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(百万円未満四捨五入)

１．2021年３月期第２四半期の連結業績（2020年４月１日～2020年９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

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２四半期 1,218,392 △24.1 30,611 △67.7 36,100 △61.2 24,388 △64.2 23,706 △65.3 12,399 △77.4

2020年３月期第２四半期 1,605,673 7.7 94,847 68.1 93,104 54.0 68,129 60.5 68,285 58.4 54,869 △23.1
　

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２四半期 30.91 －

2020年３月期第２四半期 89.05 －
　

　

（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２四半期 3,287,953 1,711,181 1,703,161 51.8

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 2,950,000 △11.8 110,000 △47.7 117,000 △43.7 80,000 △47.6 104.32

(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) 2021年３月期２Ｑ 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２Ｑ 2,299,997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２Ｑ 766,841,317株 2020年３月期２Ｑ 766,784,802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２四半期
連結会計期間

（2020年９月30日）

資産

流動資産

現金及び現金同等物 858,966 888,125

営業債権及びその他の債権 364,839 347,894

棚卸資産 459,940 458,293

未収法人所得税 15,648 9,280

その他の金融資産 204,373 208,414

その他の流動資産 74,748 73,231

小計 1,978,514 1,985,237

売却目的で保有する資産 251 －

流動資産合計 1,978,765 1,985,237

非流動資産

有形固定資産 820,491 809,226

無形資産及びのれん 209,775 206,955

投資不動産 23,986 24,353

持分法で会計処理されている投資 9,831 9,747

その他の金融資産 19,730 22,249

その他の非流動資産 112,843 113,593

繰延税金資産 118,487 116,593

非流動資産合計 1,315,143 1,302,716

資産合計 3,293,908 3,287,953
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（単位：百万円）

前連結会計年度
（2020年３月31日）

当第２四半期
連結会計期間

（2020年９月30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 336,223 312,504

資金調達に係る債務 12,173 22,898

その他の金融負債 44,126 49,795

未払法人所得税 2,642 4,916

引当金 261,162 217,702

その他の流動負債 328,081 284,903

流動負債合計 984,407 892,718

非流動負債

資金調達に係る債務 227,037 312,387

その他の金融負債 67,855 75,512

従業員給付 56,525 59,855

引当金 46,398 43,176

その他の非流動負債 179,849 186,190

繰延税金負債 11,714 6,934

非流動負債合計 589,378 684,054

負債合計 1,573,785 1,576,772

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 △6,514

利益剰余金 1,397,239 1,399,491

その他の資本の構成要素 8,391 △3,789

親会社の所有者に帰属する持分合計 1,712,881 1,703,161

非支配持分 7,242 8,020

資本合計 1,720,123 1,711,181

負債及び資本合計 3,293,908 3,287,953
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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２四半期連結累計期間

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
（自 2019年４月１日
至 2019年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 2020年４月１日
至 2020年９月30日）

売上収益 1,605,673 1,218,392

売上原価 △1,318,121 △1,003,961

売上総利益 287,552 214,431

販売費及び一般管理費 △146,348 △127,103

研究開発費 △42,819 △55,507

その他の収益 1,867 3,887

その他の費用 △5,423 △5,008

持分法による投資損益 18 △89

営業利益 94,847 30,611

金融収益 7,288 11,328

金融費用 △9,031 △5,839

税引前四半期利益 93,104 36,100

法人所得税費用 △24,975 △11,712

四半期利益 68,129 24,388

四半期利益の帰属

親会社の所有者 68,285 23,706

非支配持分 △156 682

四半期利益 68,129 24,388

１株当たり四半期利益

基本的１株当たり四半期利益 89.05 30.91
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要約四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
（自 2019年４月１日
至 2019年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 2020年４月１日
至 2020年９月30日）

四半期利益 68,129 24,388

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

468 316

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 △14,925 △13,293

持分法適用会社のその他の包括利益に
対する持分

△34 △119

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

1,231 1,107

その他の包括利益（税引後）合計 △13,260 △11,989

四半期包括利益 54,869 12,399

四半期包括利益の帰属

親会社の所有者 55,491 11,621

非支配持分 △622 778

四半期包括利益 54,869 12,399
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（３）要約四半期連結持分変動計算書

前第２四半期連結累計期間（自 2019年４月１日 至 2019年９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

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 － － － 68,285 － 68,285 △156 68,129

その他の包括利益
（税引後）

－ － － － △12,794 △12,794 △466 △13,260

四半期包括利益合計 － － － 68,285 △12,794 55,491 △622 54,869

利益剰余金への振替 － － － 84 △84 － － －

所有者との取引等

剰余金の配当 － － － △55,236 － △55,236 － △55,236

自己株式の取得 － － △3 － － △3 － △3

自己株式の処分 － △44 194 － － 150 － 150

利益剰余金から資本剰余
金への振替

－ 30 － △30 － － － －

所有者との取引等合計 － △14 191 △55,266 － △55,089 － △55,089

期末残高 153,795 160,178 △6,719 1,363,742 11,654 1,682,650 7,029 1,689,679

当第２四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年９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

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 － － － 23,706 － 23,706 682 24,388

その他の包括利益
（税引後）

－ － － － △12,085 △12,085 96 △11,989

四半期包括利益合計 － － － 23,706 △12,085 11,621 778 12,399

利益剰余金への振替 － － － 95 △95 － － －

所有者との取引等

剰余金の配当 － － － △21,482 － △21,482 － △21,482

自己株式の取得 － － △2 － － △2 － △2

自己株式の処分 － △67 210 － － 143 － 143

利益剰余金から資本剰余
金への振替

－ 67 － △67 － － － －

所有者との取引等合計 － － 208 △21,549 － △21,341 － △21,341

期末残高 153,795 160,178 △6,514 1,399,491 △3,789 1,703,161 8,020 1,711,181
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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２四半期連結累計期間
（自 2019年４月１日
至 2019年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 2020年４月１日
至 2020年９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 93,104 36,100

減価償却費及び償却費 94,475 98,827

持分法による投資損益（△は益） △18 89

金融収益 △7,288 △11,328

金融費用 9,031 5,839

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） △4,534 16,781

棚卸資産の増減額（△は増加） △15,408 △6,491

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） △79,386 △9,133

引当金及び従業員給付に係る負債の増減額（△
は減少）

△7,936 △43,661

その他 3,061 △12,440

小計 85,101 74,583

利息の受取額 6,609 2,393

配当金の受取額 398 224

利息の支払額 △1,069 △965

法人所得税の支払額 △11,877 △7,855

営業活動によるキャッシュ・フロー 79,162 68,380

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） 94,990 △1,871

有形固定資産の取得による支出 △70,035 △66,855

有形固定資産の売却による収入 1,550 480

無形資産の取得及び内部開発に関わる支出 △39,588 △22,739

その他の金融資産の取得による支出 △132,401 △110,903

その他の金融資産の売却または回収による収入 170,181 116,323

その他 △2,091 △627

投資活動によるキャッシュ・フロー 22,606 △86,192

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） △1,041 △270

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） 20,000 －

長期借入金の返済による支出 △2,003 △721

長期借入れによる収入 12,900 60,000

社債の発行による収入 － 40,000

リース負債の返済による支出 △21,684 △19,234

親会社の所有者への配当金の支払額 △55,172 △21,472

その他 △26 △188

財務活動によるキャッシュ・フロー △47,026 58,115

現金及び現金同等物の為替変動の影響額 △15,099 △11,144

現金及び現金同等物の増加額 39,643 29,159

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 741,971 888,125
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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２四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年９月30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２四半期連結累計期間及び当第２四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２四半期連結累計期間（自 2019年４月１日 至 2019年９月30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 1,530,324 70,955 1,601,279 4,394 － 1,605,673

(2) セグメント間 1,433 － 1,433 13,268 △14,701 －

計 1,531,757 70,955 1,602,712 17,662 △14,701 1,605,673

持分法による投資損益 136 － 136 △118 － 18

営業利益 87,360 5,061 92,421 2,404 22 94,847

金融収益 7,288

金融費用 △9,031

税引前四半期利益 93,104

当第２四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年９月30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 1,168,804 47,153 1,215,957 2,435 － 1,218,392

(2) セグメント間 1,085 3 1,088 13,924 △15,012 －

計 1,169,889 47,156 1,217,045 16,359 △15,012 1,218,392

持分法による投資損益 154 － 154 △243 － △89

営業利益（△損失） 31,577 △3,034 28,543 1,996 72 30,611

金融収益 11,328

金融費用 △5,839

税引前四半期利益 36,100

(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）

該当事項はありません。
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