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富⼠重⼯業株式会社富⼠重⼯業株式会社
20092009年年55⽉⽉88⽇⽇

20092009年年33⽉期⽉期
 

決算説明会決算説明会
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決 算 の 概 要決 算 の 概 要
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年度年度：連結完成⾞販売台数：連結完成⾞販売台数
20082008年年33⽉期⽉期

実績実績
20092009年年33⽉期⽉期

実績実績 増減増減
登録⾞登録⾞ 78.178.1 70.170.1 ▲▲8.08.0
軽⾃動⾞軽⾃動⾞ 130.6130.6 108.7108.7 ▲▲21.921.9

国内合計国内合計 208.7208.7 178.8178.8 ▲▲29.929.9
アメリカアメリカ 192.8192.8 188.2188.2 ▲▲4.54.5
カナダカナダ 17.617.6 18.918.9 ＋＋1.31.3
ロシアロシア 22.622.6 20.720.7 ▲▲1.91.9
欧州欧州 63.463.4 56.856.8 ▲▲6.66.6
豪州豪州 40.240.2 36.736.7 ▲▲3.53.5
中国中国 12.612.6 26.226.2 ＋＋113.63.6
その他その他 38.838.8 29.129.1 ▲▲99..77

海外合計海外合計 388.0388.0 376.5376.5 ▲▲11.411.4
合計合計 596.7596.7 555.3555.3 ▲▲41.341.3

(千台)

（アメリカ、カナダは１〜（アメリカ、カナダは１〜1212⽉売上）⽉売上）
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(億円)

20020088年年33⽉期⽉期
実績実績

20092009年年33⽉期⽉期
実績実績 増減増減

売上⾼売上⾼ 15,72315,723 14,45814,458 ▲▲1,2661,266

国内国内 5,4405,440 5,0755,075 ▲▲365365
海外海外 10,28410,284 9,3839,383 ▲▲901901

営業利益営業利益//損失損失 457457 ▲▲5858 ▲▲515515

経常利益経常利益//損失損失 454454 ▲▲4646 ▲▲500500

当期純利益当期純利益//損失損失 185185 ▲▲699699 ▲▲884884

単独売上レート単独売上レート 116116円円/$/$ 102102円円/$/$ ▲▲1414円円/$/$

年度：連結業績年度：連結業績
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２００２００９９年３⽉期年３⽉期
 

通期：営業利益増減要因通期：営業利益増減要因
（億円）

457

92 3

▲435

▲143

▲32
▲58

20020088年年33⽉期⽉期
営業利益実績営業利益実績 20020099年年33⽉期⽉期

営業営業損失実績損失実績▲515億円の減益

為替
レート差

諸経費等
の増

試験研究費
 の減

売上
構成差等

原価低減・
原材料⾼騰影響等

FHI: ▲28
SIA: ▲4

固定加⼯費の増
クレーム費の増

US$: ▲343
Euro: ▲37
CA$: ▲55

海外：数量増他
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年度年度：：事業別売上⾼（連結）事業別売上⾼（連結）

20020088年年33⽉期⽉期
実績実績

20092009年年33⽉期⽉期
実績実績 増減増減

⾃動⾞⾃動⾞ 14,21214,212 13,16313,163 ▲▲1,0491,049

航空宇宙航空宇宙 997997 809809 ▲▲188188

産業機器産業機器 407407 349349 ▲▲5858

その他その他 108108 137137 +29+29

計計 15,72315,723 14,45814,458 ▲▲1,2661,266

その他
0.9%

産業機器
2.4%

⾃動⾞
91.0%

航空宇宙
5.6%

(億円)

売上⾼構成⽐売上⾼構成⽐
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20082008年年33⽉期⽉期
実績実績

20092009年年33⽉期⽉期
実績実績 増減増減

⾃動⾞⾃動⾞ 371371 ▲▲9292 ▲▲463463

航空宇宙航空宇宙 4444 1616 ▲▲2929

産業機器産業機器 77 ▲▲1616 ▲▲2323

その他その他 2525 3131 +6+6
消去消去

 ⼜は全社⼜は全社 99 33 ▲▲66

計計 457457 ▲▲5858 ▲▲515515

(億円)

年度：事業別営業損益（連結）年度：事業別営業損益（連結）
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年度年度：：所在地別売上⾼（連結）所在地別売上⾼（連結）

20020088年年33⽉期⽉期
実績実績

20092009年年33⽉期⽉期
実績実績 増減増減

⽇本⽇本 9,0119,011 8,5628,562 ▲▲449449

北⽶北⽶ 6,1776,177 5,4695,469 ▲▲709709

その他その他 535535 427427 ▲▲108108

計計 15,72315,723 14,45814,458 ▲▲1,2661,266

その他
3.0%

⽇本
59.2%

北⽶
37.8%

(億円)

売上⾼構成⽐売上⾼構成⽐
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年度年度：：所在地別所在地別営業損益営業損益（連結）（連結）

20082008年年33⽉期⽉期
実績実績

20092009年年33⽉期⽉期
実績実績 増減増減

⽇本⽇本 342342 ▲▲158158 ▲▲500500

北⽶北⽶ 6666 ▲▲2020 ▲▲8585

その他その他 1414 1919 +5+5

消去⼜は全社消去⼜は全社 3535 101101 +66+66

計計 457457 ▲▲5858 ▲▲515515

(億円)
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⽶国⼦会社業績⽶国⼦会社業績
(million US$)(million US$)

(2(2社とも会計年度は暦年社とも会計年度は暦年11〜〜1212⽉⽉))

SIA (1SIA (1〜〜1212⽉⽉)) 20072007年実績年実績 20082008年実績年実績 前年⽐前年⽐
売上⾼売上⾼ $2,597$2,597 $2,175$2,175 ▲▲422422

営業損益営業損益 6060 ▲▲11 ▲▲6161

当期当期損益損益 3434 00 ▲▲3434
スバルスバル⽣産台数⽣産台数((千台千台)) 109.2109.2 91.691.6 ▲▲17.617.6

SOA (1SOA (1〜〜1212⽉⽉)) 20072007年実績年実績 20082008年実績年実績 前年⽐前年⽐
売上⾼売上⾼ $4,501$4,501 ＄＄4,346 4,346 ▲▲155155

営業損益営業損益 3838 99 ▲▲2929

当期損益当期損益 3333 1414 ▲▲1919

⼩売販売台数⼩売販売台数((千台千台)) 186.1186.1 186.2186.2 +0.1+0.1
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20020088年年33⽉期⽉期 20092009年年33⽉期⽉期 増減増減

営業外収益営業外収益 150150 148148 ▲▲22
受取利息及び配当⾦受取利息及び配当⾦ 5555 3737 ▲▲1818

持分法による投資利益持分法による投資利益 55 99 +4+4 スバルスバル
 

オブオブ
 

チャイナチャイナLTD.LTD.

営業外費⽤営業外費⽤ 153153 136136 ▲▲1717
⽀払利息⽀払利息 4141 3333 ▲▲77

営業外収⽀営業外収⽀ ▲▲22 1212 +14+14

内、⾦融収⽀内、⾦融収⽀ 1414 44 ▲▲1010

内、内、為替影響為替影響 +1+1 +25+25 +24+24

デリバティブ関連評価損益デリバティブ関連評価損益((ネットネット)) 4848 ▲▲5353 ▲▲101101

為替差損益為替差損益((ネットネット)) ▲▲4747 7878 +125+125

(億円)営業外収⽀の主な要因営業外収⽀の主な要因
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20020088年年33⽉⽉期期
 実績実績

20092009年年33⽉期⽉期
 実績実績 増減増減

特別利益特別利益 5252 3939 ▲▲1313
固定資産売却益固定資産売却益 1515 44 ▲▲1111

投資有価証券売却益投資有価証券売却益 1515 77 ▲▲88

退職給付制度改定益退職給付制度改定益 00 88 +8+8

特別損失特別損失 187187 208208 +21+21
固定資産除売却損固定資産除売却損 5555 3838 ▲▲1717
投資有価証券売却損投資有価証券売却損//評価損評価損 1515 +15+15 Eclipse 5Eclipse 5

減損損失減損損失 132132 1010 ▲▲121121
貸倒引当⾦繰⼊額貸倒引当⾦繰⼊額 2626 +26+26 EclipseEclipse

⼯事損失引当⾦繰⼊額⼯事損失引当⾦繰⼊額 2929 +29+29

その他その他 8989 +89+89 EclipseEclipse棚卸資産等棚卸資産等

 

5757、、
WRCWRC撤退撤退

 

3030

(億円)特別利益･損失の主な要因特別利益･損失の主な要因
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連結貸借対照表連結貸借対照表

20020088年年33⽉末⽉末 20092009年年33⽉末⽉末 増減増減

総資産総資産 12,96412,964 11,65411,654 ▲▲1,3101,310

流動資産流動資産 6,2286,228 5,8605,860 ▲▲368368

固定資産固定資産 6,7366,736 5,7945,794 ▲▲942942

有利⼦負債有利⼦負債 3,0453,045 3,8173,817 +771+771

純資産合計純資産合計 4,9444,944 3,9473,947 ▲▲997997

利益剰余⾦利益剰余⾦ 2,2782,278 1,2661,266 ▲▲1,0121,012

⾃⼰株式⾃⼰株式 ▲▲405405 ▲▲2121 +385+385

⾃⼰資本⾃⼰資本 4,9344,934 3,9393,939 ▲▲995995

⾃⼰資本⽐率⾃⼰資本⽐率 38.1%38.1% 33.8%33.8% ▲▲4.3%4.3%

D/ED/Eレシオレシオ 0.620.62 0.970.97 +0.35+0.35

(億円)
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連結キャッシュフロー連結キャッシュフロー

20020088年年33⽉期⽉期
実績実績

20092009年年33⽉期⽉期
実績実績 増減増減

営業活動営業活動CFCF 1,071,0744 ▲▲269269 ▲▲1,3431,343
投資活動投資活動CFCF ▲▲449449 ▲▲724724 ▲▲275275
フリーフリーCFCF 626255 ▲▲993993 ▲▲1,6171,617
財務活動財務活動CFCF ▲▲451451 804804 +1,256+1,256
換算差額換算差額 ▲▲2020 ▲▲156156 ▲▲136136

⼿元資⾦増減⼿元資⾦増減 154154 ▲▲344344 ▲▲498498
決算⽇変更影響等決算⽇変更影響等 22 163163 +161+161

⼿元資⾦合計⼿元資⾦合計 1,1461,146 965965 ▲▲181181

(億円)
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(千台)

（アメリカ、カナダは（アメリカ、カナダは1010〜〜1212⽉売上）⽉売上）

20082008年年33⽉期⽉期
4Q4Q実績実績

20092009年年33⽉期⽉期
4Q4Q実績実績 増減増減

登録⾞登録⾞ 27.127.1 20.120.1 ▲▲7.07.0
軽⾃動⾞軽⾃動⾞ 37.537.5 28.028.0 ▲▲9.59.5

国内合計国内合計 64.664.6 48.148.1 ▲▲16.516.5
アメリカアメリカ 56.556.5 48.748.7 ▲▲7.97.9
カナダカナダ 4.44.4 5.95.9 +1.5+1.5
ロシアロシア 6.66.6 1.51.5 ▲▲5.15.1
欧州欧州 21.521.5 8.98.9 ▲▲12.712.7
豪州豪州 10.210.2 8.18.1 ▲▲2.12.1
中国中国 4.44.4 7.27.2 +2.8+2.8
その他その他 11.711.7 4.04.0 ▲▲7.87.8

海外合計海外合計 115.4115.4 84.284.2 ▲▲31.231.2
合計合計 180.0180.0 132.3132.3 ▲▲47.647.6

4Q4Q：連結完成⾞販売台数：連結完成⾞販売台数＜ご参考＞＜ご参考＞
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4Q4Q：：連結業績連結業績
 

<<ご参考ご参考>>
(億円)

20020088年年33⽉期⽉期
4Q4Q実績実績

20092009年年33⽉期⽉期
4Q4Q実績実績 増減増減

売上⾼売上⾼ 4,6704,670 3,3913,391 ▲▲1,2801,280

国内国内 1,7461,746 1,3951,395 ▲▲351351

海外海外 2,9252,925 1,9961,996 ▲▲928928

営業利益営業利益//損失損失 9191 ▲▲157157 ▲▲248248

経常利益経常利益//損失損失 127127 ▲▲136136 ▲▲263263

当期純利益当期純利益//損失損失 66 ▲▲551551 ▲▲557557

単独売上レート単独売上レート 109109円円/$/$ 9191円円/$/$ ▲▲1818円円/$/$
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4Q4Q：：営業利益増減要因営業利益増減要因
 

<<ご参考ご参考>>

91

89

49

▲270

▲105

▲11

▲157

（億円）

原価低減・
原材料⾼騰影響等

試験研究費
の減

▲248億円の減益 20020099年年33⽉期⽉期
4Q4Q営業利益営業利益

国内外： 数量減構成悪化

固定費の減
販管費の減等

売上
構成差等

20020088年年33⽉期⽉期
4Q4Q営業利益営業利益

為替
レート差

諸経費等
の減

FHI:+3
SIA: ▲1４

US$：▲61
EUR:▲23
CA$:▲21
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(億円)

20082008年年33⽉期⽉期
実績実績

20092009年年33⽉期⽉期
実績実績 増減増減

設備投資設備投資 563563 580580 +17+17

減価償却費減価償却費 655655 651651 ▲▲44

試験研究費試験研究費 520520 428428 ▲▲9292

有利⼦負債有利⼦負債 3,0453,045 3,8173,817 +771+771

設備投資・減価償却費・試験研究費設備投資・減価償却費・試験研究費＜ご参考＞＜ご参考＞
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販売台数販売台数
 

((単独単独) ) ＜ご参考＞＜ご参考＞
(千台)

20082008年年33⽉期⽉期
実績実績

20092009年年33⽉期⽉期
実績実績 増減増減

国内⽣産国内⽣産 489.7489.7 474.0474.0 ▲▲15.715.7
国内売上国内売上 219.1219.1 186.4186.4 ▲▲32.732.7

登録⾞登録⾞ 86.286.2 76.476.4 ▲▲9.99.9

軽⾃動⾞軽⾃動⾞ 132.9132.9 110.0110.0 ▲▲22.822.8

輸出台数輸出台数 273.7273.7 300.4300.4 +26.7+26.7
海外⽣産⽤部品海外⽣産⽤部品 110.4110.4 77.977.9 ▲▲32.532.5

売上合計売上合計 603.2603.2 564.7564.7 ▲▲38.538.5
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20102010年年 33⽉期⽉期 計画計画
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上期：連結完成⾞販売台数計画上期：連結完成⾞販売台数計画
 

<<ご参考ご参考>> (千台)

（（20092009年年33⽉期の⽉期のアメリカアメリカ・・カナダは１〜カナダは１〜66⽉売上）⽉売上）

20200909年年33⽉期⽉期
上期上期実績実績

20201010年年33⽉期⽉期
上期計画上期計画 増減増減

登録⾞登録⾞ 36.336.3 35.335.3 ▲▲1.01.0
軽⾃動⾞軽⾃動⾞ 57.957.9 42.642.6 ▲▲15.315.3

国内合計国内合計 94.294.2 77.977.9 ▲▲16.216.2
アメリカアメリカ 82.082.0 92.792.7 +10.7+10.7
カナダカナダ 8.68.6 8.98.9 +0.2+0.2
ロシアロシア 15.315.3 3.33.3 ▲▲12.012.0
欧州欧州 34.534.5 20.120.1 ▲▲14.514.5
豪州豪州 20.720.7 16.316.3 ▲▲4.44.4
中国中国 10.110.1 9.89.8 ▲▲0.30.3
その他その他 17.017.0 8.08.0 ▲▲8.98.9

海外合計海外合計 188.2188.2 159.1159.1 ▲▲29.229.2
合計合計 282.4282.4 237.0237.0 ▲▲45.445.4
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20092009年年33⽉期⽉期
上期上期実績実績

20102010年年33⽉期⽉期
上期計画上期計画 増減増減

売上⾼売上⾼ 7,4427,442 6,2406,240 ▲▲1,2021,202

国内国内 2,6022,602 2,5002,500 ▲▲102102
海外海外 4,8404,840 3,7403,740 ▲▲1,1001,100

営業利益営業利益//損失損失 183183 ▲▲340340 ▲▲523523
経常利益経常利益//損失損失 182182 ▲▲370370 ▲▲552552

当期純利益当期純利益//損失損失 4444 ▲▲440440 ▲▲484484

単独売上レート単独売上レート 105105円円//$$ 9595円円/$/$ ▲▲1010円円/$/$

(億円)

上期：連結業績計画上期：連結業績計画＜ご参考＞＜ご参考＞
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上期：営業利益増減要因計画上期：営業利益増減要因計画
 

<<ご参考ご参考>>

183

94

93
18

▲512

▲216
▲340

（億円）
原価低減等

為替
レート差

諸経費等
の減

売上
構成差等

試験研究費
の減

20020099年年33⽉期⽉期
上期営業利益上期営業利益実績実績

▲523億円の減益

FHI:+ 82
SIA: +11

固定費の減
販管費の減等

国内： 数量減
海外：数量減構成悪化

20201010年年33⽉期⽉期
上期営業上期営業損失計画損失計画

US$: ▲116
EUR: ▲57
CA$: ▲43
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通期：連結完成⾞販売台数計画通期：連結完成⾞販売台数計画
(千台)

（（20092009年年33⽉期の⽉期のアメリカアメリカ・・カナダは１〜カナダは１〜1212⽉売上）⽉売上）

20200909年年33⽉期⽉期
実績実績

20201010年年33⽉期⽉期
計画計画 増減増減

登録⾞登録⾞ 70.170.1 73.473.4 +3.3+3.3
軽⾃動⾞軽⾃動⾞ 108.7108.7 87.087.0 ▲▲21.721.7

国内合計国内合計 178.8178.8 160.3160.3 ▲▲18.518.5
アメリカアメリカ 188.2188.2 194.4194.4 +6.2+6.2
カナダカナダ 18.918.9 20.520.5 +1.6+1.6
ロシアロシア 20.720.7 8.48.4 ▲▲12.412.4
欧州欧州 56.856.8 47.347.3 ▲▲9.59.5
豪州豪州 36.736.7 34.434.4 ▲▲2.42.4
中国中国 26.226.2 22.122.1 ▲▲4.14.1
その他その他 29.129.1 20.520.5 ▲▲8.58.5

海外合計海外合計 376.5376.5 347.6347.6 ▲▲29.029.0
合計合計 555.3555.3 507.9507.9 ▲▲47.447.4
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通期：通期：連結業績計画連結業績計画

20092009年年33⽉期⽉期
実績実績

20102010年年33⽉期⽉期
計画計画 増減増減

売上⾼売上⾼ 14,45814,458 13,20013,200 ▲▲1,2581,258

国内国内 5,0755,075 5,1005,100 +25+25
海外海外 9,3839,383 8,1008,100 ▲▲1,2831,283

営業利益営業利益//損失損失 ▲▲5858 ▲▲350350 ▲▲292292

経常利益経常利益//損失損失 ▲▲4646 ▲▲400400 ▲▲335544

当期純利益当期純利益//損失損失 ▲▲699699 ▲▲550550 +149+149

単独売上レート単独売上レート 102102円円/$/$ 9595円円/$/$ ▲▲77円円/$/$

(億円)
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通期：営業利益増減要因計画通期：営業利益増減要因計画

▲58

▲411

218

174

▲271

▲２
▲350

（億円）

原価低減等

為替
レート差

諸経費等
の減

売上
構成差等

試験研究費
の増

20020099年年33⽉期⽉期
営業営業損失損失実績実績 ▲292億円の減益

FHI: 180
SIA: 38 国内：数量減

海外数量減構成悪化

20201010年年33⽉期⽉期
営業営業損失損失計画計画

製造固定費の減
販管費の減等

US$: ▲162
EUR: ▲66
CA$: ▲43
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⽶国⼦会社業績計画⽶国⼦会社業績計画
(million US$)(million US$)

(2(2社とも社とも20082008年の年の会計年度は暦年会計年度は暦年11〜〜1212⽉⽉、、20092009年は年は44⽉〜⽉〜33⽉⽉))

SIASIA 20082008年実績年実績 20092009年計画年計画 前年⽐前年⽐
売上⾼売上⾼ ＄＄2,1752,175 ＄＄1,9321,932 ▲▲243243

営業損益営業損益 ▲▲11 1717 +18+18

当期当期損益損益 00 66 +6+6

スバルスバル⽣産台数⽣産台数
 

((千台千台)) 91.691.6 85.485.4 ▲▲6.26.2

SOASOA 20082008年実績年実績 20092009年計画年計画 前年⽐前年⽐
売上⾼売上⾼ ＄＄4,346 4,346 $4,592$4,592 +246+246

営業営業損益損益 99 6666 +57+57

当期当期損益損益 1414 4141 +27+27

⼩売販売台数⼩売販売台数((千台千台)) 186.2186.2 190.0190.0 +3.8+3.8
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設備投資・減価償却・試験研究費設備投資・減価償却・試験研究費＜ご参考＞＜ご参考＞

(億円)

20092009年年33⽉期⽉期
実績実績

20102010年年33⽉期⽉期
計画計画 増減増減

設備投資設備投資 580580 590590 +10+10

減価償却費減価償却費 651651 590590 ▲▲6161

試験研究費試験研究費 428428 430430 +2+2

有利⼦負債有利⼦負債 3,8173,817 4,0004,000 +183+183
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販売台数計画販売台数計画((単独単独) ) ＜ご参考＞＜ご参考＞
(千台)

20092009年年33⽉期⽉期
実績実績

20102010年年33⽉期⽉期
計画計画 増減増減

国内⽣産国内⽣産 474.0474.0 404.4404.4 ▲▲69.569.5
国内売上国内売上 186.4186.4 168.4168.4 ▲▲18.118.1

登録⾞登録⾞ 76.476.4 78.778.7 +2.3+2.3

軽⾃動⾞軽⾃動⾞ 110.0110.0 89.789.7 ▲▲20.320.3

輸出台数輸出台数 300.4300.4 243.1243.1 ▲▲57.357.3
海外⽣産⽤部品海外⽣産⽤部品 77.977.9 89.689.6 +11.8+11.8

売上合計売上合計 564.7564.7 501.1501.1 ▲▲63.663.6
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