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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)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年３月期第２四半期 989,387 △7.4 76,769 △24.5 77,474 △26.4 46,781 △39.9

2020年３月期第２四半期 1,068,642 2.6 101,694 △2.5 105,280 △4.5 77,863 △1.3
(注) 包括利益 2021年３月期第２四半期 45,259百万円( △3.9％) 2020年３月期第２四半期 47,099百万円( △57.3％)

１株当たり
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益

円 銭 円 銭

2021年３月期第２四半期 33.72 －

2020年３月期第２四半期 56.03 －

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

2021年３月期第２四半期 2,822,816 1,404,602 48.9 994.45

2020年３月期 2,822,277 1,383,460 48.2 979.69
(参考) 自己資本 2021年３月期第２四半期 1,379,836百万円 2020年３月期 1,359,314百万円
(注) 当連結会計年度において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、2020年3月期に係る各数値につ
いては、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させています。

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 － 18.00 － 16.00 34.00

2021年３月期 － 17.00

2021年３月期(予想) － 17.00 34.00

(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)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 2,034,000 △5.5 140,000 △21.0 142,000 △22.8 87,000 △16.3 62.70
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
　

連結業績予想につきましては、本日公表の「連結業績予想の修正に関するお知らせ」及び「2020年度第２四半期
決算説明資料」をご参照ください。



※ 注記事項(詳細は、【添付資料】８ページ「(４)四半期連結財務諸表に関する注記事項」をご覧

ください。)

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 有

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 1社（社名） Sage Automotive Interiors Germany GmbH

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 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

④ 修正再表示 ： 無

　

（４）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 1,393,932,032株 2020年３月期 1,393,932,032株

② 期末自己株式数 2021年３月期２Ｑ 6,390,352株 2020年３月期 6,440,327株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期２Ｑ 1,387,512,694株 2020年３月期２Ｑ 1,389,634,652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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありま
せん。また、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。
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四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(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)

資産の部

流動資産

現金及び預金 207,957 207,009

受取手形及び売掛金 330,999 305,501

商品及び製品 216,463 219,184

仕掛品 160,064 165,112

原材料及び貯蔵品 101,313 106,827

その他 92,153 92,103

貸倒引当金 △1,519 △1,844

流動資産合計 1,107,430 1,093,892

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 563,110 580,623

減価償却累計額 △305,259 △311,347

建物及び構築物（純額） 257,851 269,276

機械装置及び運搬具 1,466,958 1,489,784

減価償却累計額 △1,243,780 △1,262,591

機械装置及び運搬具（純額） 223,179 227,193

土地 67,024 68,704

リース資産 9,645 9,294

減価償却累計額 △8,964 △8,656

リース資産（純額） 681 637

建設仮勘定 75,487 86,255

その他 172,674 176,362

減価償却累計額 △143,210 △146,164

その他（純額） 29,464 30,198

有形固定資産合計 653,686 682,263

無形固定資産

のれん 365,680 356,405

その他 349,566 331,116

無形固定資産合計 715,246 687,520

投資その他の資産

投資有価証券 244,581 257,345

長期貸付金 7,951 7,845

長期前渡金 20,467 24,607

繰延税金資産 44,466 40,216

その他 28,883 29,602

貸倒引当金 △435 △474

投資その他の資産合計 345,914 359,142

固定資産合計 1,714,846 1,728,925

資産合計 2,822,277 2,822,816



旭化成株式会社(3407) 2021年３月期 第２四半期決算短信

-3-

(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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 131,207 119,391

短期借入金 275,671 124,859

コマーシャル・ペーパー 139,000 136,000

リース債務 1,006 1,008

未払費用 121,520 110,928

未払法人税等 18,145 13,480

前受金 73,623 77,966

株式給付引当金 78 －

修繕引当金 4,043 5,764

製品保証引当金 3,738 3,673

固定資産撤去費用引当金 2,640 4,348

その他 71,863 72,167

流動負債合計 842,531 669,585

固定負債

社債 60,000 110,000

長期借入金 229,172 336,804

リース債務 3,506 3,221

繰延税金負債 70,600 67,932

株式給付引当金 412 422

修繕引当金 4,560 2,933

固定資産撤去費用引当金 5,771 5,849

退職給付に係る負債 174,365 172,542

長期預り保証金 21,613 21,533

その他 26,287 27,395

固定負債合計 596,286 748,630

負債合計 1,438,817 1,418,215

純資産の部

株主資本

資本金 103,389 103,389

資本剰余金 79,641 79,660

利益剰余金 1,125,738 1,149,399

自己株式 △5,990 △5,925

株主資本合計 1,302,777 1,326,523

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 67,027 77,770

繰延ヘッジ損益 △241 △205

為替換算調整勘定 13,027 △3,282

退職給付に係る調整累計額 △23,275 △20,969

その他の包括利益累計額合計 56,538 53,313

非支配株主持分 24,145 24,765

純資産合計 1,383,460 1,404,602

負債純資産合計 2,822,277 2,822,816
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

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)

売上高 1,068,642 989,387

売上原価 722,643 666,732

売上総利益 346,000 322,656

販売費及び一般管理費 244,305 245,887

営業利益 101,694 76,769

営業外収益

受取利息 1,340 908

受取配当金 3,340 2,313

持分法による投資利益 4,624 153

その他 1,768 2,484

営業外収益合計 11,072 5,858

営業外費用

支払利息 2,136 1,713

為替差損 1,914 144

その他 3,435 3,296

営業外費用合計 7,486 5,153

経常利益 105,280 77,474

特別利益

投資有価証券売却益 9,021 1,704

固定資産売却益 414 272

特別利益合計 9,435 1,976

特別損失

投資有価証券評価損 412 38

固定資産処分損 3,082 3,875

減損損失 141 16

事業構造改善費用 263 4,093

特別損失合計 3,899 8,022

税金等調整前四半期純利益 110,816 71,429

法人税等 32,040 23,143

四半期純利益 78,776 48,286

非支配株主に帰属する四半期純利益 913 1,505

親会社株主に帰属する四半期純利益 77,863 46,781
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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)

四半期純利益 78,776 48,286

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △6,733 10,679

繰延ヘッジ損益 △73 36

為替換算調整勘定 △26,590 △16,599

退職給付に係る調整額 2,665 2,294

持分法適用会社に対する持分相当額 △946 563

その他の包括利益合計 △31,677 △3,027

四半期包括利益 47,099 45,259

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 46,367 43,556

非支配株主に係る四半期包括利益 732 1,702
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（３）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

税金等調整前四半期純利益 110,816 71,429

減価償却費 45,900 52,576

減損損失 141 16

のれん償却額 10,753 12,500

負ののれん償却額 △79 －

株式給付引当金の増減額（△は減少） △22 △68

修繕引当金の増減額（△は減少） △2,469 94

製品保証引当金の増減額（△は減少） 533 △47

固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） △255 1,787

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △1,881 △1,786

受取利息及び受取配当金 △4,680 △3,221

支払利息 2,136 1,713

持分法による投資損益（△は益） △4,624 △153

投資有価証券売却損益（△は益） △9,021 △1,704

投資有価証券評価損益（△は益） 412 38

固定資産売却損益（△は益） △414 △272

固定資産処分損益（△は益） 3,082 3,875

売上債権の増減額（△は増加） 22,994 30,615

たな卸資産の増減額（△は増加） △25,446 △9,805

仕入債務の増減額（△は減少） △28,939 △16,110

未払費用の増減額（△は減少） △2,307 △12,993

前受金の増減額（△は減少） 4,313 4,652

その他 △10,809 △1,580

小計 110,136 131,555

利息及び配当金の受取額 6,003 4,635

利息の支払額 △2,110 △1,622

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △36,226 △29,965

営業活動によるキャッシュ・フロー 77,803 104,603

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △1,053 △1,211

定期預金の払戻による収入 12,312 3,228

有形固定資産の取得による支出 △64,688 △57,571

有形固定資産の売却による収入 1,731 348

無形固定資産の取得による支出 △6,659 △6,108

投資有価証券の取得による支出 △2,656 △3,145

投資有価証券の売却による収入 18,025 974

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△31,307 △4,832

事業譲受による支出 △1,964 △17,778

貸付けによる支出 △3,791 △2,651

貸付金の回収による収入 5,469 2,986

その他 803 △144

投資活動によるキャッシュ・フロー △73,778 △85,905
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(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)

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） 11,806 △163,470

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） △1,000 △3,000

長期借入れによる収入 847 128,460

長期借入金の返済による支出 △11,665 △6,607

社債の発行による収入 40,000 50,000

リース債務の返済による支出 △595 △642

自己株式の取得による支出 △10,010 △3

自己株式の処分による収入 83 69

配当金の支払額 △23,742 △22,206

非支配株主への配当金の支払額 △826 △582

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得
による支出

－ △307

その他 △121 △218

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,778 △18,505

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,925 △899

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,878 △705

現金及び現金同等物の期首残高 180,520 204,771

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

86 1,769

現金及び現金同等物の四半期末残高 185,484 205,835
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（４）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）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動）

当第２四半期連結累計期間において、新たに設立したSage Automotive Interiors Germany GmbHを連結の範囲

に含めています。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

税金費用の計算

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純

利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しています。


