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（百万円未満切捨て） 

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  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 2四半期 2,241,992 △26.4 △106,523 ― △148,810 ― △159,678 ― △188,244 ― △191,164 ― 

2020年 3月期第 2四半期 3,047,183 3.6 73,100 △53.7 73,100 △46.6 64,471 △49.9 49,440 △57.3 38,750 △66.8 

 

 
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 2四半期 △207,106 ― △207.62 ― 

2020年 3月期第 2四半期 12,246 △85.5 42.09 ― 
（※）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 2四半期 7,182,543 2,782,195 2,429,679 33.8 

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 ― 0.00    

2021年 3月期(予想)   ― ― ― 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 

2021年３月期の期末配当については、2021年３月期第３四半期決算発表時に、年度業績見通し等を踏まえて判断し、公表する予定です。 
 
 

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 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 

通期 4,800,000 △18.9 △60,000 ― △170,000 ― △185.00 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有 

詳細については、本日開示しております『2020年度第２四半期決算について』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 2Ｑ 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 2Ｑ 29,545,639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 2Ｑ 920,727,590株 2020年 3月期 2Ｑ 920,469,296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 289,459 330,548

営業債権及びその他の債権 826,596 648,697

棚卸資産 1,532,181 1,390,826

その他の金融資産 17,340 17,827

その他の流動資産 119,396 130,295

流動資産合計 2,784,974 2,518,194

非流動資産

有形固定資産 2,812,542 2,858,113

使用権資産 93,663 93,931

のれん 45,486 45,075

無形資産 96,677 94,401

持分法で会計処理されている投資 878,271 797,994

その他の金融資産 481,117 528,300

退職給付に係る資産 58,643 72,381

繰延税金資産 186,457 167,007

その他の非流動資産 7,132 7,142

非流動資産合計 4,659,990 4,664,348

資産合計 7,444,965 7,182,543

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 1,097,782

社債、借入金及びリース負債 376,900 424,335

その他の金融負債 2,189 2,515

未払法人所得税等 27,323 18,147

その他の流動負債 38,978 39,361

流動負債合計 1,895,192 1,582,142

非流動負債

社債、借入金及びリース負債 2,111,841 2,344,910

その他の金融負債 4,621 7,529

退職給付に係る負債 236,758 231,986

繰延税金負債 27,765 37,316

その他の非流動債務 172,154 196,461

非流動負債合計 2,553,141 2,818,205

負債合計 4,448,333 4,400,347

資本

資本金 419,524 419,524

資本剰余金 394,404 393,574

利益剰余金 1,870,948 1,708,005

自己株式 △58,505 △58,313

その他の資本の構成要素 15,245 △33,113

親会社の所有者に帰属する持分合計 2,641,618 2,429,679

非支配持分 355,013 352,515

資本合計 2,996,631 2,782,195

負債及び資本合計 7,444,965 7,182,543
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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 3,047,183 2,241,992

売上原価 △2,722,803 △2,086,638

売上総利益 324,380 155,353

販売費及び一般管理費 △292,890 △239,542

持分法による投資利益 28,533 11,137

その他収益 49,785 23,161

その他費用 △36,707 △56,633

事業利益(△は損失) 73,100 △106,523

事業再編損 － △42,287

営業利益(△は損失) 73,100 △148,810

金融収益 3,087 1,613

金融費用 △11,716 △12,482

税引前四半期利益(△は損失) 64,471 △159,678

法人所得税費用 △15,031 △28,565

四半期利益(△は損失) 49,440 △188,244

四半期利益(△は損失)の帰属

親会社の所有者 38,750 △191,164

非支配持分 10,689 2,920

四半期利益(△は損失) 49,440 △188,244

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） 42.09 △207.62
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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（△は損失） 49,440 △188,244

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

△14,927 21,801

確定給付負債（資産）の純額の再測定 6,078 14,500

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

1,014 4,799

純損益に振り替えられることのない項目
合計

△7,834 41,101

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

△2,927 △1,693

在外営業活動体の換算差額 △20,166 △15,985

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

△6,266 △42,284

純損益に振り替えられる可能性のある項目
合計

△29,359 △59,963

その他の包括利益（税引後）合計 △37,193 △18,861

四半期包括利益合計 12,246 △207,106

四半期包括利益の帰属

親会社の所有者 4,429 △211,301

非支配持分 7,817 4,195

四半期包括利益合計 12,246 △207,106
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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 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） 38,750

その他の包括利益 △13,965 6,406

四半期包括利益合計 － － 38,750 － △13,965 6,406

所有者との取引額等

配当 △36,880

自己株式の取得 △24

自己株式の処分 △104 623

支配継続子会社に対する
持分変動

△1,226

その他の資本の構成要素
から利益剰余金への振替

29,384 △22,978 △6,406

連結範囲の変更に伴う
変動等

△249

所有者との取引額等合計 － △1,330 △7,496 349 △22,978 △6,406

期末残高 419,524 392,587 2,331,429 △58,481 211,076 －

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） － 38,750 10,689 49,440

その他の包括利益 △2,076 △24,685 △34,321 △34,321 △2,872 △37,193

四半期包括利益合計 △2,076 △24,685 △34,321 4,429 7,817 12,246

所有者との取引額等

配当 － △36,880 △5,715 △42,596

自己株式の取得 － △24 △24

自己株式の処分 － 519 519

支配継続子会社に対する
持分変動

－ △1,226 △211 △1,438

その他の資本の構成要素
から利益剰余金への振替

△29,384 － －

連結範囲の変更に伴う
変動等

－ △249 △545 △794

所有者との取引額等合計 － － △29,384 △37,861 △6,473 △44,334

期末残高 △6,510 △92,270 112,294 3,197,355 377,923 3,575,279
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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 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） △191,164

その他の包括利益 18,485 18,422

四半期包括利益合計 － － △191,164 － 18,485 18,422

所有者との取引額等

配当

自己株式の取得 △28

自己株式の処分 △1 2

支配継続子会社に対する
持分変動

1,934

その他の資本の構成要素
から利益剰余金への振替

28,222 △9,799 △18,422

連結範囲の変更に伴う
変動等

△2,763 218

所有者との取引額等合計 － △829 28,222 192 △9,799 △18,422

期末残高 419,524 393,574 1,708,005 △58,313 120,610 －

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） － △191,164 2,920 △188,244

その他の包括利益 △5,119 △51,925 △20,136 △20,136 1,275 △18,861

四半期包括利益合計 △5,119 △51,925 △20,136 △211,301 4,195 △207,106

所有者との取引額等

配当 － － △4,572 △4,572

自己株式の取得 － △28 △28

自己株式の処分 － 0 0

支配継続子会社に対する
持分変動

－ 1,934 △132 1,801

その他の資本の構成要素
から利益剰余金への振替

△28,222 － －

連結範囲の変更に伴う
変動等

－ △2,544 △1,987 △4,532

所有者との取引額等合計 － － △28,222 △637 △6,692 △7,330

期末残高 △9,941 △143,782 △33,113 2,429,679 352,515 2,782,195
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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２四半期連結累計期間の減価償却費は 31,568 百万円減少

し、事業利益、営業利益、税引前四半期利益が 22,851百万円増加している。 

（セグメント情報）

[報告セグメントごとの売上収益、利益又は損失に関する情報] 

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） 

報告セグメント 

合計 調整額 
要約四半期 
連結財務表 
計上額 製鉄 

エンジニア
リング

ケミカル＆
マテリアル

システム
ソリュー
ション

売上収益 2,704,196 157,916 114,177 150,241 3,126,531 △79,347 3,047,183 

セグメント利益(△は損失)
＜事業利益＞

49,205 5,149 11,397 14,971 80,724 △7,623 73,100 

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） 

報告セグメント 

合計 調整額 
要約四半期 
連結財務表 
計上額 製鉄 

エンジニア
リング

ケミカル＆
マテリアル

システム
ソリュー
ション

売上収益 1,965,815 151,511 78,968 121,740 2,318,036 △76,043 2,241,992 

セグメント利益(△は損失)
＜事業利益＞

△116,757 7,211 △3,637 10,636 △102,546 △3,976 △106,523
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