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１．2022年３月期第３四半期の連結業績（2021年４月１日～2021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 ％

2022年３月期第３四半期 2,007,514 △3.2 77,186 △21.4 91,250 △13.7 63,070 △15.8 62,868 △15.3 101,639 91.3
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

　

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

2022年３月期第３四半期 81.98 －
2021年３月期第３四半期 96.77 －

　

　

（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 ％

2022年３月期第３四半期 3,393,766 1,845,185 1,835,852 54.1
2021年３月期 3,411,712 1,786,383 1,777,735 52.1

　

　

　

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

2021年３月期 － 28.00 － 28.00 56.00
2022年３月期 － 28.00 －
2022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
　　

３．2022年３月期の連結業績予想（2021年４月１日～2022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 2,700,000 △4.6 100,000 △2.4 110,000 △3.5 75,000 △2.0 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
　

　

　　



※ 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) 2022年３月期３Ｑ 769,175,873株 2021年３月期 769,175,873株

② 期末自己株式数 2022年３月期３Ｑ 2,246,441株 2021年３月期 2,305,130株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 2022年３月期３Ｑ 766,906,380株 2021年３月期３Ｑ 766,851,309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
（2021年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（2021年12月31日）

資産

流動資産

現金及び現金同等物 907,326 814,573

営業債権及びその他の債権 341,907 330,511

棚卸資産 419,053 468,643

未収法人所得税 19,820 18,052

その他の金融資産 228,279 231,532

その他の流動資産 66,378 79,859

小計 1,982,763 1,943,170

売却目的で保有する資産 69 962

流動資産合計 1,982,832 1,944,132

非流動資産

有形固定資産 839,648 825,375

無形資産及びのれん 216,652 235,876

投資不動産 24,282 23,157

持分法で会計処理されている投資 10,177 11,788

その他の金融資産 101,389 118,620

その他の非流動資産 127,826 138,254

繰延税金資産 108,906 96,564

非流動資産合計 1,428,880 1,449,634

資産合計 3,411,712 3,393,766
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（単位：百万円）

前連結会計年度
（2021年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（2021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 267,824 248,137

資金調達に係る債務 26,334 21,281

その他の金融負債 61,282 62,790

未払法人所得税 2,908 5,322

引当金 194,497 123,531

その他の流動負債 322,295 291,267

流動負債合計 875,140 752,328

非流動負債

資金調達に係る債務 307,549 323,595

その他の金融負債 78,528 77,102

従業員給付 55,817 60,115

引当金 89,954 82,997

その他の非流動負債 210,491 246,890

繰延税金負債 7,850 5,554

非流動負債合計 750,189 796,253

負債合計 1,625,329 1,548,581

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 △6,524 △6,320

利益剰余金 1,435,291 1,455,173

その他の資本の構成要素 34,995 73,026

親会社の所有者に帰属する持分合計 1,777,735 1,835,852

非支配持分 8,648 9,333

資本合計 1,786,383 1,845,185

負債及び資本合計 3,411,712 3,393,766
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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 2020年４月１日
至 2020年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 2021年４月１日
至 2021年12月31日）

売上収益 2,074,829 2,007,514

売上原価 △1,696,043 △1,626,818

売上総利益 378,786 380,696

販売費及び一般管理費 △200,489 △219,360

研究開発費 △77,458 △77,703

その他の収益 4,106 3,321

その他の費用 △6,677 △9,890

持分法による投資損益 △14 122

営業利益 98,254 77,186

金融収益 17,571 16,688

金融費用 △10,139 △2,624

税引前四半期利益 105,686 91,250

法人所得税費用 △30,756 △28,180

四半期利益 74,930 63,070

四半期利益の帰属

親会社の所有者 74,205 62,868

非支配持分 725 202

四半期利益 74,930 63,070

１株当たり四半期利益

基本的１株当たり四半期利益（円） 96.77 81.98
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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 2020年４月１日
至 2020年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 2021年４月１日
至 2021年12月31日）

四半期利益 74,930 63,070

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 － △124

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

1,657 14,692

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 △24,240 25,071

持分法適用会社のその他の包括利益に
対する持分

△54 138

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

843 △1,208

その他の包括利益（税引後）合計 △21,794 38,569

四半期包括利益 53,136 101,639

四半期包括利益の帰属

親会社の所有者 52,187 100,954

非支配持分 949 685

四半期包括利益 53,136 101,639
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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 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

当第３四半期連結累計期間（自 2021年４月１日 至 2021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 △6,524 1,435,291 34,995 1,777,735 8,648 1,786,383

四半期包括利益

四半期利益 － － － 62,868 － 62,868 202 63,070

その他の包括利益
（税引後）

－ － － － 38,086 38,086 483 38,569

四半期包括利益合計 － － － 62,868 38,086 100,954 685 101,639

利益剰余金への振替 － － － 55 △55 － － －

所有者との取引等

剰余金の配当 － － － △42,969 － △42,969 － △42,969

自己株式の取得 － － △4 － － △4 － △4

自己株式の処分 － △72 208 － － 136 － 136

利益剰余金から資本剰余
金への振替

－ 72 － △72 － － － －

所有者との取引等合計 － － 204 △43,041 － △42,837 － △42,837

期末残高 153,795 160,178 △6,320 1,455,173 73,026 1,835,852 9,333 1,845,185
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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 2020年４月１日
至 2020年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 2021年４月１日
至 2021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 105,686 91,250

減価償却費及び償却費 152,001 168,164

持分法による投資損益（△は益） 14 △122

金融収益 △17,571 △16,688

金融費用 10,139 2,624

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） 22,454 12,528

棚卸資産の増減額（△は増加） △1,493 △42,883

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） △25,377 △7,941

引当金及び従業員給付に係る負債の増減額（△
は減少）

△53,199 △75,718

その他 14,863 △27,098

小計 207,517 104,116

利息の受取額 3,259 2,789

配当金の受取額 748 2,986

利息の支払額 △1,516 △1,652

法人所得税の支払額 △29,430 △22,295

営業活動によるキャッシュ・フロー 180,578 85,944

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） △4,135 △3,565

有形固定資産の取得による支出 △93,074 △79,651

有形固定資産の売却による収入 1,067 423

無形資産の取得及び内部開発に関わる支出 △41,401 △57,629

その他の金融資産の取得による支出 △258,385 △157,189

その他の金融資産の売却または回収による収入 177,620 171,538

その他 △1,426 △843

投資活動によるキャッシュ・フロー △219,734 △126,916

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） △405 △200

長期借入金の返済による支出 △7,100 △14,870

長期借入れによる収入 65,500 16,000

社債の発行による収入 40,000 10,000

リース負債の返済による支出 △30,055 △42,622

親会社の所有者への配当金の支払額 △42,875 △42,832

その他 △196 △50

財務活動によるキャッシュ・フロー 24,869 △74,574

現金及び現金同等物の為替変動の影響額 △19,935 22,793

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △34,222 △92,753

現金及び現金同等物の期首残高 858,966 907,326

現金及び現金同等物の四半期末残高 824,744 814,573
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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 2021年４月１日 至 2021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 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

当第３四半期連結累計期間（自 2021年４月１日 至 2021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 1,957,335 46,616 2,003,951 3,563 － 2,007,514

(2) セグメント間 1,796 2 1,798 23,436 △25,234 －

計 1,959,131 46,618 2,005,749 26,999 △25,234 2,007,514

持分法による投資損益 326 － 326 △204 － 122

営業利益（△損失） 75,009 △2,481 72,528 4,555 103 77,186

金融収益 16,688

金融費用 △2,624

税引前四半期利益 91,250

(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、最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）

世界的な半導体の供給課題を背景にお取引先からの半導体供給に支障が生じたことや、お取引先での新型コロナウ

イルスの感染拡大により部品の供給に支障が生じたため、2022年１月28日、１月31日から２月２日、２月７日の群馬

製作所（本工場、矢島工場、大泉工場）の操業を停止しました。また２月８日においても群馬製作所（本工場、矢島

工場、大泉工場）の操業を停止する予定です。

今後も半導体の供給不足は続くと見込まれ、操業停止や生産調整を通じて、翌期以降の当社グループの財政状態、

経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があります。 現時点では影響額の合理的な算定

は困難です。

　



  

  

2022 年 2 月 7 日 

2022 年 3 月期 第 3 四半期連結業績の概要 

 

 

＜2022 年 3 月期 第 3 四半期累計業績：連結売上収益＞ 

世界的な半導体の供給不足に加え、東南アジアでの新型コロナウイルス感染症拡大に起因した部品供給の制約

が発生し、国内外生産拠点で生産調整や操業の一時停止を行いました。第 3 四半期累計の全世界生産台数は前

年同期比 10.6％減の 549 千台、国内生産は同 12.4％減の 350 千台、海外生産は同 7.2％減の 199 千台となりま

した。 

 

この結果を受けて全世界販売台数は、前年同期比 13.2％減の 548 千台となりました。 

海外販売台数は同 14.2％減の 482 千台、国内販売台数は同 5.9％減の 66 千台となりました。 

 

連結売上収益は、販売台数の減少により、同 3.2％減の 2 兆 75 億円となりました。 

 

＜2022 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、販売奨励金の抑制や利益率の高いモデルの販売比率が伸びたこと等による増益効果があ

ったものの、販売台数の減少や原材料価格の高騰等により、営業利益は前年同期比 211 億円減少となる 772 億

円、税引前利益は同 144 億円減少となる 913 億円、親会社の所有者に帰属する当期利益は同 113 億円減少とな

る 629 億円となりました。 

 

＜2022 年 3 月期 通期連結業績見通し＞ 

前回発表時点*では、半導体の供給不足緩和を見通して第 3 四半期以降での挽回生産を計画していましたが、現

時点においても想定を上回る半導体供給不足の影響が継続していることにより、通期連結業績見通しについては、

前回発表値に対して、全世界販売台数は 90 千台減の 740 千台（前年同期比 14.0％減）、売上収益は 2,000 億円

減の 2 兆 7,000 億円（同 4.6％減）、営業利益は 500 億円減の 1,000 億円（同 2.4％減）、税引前利益は 450 億円減

の 1,100 億円（同 3.5％減）、親会社の所有者に帰属する当期利益は 350 億円減の 750 億円（同 2.0％減）にそれ

ぞれ修正します。 
 

なお、通期連結業績見通しの前提となる為替レートは\112/US$、\130/EURO です。 

 
* 2021 年 11 月 5 日発表 

 

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。 

 

 

【訂正】2023 年 2月 6 日 株式会社ＳＵＢＡＲＵ 広報部 

ニュースリリースに誤りがありました。お詫びして訂正致します。 

・2022 年 3 月期 第 3 四半期累計業績：連結売上収益 

 

 全世界販売台数の増減率 誤：13.1％減 → 正：13.2％減 

 国内販売台数の増減率  誤：5.1％減  → 正：5.9％減 



2022年2月7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

2021年3月期 2021年3月期 2022年3月期

第3四半期累計期間 通期 通期

（2020.4.1-2020.12.31） （2020.4.1-2021.3.31） （2021.4.1-2022.3.31）

増減 増減率 増減 増減率

20,748 20,075 -673 -3.2 28,302 27,000 -1,302 -4.6 29,000

日本 3,426 3,457 31 0.9 4,983 - - - -

海外 17,323 16,618 -705 -4.1 23,319 - - - -

983 772 -211 -21.4 1,025 1,000 -25 -2.4 1,500

利益率 4.7 3.8 3.6 3.7 5.2

1,057 913 -144 -13.7 1,140 1,100 -40 -3.5 1,550

利益率 5.1 4.5 4.0 4.1 5.3

742 629 -113 -15.3 765 750 -15 -2.0 1,100

当期利益
*2

利益率 3.6 3.1 2.7 2.8 3.8

196 452

75 216

46 162

-486 -786

-3 -2

-39 -67

106円／US$ 106円／US$ 110円／US$

122円／EURO 123円／EURO 130円／EURO

525 862 900

710 950 1,000

747 1,016 1,200

3,343 3,339 -

日本販売台数合計 70 66 -4 -5.9 102 85 -17 -16.6 97

登録車 55 54 -1 -2.6 82 68 -14 -17.5 78

軽自動車 15 12 -3 -18.4 20 17 -3 -13.0 19

海外販売台数合計 561 482 -79 -14.2 758 655 -103 -13.6 733

北米 495 411 -84 -17.0 661 562 -100 -15.1 625

欧州 12 15 3 25.1 18 - - - -

中国 20 11 -9 -45.7 24 14 -10 -42.4 16

その他 34 45 11 32.8 54 - - - -

631 548 -84 -13.2 860 740 -120 -14.0 830

614 549 -65 -10.6 810 860

日本 400 350 -50 -12.4 525 540

米国 215 199 -16 -7.2 285 320

自動車 20,016 19,573 -442 -2.2 27,375

航空宇宙 695 466 -229 -32.9 877

その他 38 36 -2 -5.6 50

自動車 1,005 750 -255 -25.4 1,091

航空宇宙 -59 -25 34 57.8 -98

その他 35 46 11 30.6 31

消去・全社 1 1 -0 -4.6 1

*1. 第3四半期累計期間について、財務諸表上は「税引前四半期利益」として記載

*2. 第3四半期累計期間について、財務諸表上は「親会社の所有者に帰属する四半期利益」として記載

*3. 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

売上収益
事業別

営業利益
事業別

研究開発支出
*3 869 1,200

有利子負債残高 3,449 -

業績評価

・2期連続の減収
・6期連続の各利益減益
・2期連続の連結販売台数減

・2期連続の減収
・2期連続の各利益減益
・2期連続の連結販売台数減

設備投資 506 900

減価償却費 699 1,000

為替レート 111円／US$ 112円／US$

131円／EURO 130円／EURO

為替レート差

売上構成差等 諸経費等

諸経費等 売上構成差等

原価低減等 原価低減等

研究開発費 研究開発費

その他

税引前利益
*1

親会社の所有者に帰属する

営業利益増減要因
為替レート差

その他

営業利益

< 2022年3月期 第3四半期連結決算 参考資料 >

当期実績 当期予想

2022年3月期 2022年3月期

第3四半期累計期間 通期

（2021.4.1 ― 2021.12.31） （2021.4.1 ― 2022.3.31）

売上収益

【訂正】2023年2月6日 株式会社ＳＵＢＡＲＵ 広報部

ニュースリリースに誤りがありました。お詫びして訂正致します。

・当期実績として記載した2022年3月期 第3四半期累計期間の連結販売台数の以下の数値

日本販売台数合計 増減率 誤：-5.1％ → 正：-5.9％

日本登録車販売台数 増減率 誤：-1.5％ → 正：-2.6％

海外その他地域販売台数 増減率 誤：32.9％ → 正：32.8％

連結販売台数総計 増減 誤：-83千台 → 正：-84千台

増減率 誤：-13.1％ → 正：-13.2％
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