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（百万円未満切捨て） 

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  事業利益（※） 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 

 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 1,131,604 △25.7 △27,510 ― △27,510 ― △32,577 ― △41,422 ― △42,071 ― 

2020年 3月期第 1四半期 1,522,479 4.3 60,600 △33.1 60,600 △33.1 56,241 △34.8 38,904 △56.8 33,325 △61.0 

 

 
四半期包括利益 

合計額 

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 

 百万円 ％ 円 銭 円 銭 

2021年 3月期第 1四半期 △91,911 ― △45.69 ― 

2020年 3月期第 1四半期 28,006 △35.7 36.20 ― 
（※）事業利益とは、持続的な事業活動の成果を表し、当社グループの業績を継続的に比較・評価することに資する連結経営業績の代表的指標であり、売上収益から売上原価、販売費

及び一般管理費、並びにその他費用を控除し、持分法による投資利益及びその他収益を加えたものであります。その他収益及びその他費用は、受取配当金、為替差損益、固定資

産除却損等から構成されております。 

 
(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 7,361,501 2,902,699 2,552,968 34.7 

2020年 3月期 7,444,965 2,996,631 2,641,618 35.5 
 
 

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 ―        10.00 ― 0.00 10.00 

2021年 3月期 ―     

2021年 3月期(予想)  0.00 ― ― ― 

（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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 

 売上収益 事業利益 
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 

第 2四半期(累計) 2,200,000 △27.8 △150,000 ― △200,000 ― △217.0 

通期 ― ― △120,000 ― ― ― ― 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有 

詳細につきましては、本日開示しております『2020年度第 1四半期決算について』をご覧ください。 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

※ 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 

 

(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 ： 有 

（注）詳細は、７ページ「要約四半期連結財務諸表及び主な注記(４)要約四半期連結財務諸表に関する注記事項（会計上の見積りの変

更）」をご覧ください。 

 

(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 950,321,402株 2020年 3月期 950,321,402株 

② 期末自己株式数 2021年 3月期 1Ｑ 29,641,883株 2020年 3月期 29,638,468株 

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年 3月期 1Ｑ 920,681,631株 2020年 3月期 1Ｑ 920,440,643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 

（将来予測情報の適切な利用に関する説明） 

本資料に記載されている将来に関する記述には、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。 

実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果と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１四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

資産

流動資産

現金及び現金同等物 289,459 390,616

営業債権及びその他の債権 826,596 669,953

棚卸資産 1,532,181 1,508,352

その他の金融資産 17,340 20,868

その他の流動資産 119,396 109,550

流動資産合計 2,784,974 2,699,340

非流動資産

有形固定資産 2,812,542 2,824,549

使用権資産 93,663 97,903

のれん 45,486 44,934

無形資産 96,677 91,616

持分法で会計処理されている投資 878,271 854,327

その他の金融資産 481,117 493,302

退職給付に係る資産 58,643 71,160

繰延税金資産 186,457 177,418

その他の非流動資産 7,132 6,948

非流動資産合計 4,659,990 4,662,160

資産合計 7,444,965 7,361,501

負債及び資本

負債

流動負債

営業債務及びその他の債務 1,449,801 1,211,967

社債、借入金及びリース負債 376,900 509,274

その他の金融負債 2,189 3,077

未払法人所得税等 27,323 22,392

その他の流動負債 38,978 47,836

流動負債合計 1,895,192 1,794,547

非流動負債

社債、借入金及びリース負債 2,111,841 2,224,417

その他の金融負債 4,621 4,953

退職給付に係る負債 236,758 228,663

繰延税金負債 27,765 30,489

その他の非流動債務 172,154 175,729

非流動負債合計 2,553,141 2,664,254

負債合計 4,448,333 4,458,802

資本

資本金 419,524 419,524

資本剰余金 394,404 396,340

利益剰余金 1,870,948 1,849,083

自己株式 △58,505 △58,508

その他の資本の構成要素 15,245 △53,471

親会社の所有者に帰属する持分合計 2,641,618 2,552,968

非支配持分 355,013 349,731

資本合計 2,996,631 2,902,699

負債及び資本合計 7,444,965 7,361,501
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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)

前第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)

売上収益 1,522,479 1,131,604

売上原価 △1,349,543 △1,040,808

売上総利益 172,935 90,796

販売費及び一般管理費 △148,725 △121,386

持分法による投資利益 17,287 14,748

その他収益 32,288 13,243

その他費用 △13,185 △24,912

事業利益（△は損失） 60,600 △27,510

営業利益（△は損失） 60,600 △27,510

金融収益 1,513 971

金融費用 △5,872 △6,038

税引前四半期利益（△は損失） 56,241 △32,577

法人所得税費用 △17,337 △8,844

四半期利益（△は損失） 38,904 △41,422

四半期利益（△は損失）の帰属

親会社の所有者 33,325 △42,071

非支配持分 5,578 648

四半期利益（△は損失） 38,904 △41,422

１株当たり親会社の普通株主に帰属する
四半期利益（△は損失）（円）

基本的１株当たり四半期利益（△は損失）(円) 36.20 △45.69
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要約四半期連結包括利益計算書

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)

四半期利益(△は損失) 38,904 △41,422

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
測定される金融資産の公正価値の純変動

△8,713 15,483

確定給付負債（資産）の純額の再測定 2,811 10,543

持分法適用会社におけるその他の包括利益
に対する持分

△1,398 6,079

純損益に振り替えられることのない項目
合計

△7,300 32,107

純損益に振り替えられる可能性のある項目

キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の
純変動

△3,471 △1,456

在外営業活動体の換算差額 △481 △41,033

持分法適用会社におけるその他の包括利益
に対する持分

355 △40,107

純損益に振り替えられる可能性のある項目
合計

△3,596 △82,596

その他の包括利益（税引後）合計 △10,897 △50,489

四半期包括利益合計 28,006 △91,911

四半期包括利益の帰属

親会社の所有者 21,979 △90,583

非支配持分 6,026 △1,328

四半期包括利益合計 28,006 △91,911
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（３）要約四半期連結持分変動計算書

前第１四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年６月30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 利益剰余金 自己株式

その他の資本の構成要素

その他の包括
利益を通じて
公正価値で測
定される金融
資産の公正価
値の純変動

確定給付
負債(資産)
の純額の
再測定

期首残高 419,524 393,917 2,300,175 △58,831 248,020 ―

当期変動額

四半期包括利益

四半期利益（△は損失） 33,325

その他の包括利益 △11,008 3,083

四半期包括利益合計 ― ― 33,325 ― △11,008 3,083

所有者との取引額等

配当 △36,880

自己株式の取得 △11

自己株式の処分 △10 40

支配継続子会社に対する
持分変動

△2,169

その他の資本の構成要素
から利益剰余金への振替

6,412 △3,329 △3,083

連結範囲の変更に伴う
変動等

△228

所有者との取引額等合計 ― △2,180 △30,468 △199 △3,329 △3,083

期末残高 419,524 391,737 2,303,032 △59,030 233,682 ―

親会社の所有者に帰属する持分

非支配持分 資本合計

その他の資本の構成要素

合計
キャッシュ・
フロー・ヘッ
ジの公正価値
の純変動

在外営業
活動体の
換算差額

合計

期首残高 △4,433 △67,585 176,000 3,230,788 376,579 3,607,367

当期変動額

四半期包括利益

四半期利益（△は損失） ― 33,325 5,578 38,904

その他の包括利益 △3,037 △382 △11,345 △11,345 448 △10,897

四半期包括利益合計 △3,037 △382 △11,345 21,979 6,026 28,006

所有者との取引額等

配当 ― △36,880 △4,656 △41,537

自己株式の取得 ― △11 △11

自己株式の処分 ― 29 29

支配継続子会社に対する
持分変動

― △2,169 2,117 △52

その他の資本の構成要素
から利益剰余金への振替

△6,412 ― ―

連結範囲の変更に伴う
変動等

― △228 △326 △554

所有者との取引額等合計 ― ― △6,412 △39,260 △2,865 △42,126

期末残高 △7,471 △67,968 158,242 3,213,507 379,741 3,593,248
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当第１四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年６月30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 利益剰余金 自己株式

その他の資本の構成要素

その他の包括
利益を通じて
公正価値で測
定される金融
資産の公正価
値の純変動

確定給付
負債(資産)
の純額の
再測定

期首残高 419,524 394,404 1,870,948 △58,505 111,924 ―

当期変動額

四半期包括利益

四半期利益（△は損失） △42,071

その他の包括利益 15,272 14,045

四半期包括利益合計 ― ― △42,071 ― 15,272 14,045

所有者との取引額等

配当

自己株式の取得 △4

自己株式の処分 △0 1

支配継続子会社に対する
持分変動

1,936

その他の資本の構成要素
から利益剰余金への振替

20,205 △6,160 △14,045

連結範囲の変更に伴う
変動等

所有者との取引額等合計 ― 1,935 20,205 △2 △6,160 △14,045

期末残高 419,524 396,340 1,849,083 △58,508 121,036 ―

親会社の所有者に帰属する持分

非支配持分 資本合計

その他の資本の構成要素

合計
キャッシュ・
フロー・ヘッ
ジの公正価値
の純変動

在外営業
活動体の
換算差額

合計

期首残高 △4,821 △91,857 15,245 2,641,618 355,013 2,996,631

当期変動額

四半期包括利益

四半期利益（△は損失） ― △42,071 648 △41,422

その他の包括利益 △2,792 △75,037 △48,511 △48,511 △1,977 △50,489

四半期包括利益合計 △2,792 △75,037 △48,511 △90,583 △1,328 △91,911

所有者との取引額等

配当 ― ― △3,816 △3,816

自己株式の取得 ― △4 △4

自己株式の処分 ― 0 0

支配継続子会社に対する
持分変動

― 1,936 △131 1,805

その他の資本の構成要素
から利益剰余金への振替

△20,205 ― ―

連結範囲の変更に伴う
変動等

― ― △6 △6

所有者との取引額等合計 ― ― △20,205 1,933 △3,953 △2,020

期末残高 △7,613 △166,894 △53,471 2,552,968 349,731 2,902,699
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（４）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） 

該当事項なし。 

 

（会計上の見積りの変更）  

当社は当第１四半期連結会計期間より、従来定率法で減価償却していた固定資産について定額法に変更

している。 

当社の国内製鉄所は、操業開始から約 50 年を経過する時期にあり、従業員の世代交代も進展している

なか、当社は設備トラブルの未然防止を含めた「つくる力」の再構築を図るとともに、基幹設備のリフレ

ッシュを含めた製造基盤整備を実施することにより、「第２の創業期」とも言うべき大きな構造改革を推

進し、事業として再生産可能な収益基盤の再構築に取り組んでいる。また、操業・設備トラブルを未然に

防止するため、予防・計画保全を徹底し、設備健全性を維持することにより、現状の生産能力を最大限活

用して、安定した生産量の確保及びコスト削減を推進してきた。今後の設備計画では、コークス炉パドア

ップ・高炉改修等の大規模案件を含め、老朽更新投資規模が増加し、投資計画全体に占める割合も増加す

ることが想定される。従って、設備価値の減少の費用化である減価償却費の期間配分においても、定率法

よりも、耐用年数に応じた平準的な経年劣化を想定した定額法の方が実態に合致すると判断した。 

この変更により、従来の方法と比べて、当第１四半期連結累計期間の減価償却費は 15,412 百万円減少

し、事業利益、営業利益、税引前四半期利益が 8,374百万円増加している。 
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