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(百万円未満四捨五入)

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

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１四半期 456,998 △45.2 △15,671 － △10,735 － △7,554 － △7,700 － △10,470 －
2020年３月期第１四半期 833,423 16.0 92,212 48.4 89,349 41.0 66,573 42.5 66,456 40.1 53,461 △13.7

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 △10.04 －
2020年３月期第１四半期 86.67 －

　

　

（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 3,251,558 1,688,170 1,680,805 51.7
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 －
2021年３月期(予想) 28.00 － 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 ：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 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 2,900,000 △13.3 80,000 △62.0 87,000 △58.1 60,000 △60.7 78.25
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：有
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※ 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１Ｑ 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１Ｑ 2,360,709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１Ｑ 766,815,274株 2020年３月期１Ｑ 766,760,733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 858,966 920,957

営業債権及びその他の債権 364,839 338,824

棚卸資産 459,940 424,084

未収法人所得税 15,648 16,145

その他の金融資産 204,373 207,816

その他の流動資産 74,748 55,359

小計 1,978,514 1,963,185

売却目的で保有する資産 251 －

流動資産合計 1,978,765 1,963,185

非流動資産

有形固定資産 820,491 802,344

無形資産及びのれん 209,775 204,295

投資不動産 23,986 24,438

持分法で会計処理されている投資 9,831 9,744

その他の金融資産 19,730 15,518

その他の非流動資産 112,843 113,624

繰延税金資産 118,487 118,410

非流動資産合計 1,315,143 1,288,373

資産合計 3,293,908 3,251,558
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（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）

負債及び資本

負債

流動負債

営業債務及びその他の債務 336,223 182,448

資金調達に係る債務 12,173 175,018

その他の金融負債 44,126 39,618

未払法人所得税 2,642 3,134

引当金 261,162 248,411

その他の流動負債 328,081 283,609

流動負債合計 984,407 932,238

非流動負債

資金調達に係る債務 227,037 273,331

その他の金融負債 67,855 66,584

従業員給付 56,525 58,557

引当金 46,398 44,854

その他の非流動負債 179,849 180,878

繰延税金負債 11,714 6,946

非流動負債合計 589,378 631,150

負債合計 1,573,785 1,563,388

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 △6,723

利益剰余金 1,397,239 1,368,057

その他の資本の構成要素 8,391 5,498

親会社の所有者に帰属する持分合計 1,712,881 1,680,805

非支配持分 7,242 7,365

資本合計 1,720,123 1,688,170

負債及び資本合計 3,293,908 3,251,558
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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１四半期連結累計期間

（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 833,423 456,998

売上原価 △649,084 △378,483

売上総利益 184,339 78,515

販売費及び一般管理費 △73,198 △60,440

研究開発費 △18,328 △32,189

その他の収益 1,193 736

その他の費用 △2,242 △2,190

持分法による投資損益 448 △103

営業利益（△損失） 92,212 △15,671

金融収益 8,932 7,424

金融費用 △11,795 △2,488

税引前四半期利益（△損失） 89,349 △10,735

法人所得税費用 △22,776 3,181

四半期利益（△損失） 66,573 △7,554

四半期利益（△損失）の帰属

親会社の所有者 66,456 △7,700

非支配持分 117 146

四半期利益（△損失） 66,573 △7,554

１株当たり四半期利益（△損失）

基本的１株当たり四半期利益（△損失）（円） 86.67 △10.04
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要約四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

（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（△損失） 66,573 △7,554

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

416 △10

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 △14,547 △4,414

持分法適用会社のその他の包括利益に対す
る持分

△22 41

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

1,041 1,467

その他の包括利益（税引後）合計 △13,112 △2,916

四半期包括利益 53,461 △10,470

四半期包括利益の帰属

親会社の所有者 53,629 △10,593

非支配持分 △168 123

四半期包括利益 53,461 △10,470
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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

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（△損失） － － － 66,456 － 66,456 117 66,573

その他の包括利益
（税引後）

－ － － － △12,827 △12,827 △285 △13,112

四半期包括利益合計 － － － 66,456 △12,827 53,629 △168 53,461

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 － － △2 － － △2 － △2

自己株式の処分 － － － － － － － －

利益剰余金から資本剰余
金への振替

－ － － － － － － －

資本取引及びその他 － － － △756 － △756 － △756

所有者との取引等合計 － － △2 △55,992 － △55,994 － △55,994

期末残高 153,795 160,192 △6,912 1,361,103 11,705 1,679,883 7,483 1,687,366

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

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（△損失） － － － △7,700 － △7,700 146 △7,554

その他の包括利益
（税引後）

－ － － － △2,893 △2,893 △23 △2,916

四半期包括利益合計 － － － △7,700 △2,893 △10,593 123 △10,470

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 － － △1 － － △1 － △1

自己株式の処分 － △0 － － － △0 － △0

利益剰余金から資本剰余
金への振替

－ 0 － △0 － － － －

資本取引及びその他 － － － － － － － －

所有者との取引等合計 － － △1 △21,482 － △21,483 － △21,483

期末残高 153,795 160,178 △6,723 1,368,057 5,498 1,680,805 7,365 1,688,170
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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）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益（△損失） 89,349 △10,735

減価償却費及び償却費 46,741 48,775

持分法による投資損益（△は益） △448 103

金融収益 △8,932 △7,424

金融費用 11,795 2,488

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） 15,566 25,784

棚卸資産の増減額（△は増加） 30,732 32,662

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） △7,858 △141,382

引当金及び従業員給付に係る負債の増減額（△
は減少）

△37,805 △13,425

その他 △922 △15,003

小計 138,218 △78,157

利息の受取額 3,105 1,384

配当金の受取額 263 225

利息の支払額 △492 △444

法人所得税の支払額 △4,395 △2,563

営業活動によるキャッシュ・フロー 136,699 △79,555

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） 17,461 6,488

有形固定資産の取得による支出 △29,735 △40,386

有形固定資産の売却による収入 805 665

無形資産の取得及び内部開発に関わる支出 △18,099 △6,912

その他の金融資産の取得による支出 △72,450 △47,988

その他の金融資産の売却または回収による収入 74,860 51,806

その他 △787 △106

投資活動によるキャッシュ・フロー △27,945 △36,433

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） △868 151,365

長期借入金の返済による支出 △1,545 △379

長期借入れによる収入 5,900 60,000

リース負債の返済による支出 △11,504 △8,406

親会社の所有者への配当金の支払額 △53,695 △20,847

その他 △25 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △61,737 181,731

現金及び現金同等物の為替変動の影響額 △15,492 △3,752

現金及び現金同等物の増加額 31,525 61,991

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 733,853 920,957
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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１四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年６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１四半期連結累計期間及び当第１四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）

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 796,008 35,456 831,464 1,959 － 833,423

(2) セグメント間 701 － 701 6,172 △6,873 －

計 796,709 35,456 832,165 8,131 △6,873 833,423

持分法による投資損益 519 － 519 △71 － 448

営業利益 87,833 2,859 90,692 1,474 46 92,212

金融収益 8,932

金融費用 △11,795

税引前四半期利益 89,349

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）

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 437,134 18,695 455,829 1,169 － 456,998

(2) セグメント間 542 － 542 6,952 △7,494 －

計 437,676 18,695 456,371 8,121 △7,494 456,998

持分法による投資損益 △18 － △18 △85 － △103

営業利益（△損失） △14,091 △2,829 △16,920 1,255 △6 △15,671

金融収益 7,424

金融費用 △2,488

税引前四半期損失 △10,735

(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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