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1. 2021年3月期第1四半期の連結業績（2020年4月1日～2020年6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）

売上収益 営業利益 税引前利益 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1四半期 802,793 △4.3 22,273 558.0 25,951 314.4 19,152 244.0 18,176 156.2 15,487 ―

2020年3月期第1四半期 838,737 △3.3 3,385 △95.7 6,263 △93.5 5,567 △92.7 7,094 △90.2 1,300 △98.2

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1四半期 90.77 90.72

2020年3月期第1四半期 35.00 34.98

(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1四半期 2,985,074 1,343,561 1,234,868 41.4

2020年3月期 3,187,455 1,348,435 1,240,956 38.9

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 ― 80.00 ― 100.00 180.00

2021年3月期 ―

2021年3月期（予想） 100.00 ― 100.00 200.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

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 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 ％ 円 銭

通期 3,610,000 △6.4 212,000 0.2 160,000 ― 799.02

（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) 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1Q 207,001,821 株 2020年3月期 207,001,821 株

② 期末自己株式数 2021年3月期1Q 6,755,991 株 2020年3月期 6,754,157 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期1Q 200,246,583 株 2020年3月期1Q 202,682,602 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、当社が提出日現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要
因により大きく異なる可能性があります。実際の業績等に影響を与える可能性のある重要な要因には、以下の事項があります。なお、業績に影響を与える要因はこれらに限定されるもの
ではありません。

・主要市場における景気動向(特に日本、欧州、北米、オセアニア、中国を含むアジア)

・為替動向、金利変動

・資本市場の動向

・価格競争の激化

・技術開発競争による市場ポジションの変化

・部品調達環境の変化

・提携、アライアンス、技術供与による競争関係の変化

・公的規制、政策、税務に関するリスク

・製品、サービスの欠陥や瑕疵に関するリスク

・不採算プロジェクト発生の可能性

・研究開発投資、設備投資、事業買収・事業再編等に関するリスク

・自然災害や突発的事象発生のリスク

・会計方針の変更

業績予想値算出の前提となる条件等については補足説明資料（プレゼンテーション資料）をご参照下さい。



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） 

注記番号 
前年度末 

(2020年 3月31日) 
当第１四半期末 

(2020年 6月30日) 

資産 

流動資産 

現金及び現金同等物 451,857 568,907 

売上債権 879,454 535,186 

その他の債権 93,428 79,010 

棚卸資産 238,070 249,654 

その他の流動資産 214,130 279,058 

（小計） 1,876,939 1,711,815 

売却目的で保有する資産 14,182 11,379 

流動資産合計 1,891,121 1,723,194 

非流動資産 

有形固定資産 570,170 561,958 

のれん 36,709 38,438 

無形資産 107,213 108,564 

持分法で会計処理されている投資 150,719 152,441 

その他の投資 131,765 143,662 

繰延税金資産 106,636 89,067 

その他の非流動資産 193,112 167,750 

非流動資産合計 1,296,324 1,261,880 

資産合計 3,187,445 2,985,074 

負債及び資本 

負債 

流動負債 

仕入債務 478,970 396,806 

その他の債務 390,917 297,202 

社債、借入金及びリース債務 199,450 239,626 

未払法人所得税 50,652 4,336 

引当金 51,769 50,648 

その他の流動負債 192,767 237,697 

（小計） 1,364,525 1,226,315 

売却目的で保有する資産に直接関連する負債 1,083 650 

流動負債合計 1,365,608 1,226,965 

非流動負債 

社債、借入金及びリース債務 206,119 169,593 

退職給付に係る負債 190,353 180,160 

引当金 30,652 28,525 

繰延税金負債 10,370 6,013 

その他の非流動負債 35,908 30,257 

非流動負債合計 473,402 414,548 

負債合計 1,839,010 1,641,513 

資本 

資本金 324,625 324,625 

資本剰余金 237,654 237,841 

自己株式 △59,614 △59,635

利益剰余金 735,920 720,487

その他の資本の構成要素 2,371 11,550

親会社の所有者に帰属する持分合計 1,240,956 1,234,868 

非支配持分 107,479 108,693 

資本合計 1,348,435 1,343,561 

負債及び資本合計 3,187,445 2,985,074 
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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）

       （単位：百万円） 

  注記番号 
 前第１四半期 

(自 2019年 4月 1日 
至 2019年 6月30日) 

 
 当第１四半期 

(自 2020年 4月 1日 
至 2020年 6月30日) 

売上収益   838,737   802,793 

売上原価   △613,359   △578,933

売上総利益   225,378   223,860 

販売費及び一般管理費   △216,181   △202,600

その他の収益   3,528   4,900

その他の費用   △9,340   △3,887

営業利益   3,385   22,273 

金融収益   3,303   3,213 

金融費用   △1,765   △1,091

持分法による投資利益   1,340   1,556

税引前四半期利益   6,263   25,951 

法人所得税費用   △696   △6,799

四半期利益   5,567   19,152 

四半期利益の帰属：        

親会社の所有者   7,094   18,176 

非支配持分   △1,527   976 

合計   5,567   19,152 

１株当たり四半期利益        

基本的１株当たり四半期利益（円）   35.00   90.77 

希薄化後１株当たり四半期利益（円）   34.98   90.72 

 

（要約四半期連結包括利益計算書）
       （単位：百万円） 

  注記番号 
 前第１四半期 

(自 2019年 4月 1日 
至 2019年 6月30日) 

 
 当第１四半期 

(自 2020年 4月 1日 
至 2020年 6月30日) 

四半期利益   5,567   19,152 

その他の包括利益        

純損益に振り替えられることのない項目        

その他の包括利益を通じて公正価値で測
定する金融資産 

  3,681   7,096 

確定給付制度の再測定   △193   △14,103

持分法適用会社のその他の包括利益持分   △120   81 

    3,368   △6,926
純損益にその後に振り替えられる可能性の
ある項目 

       

在外営業活動体の換算差額   △7,652   2,167 

キャッシュ・フロー・ヘッジ   △169   △22

持分法適用会社のその他の包括利益持分   186   1,116

    △7,635   3,261 

税引後その他の包括利益   △4,267   △3,665

四半期包括利益   1,300   15,487 

四半期包括利益の帰属：        

親会社の所有者   3,444   14,285 

非支配持分   △2,144   1,202 

合計   1,300   15,487 
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（３）要約四半期連結持分変動計算書
前第１四半期（自 2019年 4月 1日 至 2019年 6月30日）

（単位：百万円） 

注記 
番号 

親会社の所有者に帰属する持分 

非支配 
持分 

資本合計 
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 

2019年 4月 1日残高 324,625 235,455  △29,556 576,857 24,674  1,132,055 121,575  1,253,630 

四半期利益 7,094 7,094 △1,527 5,567 

その他の包括利益 △3,650 △3,650 △617 △4,267

四半期包括利益 － － － 7,094 △3,650 3,444 △2,144 1,300 

自己株式の取得 △13 △13 △13

株式報酬取引 106 106 106 

剰余金の配当 △16,214 △16,214 △1,830  △18,044

利益剰余金への振替 2 △2 － － 

その他 △577 499 △1 △79 △52 △131

2019年 6月30日残高 324,625 234,984  △29,569 568,238 21,021  1,119,299 117,549  1,236,848 

当第１四半期（自 2020年 4月 1日 至 2020年 6月30日） 

（単位：百万円） 

注記 
番号 

親会社の所有者に帰属する持分 

非支配 
持分 

資本合計 
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 

2020年 4月 1日残高 324,625 237,654  △59,614 735,920 2,371  1,240,956 107,479  1,348,435 

四半期利益 18,176 18,176 976 19,152 

その他の包括利益 △3,891 △3,891 226 △3,665

四半期包括利益 － － － 18,176 △3,891 14,285 1,202 15,487 

自己株式の取得 △22 △22 △22

株式報酬取引 307 307 307

剰余金の配当 △20,024 △20,024 △1,317   △21,341

利益剰余金への振替 △13,070 13,070 － － 

その他 △120 1 △515 △634 1,329 695 

2020年 6月30日残高 324,625 237,841  △59,635 720,487 11,550  1,234,868 108,693  1,343,561 
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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） 

注記番号 
 前第１四半期 

(自 2019年 4月 1日 
至 2019年 6月30日) 

 当第１四半期 
(自 2020年 4月 1日 
至 2020年 6月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税引前四半期利益 6,263 25,951 

減価償却費、償却費及び減損損失 55,284 40,791 

引当金の増減額（△は減少） △11,078 △4,353

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △10,046 △6,162

受取利息及び受取配当金 △2,865 △2,048

支払利息 1,035 818

持分法による投資損益（△は益） △1,340 △1,556

子会社株式売却損益（△は益） 307 － 

売上債権の増減額（△は増加） 335,554 345,109 

棚卸資産の増減額（△は増加） △55,061 △11,783

仕入債務の増減額（△は減少） △82,588 △82,751

その他 △110,225 △113,516

小計 125,240 190,500 

利息の受取額 692 317 

配当金の受取額 3,121 2,454 

利息の支払額 △1,056 △792

法人所得税の支払額 △11,617 △43,580

営業活動によるキャッシュ・フロー 116,380 148,899 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

有形固定資産及び無形資産の取得による支出 △26,083 △26,225

投資有価証券の売却による収入 12,270 2,844

子会社及び事業の売却による収支（△は支出） △648 9,530

貸付金の回収による収入 484 11,089

短期投資の純増減額（△は増加） 366 △4,900

その他 2,854 △2,345

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,757 △10,007

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金等の純増減額（△は減少） 18,948 14,620 

長期借入金及び社債の発行による収入 3 132 

長期借入金の返済及び社債の償還による支出 △40,059 △48

リース債務の支払額 △16,480 △16,866

自己株式の取得による支出 △13 △22

親会社の所有者への配当金の支払額 △16,214 △20,024

その他 △1,601 △1,623

財務活動によるキャッシュ・フロー △55,416 △23,831

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 50,207 115,061 

現金及び現金同等物の期首残高 416,742 453,036 

現金及び現金同等物の為替変動による影響 △438 1,586 

現金及び現金同等物の四半期末残高 466,511 569,683 
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該当事項はありません。
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①継続企業の前提に関する注記
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