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1. 平成28年3月期第2四半期の連結業績（平成27年4月1日～平成27年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

28年3月期第2四半期 1,713,224 △7.3 49,461 △39.8 48,389 △47.4 29,928 △42.8
27年3月期第2四半期 1,848,057 6.9 82,105 39.1 91,971 23.6 52,352 9.5

（注）包括利益 28年3月期第2四半期 △23,054百万円 （―％） 27年3月期第2四半期 89,545百万円 （△17.6％）

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

28年3月期第2四半期 51.89 ―
27年3月期第2四半期 90.75 ―

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

28年3月期第2四半期 4,411,043 1,944,177 42.9 3,279.32
27年3月期 4,639,412 1,990,023 41.8 3,362.22
（参考）自己資本 28年3月期第2四半期 1,891,492百万円 27年3月期 1,938,938百万円

2. 配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 

 

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

27年3月期 ― 20.00 ― 40.00 60.00
28年3月期 ― 20.00
28年3月期（予想） ― ― ―

3. 平成28年 3月期の連結業績予想（平成27年 4月 1日～平成28年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有  

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 3,660,000 △4.9 120,000 △46.1 100,000 △56.7 50,000 △64.1 86.69



(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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）詳細は、添付資料Ｐ．４「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続を実施中であります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．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および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
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。なお、上記予想に関する事項は、添付資料Ｐ．３「１．当四半期決算に関する定性的情報（２）
連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
２．決算補足説明資料は、当社ホームページに掲載することとしております。 

※ 注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有
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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 28年3月期2Q 614,438,399 株 27年3月期 614,438,399 株
② 期末自己株式数 28年3月期2Q 37,643,687 株 27年3月期 37,754,166 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年3月期2Q 576,729,658 株 27年3月期2Q 576,856,619 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第２四半期連結累計期間のわが国経済は、企業業績の改善を受け、設備投資や個人消費は底堅

く推移しているものの、新興国経済の減速等の影響から企業の生産活動および輸出は力強さを欠く

状況にあり、先行きの不透明感はさらに強まっております。このような状況のもと、セグメント別

の業績は以下のとおりとなりました。 

 

  鉄鋼事業においては、国内の在庫調整の長期化等による生産・販売数量の減少に加え、アジアに

おける鋼材の供給過剰による販売価格の下落の影響もあり、売上高は１兆2,460億円と前年同期に比

べ1,781億円の減収となりました。経常利益については、数量の減少や、輸出における販売環境の悪

化が大きく影響し、386億円となり、前年同期に比べ390億円の減益となりました。 

 

  エンジニアリング事業においては、売上高は1,535億円と前年同期に比べ89億円の増収となりまし

た。損益については、売上工事の構成差により、前年同期に比べ６億円の減益となり、28百万円の

経常損失となりました。 

 

  商社事業においては、鉄鋼製品の在庫調整等の影響により販売数量が減少したことなどから、売

上高は9,145億円と前年同期に比べ317億円の減収となりました。経常利益は98億円と前年同期に比

べ16億円の減益となりました。 

 

  以上の結果、当期におけるグループ全体の売上高は、前年同期に比べ1,348億円の減収となる１兆

7,132億円となりました。営業利益は、494億円、経常利益については、483億円となり、前年同期に

比べそれぞれ327億円、436億円の減益となりました。 

 また、税金等調整前四半期純利益は483億円、親会社株主に帰属する四半期純利益は299億円とな

り、前年同期に比べそれぞれ365億円、224億円の減益となりました。 
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（２）連結業績予想に関する定性的情報 

通期のセグメント別の業績は以下のとおりに見込んでおります。 

 

 鉄鋼事業においては、中国を中心に海外における鋼材需要が減少する中、供給過剰の拡大によ

り、海外市況の下落が更に進行しております。現時点では海外市況の回復時期を見通すことが難し

く、下期もこの市場環境が継続すると見込んでおります。国内については、需要は底堅く推移して

いるものの、一部品種の需要のずれ込みにより在庫調整の進展が遅れております。このような状況

のもと、生産・販売数量は前期に比べて減少するとともに、販売価格も下落し、主原料価格下落に

よる棚卸資産評価差等の減益要因も重なり、経常利益は前回見通しを下回る600億円となる見通しで

す。現在の厳しい収益環境を踏まえ、第５次中期経営計画にて策定した製造基盤強化、プロダクト

ミックス改善、および海外事業の推進の取り組みは確実に実行し、収益基盤強化を進めてまいりま

す。 

 

 エンジニアリング事業においては、積極的な受注拡大に努めており、経常利益は200億円となる見

通しです。 

 

 商社事業においては、海外における鋼材市況下落の影響を受け、経常利益は前回見通しを下回る

200億円となる見通しです。 

 

 以上より、通期のグループ全体の売上高は３兆6,600億円、営業利益は1,200億円、経常利益は

1,000億円、親会社株主に帰属する当期純利益は500億円となり、経常利益は前回見通しを下回る見

込みです。 

 

 なお、当期の中間配当については、１株当たり20円を支払うことを取締役会にて決議いたしまし

た。期末の配当については、今後、業績動向を見極めつつ検討することとしており、未定でありま

す。 
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２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（企業結合に関する会計基準等の適用） 

 「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基

準」という。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以

下「連結会計基準」という。）および「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成

25年９月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）等を第１四半期連結会計期間から適用し、支

配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとと

もに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更しております。また、

第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による

取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映さ

せる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更および少数株主持分から非支配

株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第２四半期連結累

計期間および前連結会計年度については、四半期連結財務諸表および連結財務諸表の組替えを行って

おります。 

 企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）、連結会計基準第44－

５項（４）および事業分離等会計基準第57－４項（４）に定める経過的な取扱いに従っており、第１

四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の経常利益および税金等調整前四半期純利益はそれぞれ３百

万円減少しております。また、当第２四半期連結会計期間末の資本剰余金が３百万円増加しておりま

す。 
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３．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

    （単位：百万円） 

 
前連結会計年度 

(平成27年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成27年９月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 85,889 86,263 

受取手形及び売掛金 771,574 630,190 

商品及び製品 357,733 353,672 

仕掛品 45,798 65,623 

原材料及び貯蔵品 408,871 409,754 

その他 203,739 180,421 

貸倒引当金 △2,326 △1,974 

流動資産合計 1,871,280 1,723,951 

固定資産    

有形固定資産    

機械装置及び運搬具（純額） 603,538 608,417 

土地 499,512 499,667 

その他（純額） 526,540 515,677 

有形固定資産合計 1,629,591 1,623,762 

無形固定資産 83,979 81,748 

投資その他の資産    

投資有価証券 970,250 901,637 

その他 90,462 86,474 

貸倒引当金 △6,152 △6,530 

投資その他の資産合計 1,054,560 981,580 

固定資産合計 2,768,131 2,687,092 

資産合計 4,639,412 4,411,043 
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    （単位：百万円） 

 
前連結会計年度 

(平成27年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成27年９月30日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 469,107 409,026 

短期借入金 288,004 272,308 

コマーシャル・ペーパー － 85,995 

1年内償還予定の社債 80,000 20,000 

引当金 12,908 10,529 

その他 365,632 319,207 

流動負債合計 1,215,653 1,117,067 

固定負債    

社債 145,000 125,000 

長期借入金 988,756 953,067 

引当金 61,984 59,919 

退職給付に係る負債 119,331 118,560 

その他 118,662 93,251 

固定負債合計 1,433,735 1,349,799 

負債合計 2,649,388 2,466,866 

純資産の部    

株主資本    

資本金 147,143 147,143 

資本剰余金 647,121 647,124 

利益剰余金 1,066,517 1,072,902 

自己株式 △179,430 △178,577 

株主資本合計 1,681,350 1,688,592 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 194,733 143,441 

繰延ヘッジ損益 △535 △1,798 

土地再評価差額金 15,654 15,644 

為替換算調整勘定 41,107 39,120 

退職給付に係る調整累計額 6,626 6,492 

その他の包括利益累計額合計 257,587 202,899 

非支配株主持分 51,085 52,684 

純資産合計 1,990,023 1,944,177 

負債純資産合計 4,639,412 4,411,043 
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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 平成26年４月１日 
 至 平成26年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27年９月30日) 

売上高 1,848,057 1,713,224 

売上原価 1,613,614 1,504,485 

売上総利益 234,442 208,739 

販売費及び一般管理費 152,336 159,278 

営業利益 82,105 49,461 

営業外収益    

受取利息 544 559 

受取配当金 5,684 6,306 

その他 27,507 13,650 

営業外収益合計 33,736 20,516 

営業外費用    

支払利息 7,165 6,478 

固定資産除却損 6,448 6,506 

その他 10,256 8,602 

営業外費用合計 23,870 21,587 

経常利益 91,971 48,389 

特別損失    

減損損失 7,107 － 

特別損失合計 7,107 － 

税金等調整前四半期純利益 84,864 48,389 

法人税等 30,025 16,895 

四半期純利益 54,838 31,494 

非支配株主に帰属する四半期純利益 2,486 1,566 

親会社株主に帰属する四半期純利益 52,352 29,928 
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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 平成26年４月１日 
 至 平成26年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27年９月30日) 

四半期純利益 54,838 31,494 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 36,948 △50,638 

繰延ヘッジ損益 1,341 △1,428 

為替換算調整勘定 △3,256 △1,452 

退職給付に係る調整額 806 45 

持分法適用会社に対する持分相当額 △1,133 △1,076 

その他の包括利益合計 34,707 △54,549 

四半期包括利益 89,545 △23,054 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 87,351 △24,748 

非支配株主に係る四半期包括利益 2,194 1,693 
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（３）継続企業の前提に関する注記

 該当事項はありません。

 

 

（４）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。
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４．参考資料

   ① 連結業績（平成27年度 第2四半期連結累計期間実績および業績見通し）

第2四半期
連結累計期間

年間
第2四半期

連結累計期間
年間

第2四半期
連結累計期間

年間 年間

（4～9月) （4～9月) （4～9月)

18,480 38,503 17,132 36,600 △ 1,348 △ 1,903

鉄鋼事業 14,241 28,738 12,460 25,500 △ 1,781 △ 3,238

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業 1,446 3,673 1,535 4,000 89 327

商社事業 9,462 19,344 9,145 19,200 △ 317 △ 144

調整額 △ 6,670 △ 13,253 △ 6,010 △ 12,100 660 1,153

821 2,225 494 1,200 △ 327 △ 1,025

98 84 △ 10 △ 200 △ 108 △ 284

919 2,310 483 1,000 △ 436 △ 1,310 2,000

鉄鋼事業 776 1,885 386 600 △ 390 △ 1,285 1,500

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業 6 180 △ 0 200 △ 6 20 200

商社事業 114 246 98 200 △ 16 △ 46 230

調整額 22 △ 2 △ 0 0 △ 22 2 70

△ 71 △ 43 - 0 71 43

税金等調整前当期純利益 848 2,266 483 1,000 △ 365 △ 1,266

△ 325 △ 873 △ 184 △ 500 141 373

523 1,393 299 500 △ 224 △ 893

  ② 連結財務指標（平成27年度 見通し）

ＲＯＳ

ＲＯＡ

ＲＯＥ

借入金・社債等残高

自己資本

Ｄ／Ｅレシオ

(注) ＲＯＳ 　　　　：経常利益／売上高

ＲＯＡ　　　　 ：（経常利益＋支払利息）／総資産

ＲＯＥ　　　 　：親会社株主に帰属する当期純利益／自己資本

Ｄ／Ｅレシオ：借入金・社債等残高／自己資本

　　　　　　　　 但し、格付け評価上の資本性を併せ持つ負債（3,000億円）について、

　　　　　　　　 格付機関の評価により、75％を資本に算入。

【参考】

平成27年度

前回見通し

（単位：億円）

（7月30日）

増減

増減

△3.3%

△3.0%

△617億円

2.7%

2.5%

14,400億円

△5.1%

平成27年度

（2015年度）

平成27年度

（2015年度）

19,389億円 18,800億円

7.7% 2.6%

　税金費用・非支配株主損益

6.0%

5.5%

15,017億円

営業利益

　営業外損益

経常利益

　特別損益

△589億円

△1.3%

売上高

平成26年度

（2014年度）

57.7%

平成26年度

（2014年度）

59.0%

親会社株主に帰属する

当期純利益
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③ 粗鋼生産量（JFEスチール）
          （単位：万ｔ）

④ 鋼材出荷量（JFEスチール、単独ベース）
          （単位：万ｔ）

⑤ 鋼材輸出比率（JFEスチール、単独・金額ベース）
            （単位：％）

⑥ 為替レート
         （単位：円/㌦）

⑦ 鋼材平均価格（JFEスチール、単独ベース）
       （単位：千円/ｔ）

⑧ エンジニアリング事業の受注状況（セグメント間の取引を含む）

平成27年度受注見込み 4,500億円 （前年度比  △2.1％）

⑨ 借入金社債等残高および支払金利、現金及び預金残高（ＪＦＥホールディングス、連結ベース、単位：億円）

第1四半期 第2四半期 上期 第3四半期 第4四半期 下期 年度

平成26年度 (単独) 714 735 1,450 694 700 1,394 2,844

(連結) 787 801 1,588 761 756 1,516 3,104

平成27年度 (単独) 654 691 1,345

(連結) 719 750 1,469

第1四半期 第2四半期 上期 第3四半期 第4四半期 下期 年度

平成26年度 46.2 49.3 47.8 48.1 48.6 48.4 48.1

平成27年度 46.2 48.6 47.4

第1四半期 第2四半期 上期 第3四半期 第4四半期 下期 年度

平成26年度 641 662 1,304 653 651 1,304 2,607

平成27年度 598 639 1,237

第1四半期 第2四半期 上期 第3四半期 第4四半期 下期 年度

平成26年度 102.4 102.7 102.5 112.3 119.4 115.9 109.2

平成27年度 121.0 122.6 121.8

第1四半期 第2四半期 上期 第3四半期 第4四半期 下期 年度

平成26年度 77.9 75.6 76.7 77.9 77.3 77.6 77.1

平成27年度 73.5 68.8 71.0

借入金社債等残高 支払金利 現金及び預金残高
年度末 年度 年度末

15,017 △145 858

14,400 △140 600

平成26年度
実績

平成27年度
見通し
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⑩ 設備投資と減価償却費（ＪＦＥホールディングス、連結ベース、単位：億円）

⑪ 経常利益（鉄鋼事業）の増減内容

　  ａ．平成27年度上期実績、対平成26年度上期実績比較　△ 390億円（ 776億円→386億円 ）

（内容） 数量・販価・原料 △ 350

コスト削減 ＋ 180

棚卸資産評価差等 △ 220

　　ｂ．平成27年度通期見通し、対平成26年度実績比較　△1,285億円（ 1,885億円→600億円 ）

（内容） 数量・販価・原料 △ 1,050

コスト削減 ＋ 350

棚卸資産評価差等 △ 585

　　c．平成27年度通期見通し、対前回見通し比較　△ 900億円（ 1,500億円→600億円 ）

（内容） 数量・販価・原料 △ 500

コスト削減 △ 50

棚卸資産評価差等 △ 350

以　　　　上

平成26年度 平成27年度
実績 見通し

設備投資額 2,259 2,300程度 （工事ベース）
減価償却費 1,760 1,800程度
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