期
実績実績実績実績

2002年年年年3月期月期月期月期
実績実績実績実績

(億円)

売上高構成比売上高構成比売上高構成比売上高構成比

自動車自動車自動車自動車
89%89%89%89%

その他その他その他その他
3%3%3%3%

産業機器産業機器産業機器産業機器
3%3%3%3%

航空宇宙航空宇宙航空宇宙航空宇宙
5%5%5%5%



営業利益増減要因

884884884884

229229229229

32323232

-276-276-276-276

-142-142-142-142
-52-52-52-52

675675675675

（億円）（億円）（億円）（億円）

20022002年年年年年年年年33月期月期月期月期月期月期月期月期
営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益

原価低減原価低減原価低減原価低減

為替レート差為替レート差為替レート差為替レート差

諸経費等の増諸経費等の増諸経費等の増諸経費等の増

売上構成差等売上構成差等売上構成差等売上構成差等

試験研究費増試験研究費増試験研究費増試験研究費増

20032003年年年年年年年年33月期月期月期月期月期月期月期月期
営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益



B/S （連結）（連結）（連結）（連結）

0.950.95倍倍倍倍倍倍倍倍

30.6%30.6%

3,8913,891

4,1124,112

13,44013,440

20032003年年年年年年年年33月末月末月末月末月末月末月末月末

▲▲▲▲0.6%31.2%株主資本比率

1.00倍D/Eレシオ

▲▲▲▲763,967有利子負債

+1513,961資本合計

+74512,695総資産

増減増減増減増減2002年年年年3月末月末月末月末

(億円)



キャッシュフローキャッシュフローキャッシュフローキャッシュフロー （連結（連結（連結（連結））））

1,6991,6991,337手元資金合計

40240283手元資金増減

▲▲▲▲▲▲▲▲116116197財務CF

(179)(179)
519519

(51)
▲113

フリーCF

((▲▲▲▲▲▲▲▲900)900)
▲▲▲▲▲▲▲▲560560

(▲805)
▲970

投資CF

1,0801,080857営業CF

20032003年年年年年年年年33月期月期月期月期月期月期月期月期
実績実績実績実績実績実績実績実績

2002年年年年3月期月期月期月期
実績実績実績実績

(億円)

（括弧内の数字は３ヶ月超の有価証券を現金同等物とした場合の数値（括弧内の数字は３ヶ月超の有価証券を現金同等物とした場合の数値（括弧内の数字は３ヶ月超の有価証券を現金同等物とした場合の数値（括弧内の数字は３ヶ月超の有価証券を現金同等物とした場合の数値（括弧内の数字は３ヶ月超の有価証券を現金同等物とした場合の数値（括弧内の数字は３ヶ月超の有価証券を現金同等物とした場合の数値（括弧内の数字は３ヶ月超の有価証券を現金同等物とした場合の数値（括弧内の数字は３ヶ月超の有価証券を現金同等物とした場合の数値

有価証券の取得による支出、有価証券の売却による収入を差し引いた数値）有価証券の取得による支出、有価証券の売却による収入を差し引いた数値）有価証券の取得による支出、有価証券の売却による収入を差し引いた数値）有価証券の取得による支出、有価証券の売却による収入を差し引いた数値）有価証券の取得による支出、有価証券の売却による収入を差し引いた数値）有価証券の取得による支出、有価証券の売却による収入を差し引いた数値）有価証券の取得による支出、有価証券の売却による収入を差し引いた数値）有価証券の取得による支出、有価証券の売却による収入を差し引いた数値）



米国子会社実績

� SOAは、販売費の増により減益
� SIAは、SOA向け売上台数減を原価低減等で補って、
増益。また税負担内部ルールの変更により当期利益
は大幅増益

+117.0%81▲34.5%26当期利益当期利益

+32.6%80▲35.9%38営業利益営業利益

▲3.1%$1,863+0.4%$4,232売上高売上高

前年比前年比SIASIA前年比前年比SOASOA20022002年年
(1(1～～1212月月))

単位単位単位単位単位単位単位単位((million US$)million US$)



20042004年年年年年年年年 33月期月期月期月期月期月期月期月期見通し見通し見通し見通し見通し見通し見通し見通し



連結完成車売上台数

+29.529.529.5SIA受託分受託分受託分受託分

597.9597.9

307.5307.5
15.115.1
29.329.3
44.744.7
17.517.5

200.9200.9
260.8260.8

20042004年年年年年年年年33月期月期月期月期月期月期月期月期
見通見通見通見通見通見通見通見通

+57.4

+12.6
+1.0
▲0.2
+3.4
▲0.2
+8.5

+15.3

増減増減増減増減

540.4

294.9
14.0
29.5
41.3
17.7

192.4
245.5

2003年3月期
実績

合計合計合計合計

海外小計海外小計海外小計海外小計

その他

豪州

欧州

カナダ

アメリカ

国内国内国内国内

((千千千千千千千千
台台台台台台台台))

（アメリカ、カナダは（アメリカ、カナダは（アメリカ、カナダは（アメリカ、カナダは（アメリカ、カナダは（アメリカ、カナダは（アメリカ、カナダは（アメリカ、カナダは11～～～～～～～～1212月売上月売上月売上月売上月売上月売上月売上月売上))



<ご参考ご参考ご参考ご参考>売上台数計画売上台数計画売上台数計画売上台数計画 （単独）（単独）（単独）（単独）

+2105105
3030

103SIA生産(暦年)

±0108108108海外生産用部品

+26204204178SOA販売(暦年)
+30受託生産

+20575575555売上合計

±0196196196輸出台数

▲4144144148軽

+22127127104登録車

+19271271252国内売上

+22462462440国内生産

増減増減増減増減
20042004年年年年年年年年33月期月期月期月期月期月期月期月期
予想予想予想予想予想予想予想予想

2003年年年年3月期月期月期月期
実績実績実績実績

(千台)



業績計画（連結）前年対比業績計画（連結）前年対比業績計画（連結）前年対比業績計画（連結）前年対比

▲6円/$118円円円円/$124円/$為替レート

（単独）

+16350334当期利益

+15600585経常利益

▲55
(+12)

620
*連結調整益を戻し入れた場合連結調整益を戻し入れた場合連結調整益を戻し入れた場合連結調整益を戻し入れた場合

(687)
675営業利益

+3308,0607,730海外

+4486,4405,992国内

+77714,50013,723売上高

増減増減増減増減
20042004年年年年年年年年33月期月期月期月期月期月期月期月期
予想予想予想予想予想予想予想予想

2003年3月期
実績

(億円)



営業利益増減要因

675675675675

190190190190

160160160160
-246-246-246-246

-130-130-130-130
-29-29-29-29

620620620620

67676767

（億円）（億円）（億円）（億円）

20032003年年年年年年年年33月期月期月期月期月期月期月期月期
営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益

原価低減原価低減原価低減原価低減

為替レート差為替レート差為替レート差為替レート差

諸経費等の増諸経費等の増諸経費等の増諸経費等の増

売上構成差等売上構成差等売上構成差等売上構成差等
試験研究費増試験研究費増試験研究費増試験研究費増

20042004年年年年年年年年33月期月期月期月期月期月期月期月期
営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益

連結調整益戻し入れ連結調整益戻し入れ連結調整益戻し入れ連結調整益戻し入れ連結調整益戻し入れ連結調整益戻し入れ連結調整益戻し入れ連結調整益戻し入れ

連結調整益を戻し入れた場合連結調整益を戻し入れた場合連結調整益を戻し入れた場合連結調整益を戻し入れた場合連結調整益を戻し入れた場合連結調整益を戻し入れた場合連結調整益を戻し入れた場合連結調整益を戻し入れた場合

(687)(687)



SIA財務処理
� 03/1/1いすゞが保有していたいすゞが保有していたいすゞが保有していたいすゞが保有していたSIAの株式を購入、の株式を購入、の株式を購入、の株式を購入、SIAをををを100％％％％
子会社化子会社化子会社化子会社化 ⇒⇒⇒⇒ 従来のいすゞ持分である共通設備能力を取得し従来のいすゞ持分である共通設備能力を取得し従来のいすゞ持分である共通設備能力を取得し従来のいすゞ持分である共通設備能力を取得し
たことで、今後の共通設備の能増投資が不要たことで、今後の共通設備の能増投資が不要たことで、今後の共通設備の能増投資が不要たことで、今後の共通設備の能増投資が不要

� いすゞは①従来負担をしていた共通費用のいすゞは①従来負担をしていた共通費用のいすゞは①従来負担をしていた共通費用のいすゞは①従来負担をしていた共通費用の1/2、②いすゞ専用、②いすゞ専用、②いすゞ専用、②いすゞ専用

設備と共通設備の償却費、③撤退に伴う直接的費用などを増資設備と共通設備の償却費、③撤退に伴う直接的費用などを増資設備と共通設備の償却費、③撤退に伴う直接的費用などを増資設備と共通設備の償却費、③撤退に伴う直接的費用などを増資
で事前補填で事前補填で事前補填で事前補填

� 事前補填による増加後の事前補填による増加後の事前補填による増加後の事前補填による増加後の‘０２‘０２‘０２‘０２年末の年末の年末の年末のSIAのいすゞ側の純資産のいすゞ側の純資産のいすゞ側の純資産のいすゞ側の純資産
$407.4M(488.5億円億円億円億円)をををを’’’’02年末連結年末連結年末連結年末連結B/Sの連結調整勘定にの連結調整勘定にの連結調整勘定にの連結調整勘定に
計上（決算短信注記参照計上（決算短信注記参照計上（決算短信注記参照計上（決算短信注記参照)。これを補償対象費用発生に応じて。これを補償対象費用発生に応じて。これを補償対象費用発生に応じて。これを補償対象費用発生に応じて

年度ごとに連結調整益として営業外利益として認識年度ごとに連結調整益として営業外利益として認識年度ごとに連結調整益として営業外利益として認識年度ごとに連結調整益として営業外利益として認識



SIA財務処理

� 連結開始時の資産及び負債の内訳
(億円)

固定負債固定負債固定負債固定負債固定負債固定負債固定負債固定負債 7070
流動負債流動負債流動負債流動負債流動負債流動負債流動負債流動負債 5252

流動資産流動資産流動資産流動資産流動資産流動資産流動資産流動資産 206206

負債・連結調整合計負債・連結調整合計負債・連結調整合計負債・連結調整合計負債・連結調整合計負債・連結調整合計負債・連結調整合計負債・連結調整合計
611611

資産合計資産合計資産合計資産合計資産合計資産合計資産合計資産合計 611611

連結調整勘定連結調整勘定 488488
((補償対象費用発生に応じ、補償対象費用発生に応じ、

年度毎に益を認識年度毎に益を認識))固定資産固定資産固定資産固定資産固定資産固定資産固定資産固定資産 404404



SIA財務処理

$407.4M$407.4M$407.4M$407.4M

'02'02'02'02 '03'03'03'03 '04'04'04'04 '05'05'05'05 '06'06'06'06 '07以降'07以降'07以降'07以降

補填による純資産の減補填による純資産の減補填による純資産の減補填による純資産の減

純資産純資産純資産純資産

\488.5億\488.5億\488.5億\488.5億

67676767 78787878
131131131131

49494949

164164164164

'02'02'02'02 '03'03'03'03 '04'04'04'04 '05'05'05'05 '06'06'06'06 '07以降'07以降'07以降'07以降

P/L営業外収益（連結調整益）P/L営業外収益（連結調整益）P/L営業外収益（連結調整益）P/L営業外収益（連結調整益）
B/S連結調整勘定B/S連結調整勘定B/S連結調整勘定B/S連結調整勘定



平成平成平成平成平成平成平成平成11111111５年５月５年５月５年５月５年５月５年５月５年５月５年５月５年５月11111111６日６日６日６日６日６日６日６日
富士重工業株式会社富士重工業株式会社富士重工業株式会社富士重工業株式会社富士重工業株式会社富士重工業株式会社富士重工業株式会社富士重工業株式会社

2003200320032003年年年年3333月期月期月期月期 決算説明会決算説明会決算説明会決算説明会2003200320032003年年年年3333月期月期月期月期 決算説明会決算説明会決算説明会決算説明会


