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(百万円未満四捨五入)

１．2021年３月期第３四半期の連結業績（2020年４月１日～2020年12月31日） 

（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)
 

 売上収益 営業利益 
税引前 

四半期利益 
四半期利益 

親会社の所有者 
に帰属する 
四半期利益 

四半期包括利益

合計額 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年３月期第３四半期 2,074,829 △16.5 98,254 △35.6 105,686 △31.0 74,930 △32.7 74,205 △33.6 53,136 △51.5

2020年３月期第３四半期 2,484,564 3.9 152,658 △1.9 153,225 △2.9 111,404 △4.8 111,699 △5.4 109,515 △15.9
  

 
基本的１株当たり 

四半期利益 
希薄化後１株当たり

四半期利益 

 円 銭 円 銭

2021年３月期第３四半期 96.77 －

2020年３月期第３四半期 145.67 －

 

  

（２）連結財政状態 

 資産合計 資本合計 
親会社の所有者に 
帰属する持分 

親会社所有者 
帰属持分比率 

 百万円 百万円 百万円 ％

2021年３月期第３四半期 3,300,630 1,730,427 1,722,236 52.2

2020年３月期 3,293,908 1,720,123 1,712,881 52.0
    

 

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 

 2020年３月期 － 72.00 － 28.00 100.00 
 2021年３月期 － 28.00 －  
 2021年３月期(予想)  28.00 56.00 
 
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無 

 

    

３．2021年３月期の連結業績予想（2020年４月１日～2021年３月31日） 
  

(％表示は、対前期増減率) 

 売上収益 営業利益 税引前利益 
親会社の所有者に 
帰属する当期利益 

基本的１株当たり

当期利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 2,850,000 △14.8 100,000 △52.5 109,000 △47.5 75,000 △50.8 97.80
 
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：有 
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※ 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 ： 無 
    

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更 

① ＩＦＲＳにより要求される会計方針の変更 ： 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 
    

（３）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) 2021年３月期３Ｑ 769,175,873株 2020年３月期 769,175,873株

② 期末自己株式数 2021年３月期３Ｑ 2,302,975株 2020年３月期 2,360,368株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 2021年３月期３Ｑ 766,851,309株 2020年３月期３Ｑ 766,794,253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 

 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、発表日現在において入手可能な情報に基づいたも
のであり、実際の業績等は今後様々な要因によって大きく異なる可能性があります。 
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要約四半期連結財務諸表及び主な注記 

（１）要約四半期連結財政状態計算書 

（単位：百万円）

 
前連結会計年度 

（2020年３月31日） 

当第３四半期 
連結会計期間 

（2020年12月31日） 

資産 

流動資産 

現金及び現金同等物 858,966 824,744

営業債権及びその他の債権 364,839 342,241

棚卸資産 459,940 444,809

未収法人所得税 15,648 16,897

その他の金融資産 204,373 280,723

その他の流動資産 74,748 73,829

小計 1,978,514 1,983,243

売却目的で保有する資産 251 71

流動資産合計 1,978,765 1,983,314

非流動資産 

有形固定資産 820,491 815,580

無形資産及びのれん 209,775 211,876

投資不動産 23,986 24,366

持分法で会計処理されている投資 9,831 9,807

その他の金融資産 19,730 33,464

その他の非流動資産 112,843 116,250

繰延税金資産 118,487 105,973

非流動資産合計 1,315,143 1,317,316

資産合計 3,293,908 3,300,630
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（単位：百万円）

 
前連結会計年度 

（2020年３月31日） 

当第３四半期 
連結会計期間 

（2020年12月31日） 

負債及び資本 

負債 

流動負債 

営業債務及びその他の債務 336,223 294,406

資金調達に係る債務 12,173 16,621

その他の金融負債 44,126 55,497

未払法人所得税 2,642 1,801

引当金 261,162 206,131

その他の流動負債 328,081 298,709

流動負債合計 984,407 873,165

非流動負債 

資金調達に係る債務 227,037 317,669

その他の金融負債 67,855 78,428

従業員給付 56,525 58,465

引当金 46,398 46,755

その他の非流動負債 179,849 190,553

繰延税金負債 11,714 5,168

非流動負債合計 589,378 697,038

負債合計 1,573,785 1,570,203

資本 

親会社の所有者に帰属する持分 

資本金 153,795 153,795

資本剰余金 160,178 160,178

自己株式 △6,722 △6,520

利益剰余金 1,397,239 1,428,504

その他の資本の構成要素 8,391 △13,721

親会社の所有者に帰属する持分合計 1,712,881 1,722,236

非支配持分 7,242 8,191

資本合計 1,720,123 1,730,427

負債及び資本合計 3,293,908 3,300,630
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（２）要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書 

要約四半期連結損益計算書 

第３四半期連結累計期間 

（単位：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間 
（自 2019年４月１日 
至 2019年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 2020年４月１日 
至 2020年12月31日） 

売上収益 2,484,564 2,074,829

売上原価 △2,037,034 △1,696,043

売上総利益 447,530 378,786

販売費及び一般管理費 △225,213 △200,489

研究開発費 △65,843 △77,458

その他の収益 4,530 4,106

その他の費用 △7,902 △6,677

持分法による投資損益 △444 △14

営業利益 152,658 98,254

金融収益 10,976 17,571

金融費用 △10,409 △10,139

税引前四半期利益 153,225 105,686

法人所得税費用 △41,821 △30,756

四半期利益 111,404 74,930

四半期利益の帰属 

親会社の所有者 111,699 74,205

非支配持分 △295 725

四半期利益 111,404 74,930

 

１株当たり四半期利益 

基本的１株当たり四半期利益 145.67 96.77
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要約四半期連結包括利益計算書 

第３四半期連結累計期間 

（単位：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間 
（自 2019年４月１日 
至 2019年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 2020年４月１日 
至 2020年12月31日） 

四半期利益 111,404 74,930

その他の包括利益（税引後） 

純損益に振り替えられることのない項目 

確定給付制度の再測定 － －

その他の包括利益を通じて測定するもの 
として指定した資本性金融商品の公正価値
の純変動額 

2,676 1,657

純損益に振り替えられる可能性のある項目 

在外営業活動体の為替換算差額 △5,846 △24,240

持分法適用会社のその他の包括利益に 
対する持分 

354 △54

その他の包括利益を通じて測定する負債性
金融商品の公正価値の純変動額 

927 843

その他の包括利益（税引後）合計 △1,889 △21,794

四半期包括利益 109,515 53,136

四半期包括利益の帰属 

親会社の所有者 110,096 52,187

非支配持分 △581 949

四半期包括利益 109,515 53,136
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（３）要約四半期連結持分変動計算書 

前第３四半期連結累計期間（自 2019年４月１日 至 2019年12月31日） 

（単位：百万円）

 親会社の所有者に帰属する持分    

 資本金  
資本 

剰余金 
自己株式

利益 
剰余金 

その他の
資本の 
構成要素

合計  
非支配 
持分 

資本 
合計 

期首残高 153,795  160,192 △6,910 1,350,639 24,532 1,682,248  7,651  1,689,899

四半期包括利益        

四半期利益 －  － － 111,699 － 111,699  △295  111,404

その他の包括利益
（税引後） 

－  － － － △1,603 △1,603  △286  △1,889

四半期包括利益合計 －  － － 111,699 △1,603 110,096  △581  109,515

利益剰余金への振替 －  － － 184 △184 －  －  －

所有者との取引等        

剰余金の配当 －  － － △110,475 － △110,475  －  △110,475

自己株式の取得 －  － △5 － － △5  －  △5

自己株式の処分 －  △45 194 － － 149  －  149

利益剰余金から資本剰余
金への振替 

－  31 － △31 － －  －  －

所有者との取引等合計 －  △14 189 △110,506 － △110,331  －  △110,331

期末残高 153,795  160,178 △6,721 1,352,016 22,745 1,682,013  7,070  1,689,083

 

当第３四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年12月31日） 

（単位：百万円）

 親会社の所有者に帰属する持分    

 資本金  
資本 

剰余金 
自己株式

利益 
剰余金 

その他の
資本の 
構成要素

合計  
非支配 
持分 

資本 
合計 

期首残高 153,795  160,178 △6,722 1,397,239 8,391 1,712,881  7,242  1,720,123

四半期包括利益        

四半期利益 －  － － 74,205 － 74,205  725  74,930

その他の包括利益
（税引後） 

－  － － － △22,018 △22,018  224  △21,794

四半期包括利益合計 －  － － 74,205 △22,018 52,187  949  53,136

利益剰余金への振替 －  － － 94 △94 －  －  －

所有者との取引等        

剰余金の配当 －  － － △42,966 － △42,966  －  △42,966

自己株式の取得 －  － △9 － － △9  －  △9

自己株式の処分 －  △68 211 － － 143  －  143

利益剰余金から資本剰余
金への振替 

－  68 － △68 － －  －  －

所有者との取引等合計 －  － 202 △43,034 － △42,832  －  △42,832

期末残高 153,795  160,178 △6,520 1,428,504 △13,721 1,722,236  8,191  1,730,427
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（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間
（自 2019年４月１日 
至 2019年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間
（自 2020年４月１日 
至 2020年12月31日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税引前四半期利益 153,225 105,686

減価償却費及び償却費 143,110 152,001

持分法による投資損益（△は益） 444 14

金融収益 △10,976 △17,571

金融費用 10,409 10,139

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） △8,115 22,454

棚卸資産の増減額（△は増加） △29,131 △1,493

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） △89,328 △25,377

引当金及び従業員給付に係る負債の増減額（△
は減少） 

△11,761 △53,199

その他 2,307 14,863

小計 160,184 207,517

利息の受取額 10,005 3,259

配当金の受取額 677 748

利息の支払額 △1,366 △1,516

法人所得税の支払額 △40,290 △29,430

営業活動によるキャッシュ・フロー 129,210 180,578

投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の純増減額（△は増加） 125,006 △4,135

有形固定資産の取得による支出 △103,067 △93,074

有形固定資産の売却による収入 2,654 1,067

無形資産の取得及び内部開発に関わる支出 △59,224 △41,401

その他の金融資産の取得による支出 △195,696 △258,385

その他の金融資産の売却または回収による収入 235,572 177,620

その他 △3,472 △1,426

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,773 △219,734

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） △2,265 △405

長期借入金の返済による支出 △4,557 △7,100

長期借入れによる収入 38,500 65,500

社債の発行による収入 40,000 40,000

リース負債の返済による支出 △32,285 △30,055

親会社の所有者への配当金の支払額 △110,255 △42,875

その他 △220 △196

財務活動によるキャッシュ・フロー △71,082 24,869

現金及び現金同等物の為替変動の影響額 △6,433 △19,935

現金及び現金同等物の増加額 53,468 △34,222

現金及び現金同等物の期首残高 702,328 858,966

現金及び現金同等物の四半期末残高 755,796 824,744
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（５）要約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） 

当第３四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年12月31日） 

該当事項はありません。 

 

（セグメント情報等） 

 セグメントごとの売上収益、利益又は損失、その他の重要な項目の金額に関する情報 

前第３四半期連結累計期間及び当第３四半期連結累計期間における当社及び連結子会社の事業の種類別セグメント

情報は、以下のとおりです。 

 

前第３四半期連結累計期間（自 2019年４月１日 至 2019年12月31日）  

 （単位：百万円）

 自動車 航空宇宙 計 その他  
消去 

又は全社 
 
要約四半期
連結損益
計算書 

売上収益     

(1) 外部顧客 2,373,757 104,173 2,477,930 6,634  －  2,484,564

(2) セグメント間 2,207 － 2,207 20,543  △22,750  －

計 2,375,964 104,173 2,480,137 27,177  △22,750  2,484,564

持分法による投資損益 56 － 56 △500  －  △444

営業利益 143,322 6,320 149,642 2,924  92  152,658

金融収益     10,976

金融費用     △10,409

税引前四半期利益     153,225

 

当第３四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年12月31日）  

 （単位：百万円）

 自動車 航空宇宙 計 その他  
消去 

又は全社 
 
要約四半期
連結損益
計算書 

売上収益     

(1) 外部顧客 2,001,564 69,491 2,071,055 3,774  －  2,074,829

(2) セグメント間 1,690 3 1,693 22,038  △23,731  －

計 2,003,254 69,494 2,072,748 25,812  △23,731  2,074,829

持分法による投資損益 364 － 364 △378  －  △14

営業利益（△損失） 100,541 △5,883 94,658 3,488  108  98,254

金融収益     17,571

金融費用     △10,139

税引前四半期利益     105,686

 

(注) 各セグメントの営業利益（△損失）の算出方法は、要約四半期連結損益計算書における営業利益（△損失）の

算出方法と一致しており、金融収益、金融費用、法人所得税費用を含んでいません。また、各セグメントに直

接賦課できない営業費用は、 も合理的な配賦基準に基づいて、各セグメントに配賦しています。 

 

（重要な後発事象） 

取引先から調達している半導体を使用する部品の一部で供給に支障が生じたため、群馬製作所の操業を2021年１月15

日及び16日に停止しました。 

今後も半導体の供給不足は続くと見込まれ、これに伴う国内・海外生産拠点の減産により販売台数の減少等が予想さ

れます。影響額は現在精査中です。 



  

  

2021 年 2 月 5 日 

2021 年 3 月期 第 3 四半期連結業績の概要 

 

 

＜2021 年 3 月期 第 3 四半期累計業績：連結売上収益＞ 

全世界販売台数は、第 2 四半期以降、重点市場の北米を中心に販売が回復傾向にあり、第 3 四半期は前年を  

上回る水準で推移しました。一方で第 1 四半期に受けた新型コロナウイルス感染症の影響を吸収しきれず、前年

同期比 18.1％減の 631 千台となりました。 

海外販売台数は同 17.0％減の 561 千台、国内販売台数は同 26.5％減の 70 千台となりました。 

 

連結売上収益は、同 16.5％減の 2 兆 748 億円となりました。 

 

なお、全世界生産台数は、同 19.2％減の 614 千台となりました。 

海外生産台数は同 19.7％減の 215 千台、国内生産台数は同 18.9％減の 400 千台となりました。 

 

＜2021 年 3 月期 第 3 四半期累計業績：連結損益＞ 

連結損益については販売管理費の圧縮や保証修理費の減少により諸経費等が減少したものの、販売台数の減少

により、営業利益は前年同期比 544 億円減少となる 983 億円、税引前利益は同 475 億円減少となる 1,057 億円、

親会社の所有者に帰属する当期利益は同 375 億円減少となる 742 億円となりました。 

 

＜2021 年 3 月期 通期連結業績見通し＞ 

通期連結業績見通しについては、前回（2020 年 11 月 4 日）発表値に対して、世界的な半導体部品の需給逼迫に

起因する生産調整に伴う生産台数および販売台数の減少などを織り込むことから、全世界販売台数は前回発表

比 43 千台減の 868 千台（前年同期比 16.1％減）、売上収益は同 1,000 億円減の 2 兆 8,500 億円（同 14.8％減）、

営業利益は同 100 億円減の 1,000 億円（同 52.5％減）、税引前利益は同 80 億円減の 1,090 億円（同 47.5％減）、

親会社の所有者に帰属する当期利益は同 50 億円減の 750 億円（同 50.8％減）にそれぞれ修正します。 

また、通期連結業績見通しの前提となる為替レートは\106/US$、\123/EURO です。 

 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、発表日現在において入手可能な情報に基づいたものであり、実際の

業績等は今後様々な要因によって大きく異なる可能性があります。 

 

 
 

 



2021年2月5日

株式会社ＳＵＢＡＲＵ

広 報 部

金額：億円、台数：千台、比率：％

前期実績 前期実績 前回当期予想

2020年3月期 2020年3月期 2021年3月期

第3四半期累計期間 通期 通期

（2019.4.1-2019.12.31） （2019.4.1-2020.3.31） （2020.4.1-2021.3.31）

増減 増減率 増減 増減率

24,846 20,748 -4,097 -16.5 33,441 28,500 -4,941 -14.8 29,500

日本 4,242 3,426 -816 -19.2 5,727 5,115 -612 -10.7 5,397

海外 20,604 17,323 -3,281 -15.9 27,714 23,385 -4,329 -15.6 24,103

1,527 983 -544 -35.6 2,103 1,000 -1,103 -52.5 1,100

利益率 6.1 4.7 6.3 3.5 3.7

1,532 1,057 -475 -31.0 2,077 1,090 -987 -47.5 1,170

利益率 6.2 5.1 6.2 3.8 4.0

1,117 742 -375 -33.6 1,526 750 -776 -50.8 800

当期利益 利益率 4.5 3.6 4.6 2.6 2.7

1,019 529

-1,160 -1,105

-166 -289

-132 -138

-117 -132

12 32

109円／US$ 109円／US$ 106円／US$

121円／EURO 121円／EURO 120円／EURO

955 1,260 1,000

707 961 1,000

849 1,187 1,000

1,752 2,392 -
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2期振りの減収

原価低減等

為替レート差

原価低減等

その他

研究開発費

2期振りの減収

525

諸経費等

123円／EURO

106円／US$

-

1,000

1,000

900

3,343

747

710

売上構成差等

為替レート差

研究開発費

その他

売上構成差等

有利子負債残高

研究開発支出
*

営業利益

諸経費等

122円／EURO

106円／US$

親会社の所有者に帰属する

営業利益増減要因

為替レート

設備投資

減価償却費

当期予想

通期

当期実績

第3四半期累計期間

税引前利益

2021年3月期2021年3月期

（2020.4.1 ― 2020.12.31） （2020.4.1 ― 2021.3.31）

売上収益

日本販売台数合計 95 70 -25 -26.5 126 106 -20 -15.6 117

登録車 76 55 -21 -27.8 102 86 -16 -16.1 95

軽自動車 18 15 -4 -20.9 24 21 -3 -13.3 22

海外販売台数合計 676 561 -115 -17.0 908 762 -146 -16.1 793

北米 565 495 -70 -12.4 762 664 -98 -12.9 687

欧州 32 12 -20 -62.6 46 19 -27 -58.4 23

中国 18 20 3 15.2 21 27 6 29.4 29

その他 61 34 -27 -44.6 80 52 -28 -34.7 55

771 631 -140 -18.1 1,034 868 -166 -16.1 911

760 614 -146 -19.2 1,031 823 -208 -20.1 881

日本 493 400 -93 -18.9 664 520 -144 -21.7 556

米国 268 215 -53 -19.7 367 304 -64 -17.3 325

自動車 23,738 20,016 -3,722 -15.7 31,939

航空宇宙 1,042 695 -347 -33.3 1,421

その他 66 38 -29 -43.1 80

自動車 1,433 1,005 -428 -29.8 2,003

航空宇宙 63 -59 -122 - 51

その他 29 35 6 19.3 36

消去・全社 1 1 0 17.4 14

* 報告期間中に発生した研究開発活動に係る支出額。IFRSでは当該支出のうち資産性の認められる一部の支出を無形資産として計上し、見積耐用年数に基づき償却する

  ため、連結損益計算書上の「研究開発費」と異なる。

注1．連結販売台数は、国内連結対象販社の小売、海外連結対象販売統括会社の卸売、非連結対象会社に対するＳＵＢＡＲＵの出荷などの合計値。

注2．日本生産台数にはトヨタ向け86の台数を含む。
※上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって異なる可能性があります。

連結販売台数総計

生産台数合計

・2期振りの減収
・2期振りの各利益減益
・2期振りの連結販売台数減

・2期振りの減収
・5期連続の各利益減益
・2期振りの連結販売台数減業績評価

営業利益
事業別

売上収益
事業別
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