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連結持分変動計算書 (2020年4月1日から2021年3月31日まで)

（単位　百万円）

期首残高 419,524 394,404 1,870,948 △ 58,505 111,924 － 

当期変動額

当期包括利益

　当期利益（△は損失）   △ 32,432    

　その他の包括利益     122,023 45,171

　当期包括利益合計 － － △ 32,432 － 122,023 45,171

所有者との取引額等

　配当       

　自己株式の取得    △ 52   

　自己株式の処分  △ 1  2   

　支配継続子会社に対する
　持分変動

 1,528     

　その他の資本の構成要素
　から利益剰余金への振替

  71,818  △ 26,647 △ 45,171

　連結範囲の変更に伴う変動等  △ 2,763  213   

所有者との取引額等合計 － △ 1,236 71,818 163 △ 26,647 △ 45,171

期末残高 419,524 393,168 1,910,333 △ 58,342 207,300 － 

期首残高 △ 4,821 △ 91,857 15,245 2,641,618 355,013 2,996,631

当期変動額

当期包括利益

　当期利益（△は損失）   － △ 32,432 13,105 △ 19,327

　その他の包括利益 8,218 △ 23,528 151,884 151,884 10,676 162,561

　当期包括利益合計 8,218 △ 23,528 151,884 119,451 23,781 143,233

所有者との取引額等

　配当   － － △ 6,450 △ 6,450

　自己株式の取得   － △ 52  △ 52

　自己株式の処分   － 1  1

　支配継続子会社に対する
　持分変動

  － 1,528 949 2,477

　その他の資本の構成要素
　から利益剰余金への振替

  △ 71,818 －  － 

　連結範囲の変更に伴う変動等   － △ 2,549 △ 1,904 △ 4,454

所有者との取引額等合計 － － △ 71,818 △ 1,072 △ 7,404 △ 8,477

期末残高 3,397 △ 115,385 95,311 2,759,996 371,390 3,131,387

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

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

親会社の所有者に帰属する持分

非支配持分
合計

親会社の所有者に帰属する持分

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

その他の資本の構成要素

資本合計
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【連結注記表】 

 

Ⅰ．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

 

1．連結計算書類の作成方法について  

 当社の連結計算書類は、会社計算規則第 120条第 1項の規定により、国際会計基準（以下、

「IFRS」という。）に基づいて作成している。なお、同項後段の規定により、IFRSで求められ

る開示項目の一部を省略している。  

 

2．連結の範囲に関する事項 

連結子会社の数 389社 

主要な連結子会社の名称については、「1.当社グループの現況に関する事項(9)重要な子会

社等の状況」に記載している。 

なお、当連結会計年度より６社を新たに連結の範囲に加えている。その要因は新規設立（４ 

社）、取得（１社）等である。また、25社を連結の範囲から除外している。その要因は合併 

（11社）、売却（８社）等である。 

 

3．持分法等の適用に関する事項  

持分法適用関連会社等（関連会社・共同支配事業・共同支配企業）の数 110社 

主要な持分法適用関連会社等の名称については、「1.当社グループの現況に関する事項(9)

重要な子会社等の状況」に記載している。 

なお、当連結会計年度より関連会社２社を新たに持分法適用の範囲に加えている。また、関

連会社等10社を持分法適用の範囲から除外している。 

 

4．会計方針に関する事項 

(1) 金融商品 

① 認識及び測定 

当社グループは、契約の当事者となった時点で金融資産を認識している。通常の方法で売 

買される金融資産は取引日に認識している。当社グループは、デリバティブを除く金融資産

を、償却原価で測定される金融資産、その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融

資産に分類しており、当初認識時において分類を決定している。 

償却原価で測定される金融資産及びその他の包括利益を通じて公正価値で測定される金 

融資産は、取得に直接起因する取引コストを公正価値に加算した金額で当初認識している。 

ただし、重大な金融要素を含まない営業債権は取引価格で当初認識している。 

 

 (ⅰ) 償却原価で測定される金融資産 

契約上のキャッシュ・フローを回収するために金融資産を保有することを目的とす

る事業モデルに基づいて金融資産が保有されていること、また契約条件により、元本

及び元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フローが特定の日に生じる

ことという条件がともに満たされる場合にのみ、償却原価で測定される金融資産に分

類している。 

 

(ⅱ) 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 

投資先との取引関係の維持又は強化等を主な目的として保有する株式などの資本性

金融商品について、その保有目的に鑑み、当初認識時にその他の包括利益を通じて公 
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正価値で測定される金融資産に指定している。 

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は、当初認識後の公正価

値の変動をその他の包括利益として認識している。金融資産の認識を中止した場合又

は公正価値が著しく下落した場合には、その他の包括利益を通じて認識された利得又

は損失の累計額を利益剰余金に振り替えている。なお、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から生じる配当金については、配当を受領する権利が確

立された時点で純損益として認識している。 

 

② 認識の中止 

金融資産から生じるキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅した場合、あるいは

金融資産を譲渡し、実質的に所有に伴うすべてのリスクと経済価値のほとんどすべてを他の

企業に移転した場合に、金融資産の認識を中止している。 

 

③ 償却原価で測定される金融資産の減損 

当社グループは、償却原価で測定される金融資産の減損の認識に関し、期末日ごとに予想

信用損失の見積りを行っている。 

営業債権及び当初認識後に信用リスクが著しく増大している金融商品については、全期間

の予想信用損失を見積り、貸倒引当金として認識・測定している。 

信用リスクが著しく増大しているかどうかは、債務不履行発生リスクの変動に基づき判断

しており、債務不履行発生リスクに変動があるかどうかの判断にあたっては、以下を考慮し

ている。 

・発行体又は債務者の著しい財政状態の悪化 

・利息又は元本の支払不履行又は延滞などの契約違反 

・債務者が破産又は他の財務的再編成に陥る可能性が高くなったこと  

 

(2) デリバティブ及びヘッジ会計  

当社グループは、為替変動リスク、金利変動リスク等をヘッジする目的で為替予約、金利

スワップ、通貨スワップ等のデリバティブを利用している。これらのデリバティブは、契約

が締結された時点の公正価値で当初認識され、その後も公正価値で事後測定している。 

デリバティブの公正価値の変動は純損益に認識している。ただし、キャッシュ・フロー・

ヘッジの有効部分はその他の包括利益として認識している。 

当社グループは、ヘッジ手段とヘッジ対象の関係、リスク管理目的及び種々のヘッジ取引

の実施に関する戦略について「金融取引及びデリバティブ取引に係る規程・規則」として正

式に文書化している。当該規程にてデリバティブ取引は事業活動の一環(当社事業活動によ

り現実に行われる取引のリスクヘッジの目的)としての取引(予定取引を含む)に限定し実施

することとしており、トレーディング目的(デリバティブ自体の売買により利益を得る目的)

での取引は一切行わない方針としている。 

なお、当社グループは、ヘッジ取引に使用されているデリバティブがヘッジ対象の公正価

値又はキャッシュ・フローの変動を高い程度で相殺しているか否かについて、ヘッジ取引開

始時及びそれ以降も継続的に評価している。 

ヘッジ会計に関する要件を満たすヘッジは、次のように分類し、会計処理している。 

 

① 公正価値ヘッジ 

ヘッジ手段であるデリバティブの公正価値の変動は、純損益として認識している。ヘッジ 
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対象の公正価値の変動は、ヘッジ対象の帳簿価額を調整するとともに、純損益として認識し

ている。 

 

② キャッシュ・フロー・ヘッジ 

ヘッジ手段であるデリバティブの公正価値の変動額のうち、有効な部分はその他の包括利

益にて認識し、非有効部分は純損益に認識している。 

その他の包括利益に計上されたヘッジ手段に係る金額は、ヘッジ対象である取引が純損益

に影響を与える時点で純損益に振り替えている。ヘッジ対象が非金融資産又は非金融負債の

認識を生じさせるものである場合には、その他の資本の構成要素として認識されている金額

は、非金融資産又は非金融負債の当初の帳簿価額の修正として振り替えている。 

 

（会計方針の変更） 

当社グループは当連結会計年度より、「金利指標改革（IFRS第９号、IAS第 39号、IFRS

第７号の改訂）」を適用している。 

なお、本基準の適用が連結財務諸表の各科目に与える重要な影響はない。 

 

(3) 棚卸資産 

棚卸資産は、取得原価と正味実現可能価額のうち、いずれか低い方の金額で測定している。

取得原価は、主として総平均法に基づいて算定し、購入原価、加工費及び、現在の場所及び

状態に至るまでに要したすべての費用を含んでいる。正味実現可能価額は、通常の事業の過

程における見積売価から、完成までに要する原価の見積額及び販売に要するコストの見積額

を控除したものをいう。 

 

(4) 有形固定資産 

① 認識及び測定  

有形固定資産は、原価モデルを採用し、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額

を控除した金額で表示している。  

有形固定資産の取得原価には、当該資産の取得に直接関連する費用、解体、除去及び原状

回復費用が含まれている。  

 

② 減価償却  

土地等の減価償却を行わない有形固定資産を除き、各資産の取得原価から残存価額を差し

引いた償却可能限度額をもとに、有形固定資産の各構成要素の見積耐用年数にわたり主とし

て定額法で減価償却を行っている。 

主な有形固定資産の見積耐用年数は以下のとおりである。 

・建物       主として 31年  

・機械装置     主として 14年  

  

減価償却方法、見積耐用年数及び残存価額は、毎期末日に見直しを行い、必要に応じて

改定している。  

 

(5) のれん及び無形資産  

無形資産は、原価モデルを採用している。耐用年数を確定できる無形資産は、取得原価か

ら償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額で表示している。のれん及び耐用年数を確

定できない無形資産は、取得原価から減損損失累計額を控除して表示している。  
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① のれん  

当社グループは、移転された対価及び被取得企業の非支配持分の金額の合計額が、支配獲

得日における被取得企業の識別可能な取得資産から引受負債を差し引いた正味金額を上回る

場合には、その超過額をのれんとして認識している。 

のれんは償却を行わず、資金生成単位又は資金生成単位グループに配分している。 

減損については「(7)非金融資産の減損」に記載のとおりである。 

 

② 無形資産 

個別に取得した無形資産は、当初認識時に取得原価で測定しており、企業結合において取

得した無形資産は、取得日現在における公正価値で測定している。また、自己創設の無形資

産については、資産化の要件を満たす開発費用を除き、その支出額をすべて発生した期の費

用として認識している。 

  

③ 償却 

耐用年数を確定できる無形資産は、当該資産が使用可能な状態になった日から見積耐用年

数にわたり、定額法で償却している。償却方法及び見積耐用年数は、毎期末日に見直しを行

い、必要に応じて改定している。 

主な無形資産の見積耐用年数は以下のとおりである。  

・ソフトウェア   主として５年 

・鉱業権    主として 25年 

耐用年数を確定できない無形資産、未だ使用可能でない無形資産は償却を行っていない。 

 

(6) リース 

契約がリースであるか否か、又は契約にリースが含まれているか否かについては、法的に

はリースの形態をとらないものであっても、契約の実質に基づき判断している。 

当社グループは、リース又は契約にリースが含まれていると判定したリース契約の開始時

に使用権資産とリース負債を認識している。リース負債は、リース開始日におけるリース料

総額の未決済分の割引現在価値として測定を行っている。 

使用権資産については、リース負債の当初測定額に当初直接コスト、前払リース料等を調

整し、契約に基づき要求される原状回復義務等のコストを加えた額で当初の測定を行ってい

る。使用権資産は、リース期間にわたり主として定額法により減価償却を行っている。金融

費用は連結損益計算書上、使用権資産に係る減価償却費と区分して表示している。 

なお、当社グループは、リース期間が 12か月以内の短期リース及び少額資産リースにつ

いて、IFRS第 16号の免除規定を適用し、使用権資産及びリース負債を認識しないことを選

択している。これらのリースに関連したリース料を、リース期間にわたり主として定額法に

より費用として認識している。  

 

(7) 非金融資産の減損 

当社グループは、棚卸資産及び繰延税金資産等を除く非金融資産について、毎期末日に各

資産又は資産が属する資金生成単位に対して減損の兆候の有無を判断している。減損の兆候 

が存在する場合には、当該資産又は資金生成単位の回収可能価額を見積り、減損テストを実

施する。のれん及び耐用年数を確定できない無形資産、並びに未だ使用可能でない無形資産

については、少なくとも年１回又は減損の兆候がある場合にはその都度、減損テストを実施

している。 
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資産又は資金生成単位の回収可能価額は、資産又は資金生成単位の処分コスト控除後の公

正価値と使用価値のいずれか高い金額としている。個別資産についての回収可能価額の見積

りが不可能な場合には、当該資産が属する資金生成単位又は資金生成単位グループの回収可

能価額を見積っている。使用価値は、見積将来キャッシュ・フローを現在価値に割り引くこ

とにより算定しており、使用する割引率は、貨幣の時間的価値、及び当該資産に固有のリス

クを反映した税引前の割引率を用いている。 

当該キャッシュ・フローは中長期経営計画及び最新の事業計画を基礎としており、これら

の計画には鋼材需要の予測及び製造コスト改善等を主要な仮定として織り込んでいる。鋼材

需要及び製造コスト改善の予測には高い不確実性を伴い、これらの経営者による判断が将来

キャッシュ・フローに重要な影響を及ぼすと予想される。 

 のれん以外の非金融資産に係る減損損失の戻入れは、過去の期間に認識した減損損失を戻

し入れる可能性を示す兆候が存在し、回収可能価額の見積りを行った結果、回収可能価額が

帳簿価額を上回る場合に行っている。戻し入れる金額は、過年度に減損損失を認識した時点

から戻入れが発生した時点まで減価償却又は償却を続けた場合における帳簿価額を上限とし

ている。のれんに係る減損損失の戻入れは行っていない。   

 

(8) 収益  

収益は、次の 5つのステップを適用し認識される。 

     ステップ 1：顧客との契約を識別する。 

     ステップ 2：契約における履行義務を識別する。 

  ステップ 3：取引価格を算定する。 

     ステップ 4：契約における履行義務に取引価格を配分する。 

     ステップ 5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。 

 

製鉄、ケミカル＆マテリアルの各セグメントの売上収益は概ね物品の販売、エンジニアリ 

ングセグメントの売上収益は概ね工事契約、システムソリューションセグメントの売上収益 

は主としてサービスの提供及び工事契約(受注制作によるソフトウエア)によるものである。 

 

① 一時点で充足される履行義務 

物品の販売については、当該物品の出荷時点で収益を認識している。これは、当該物品を

出荷した時点で当社グループが物理的に占有した状態ではなくなること、顧客に対し請求権

が発生すること、法的所有権が顧客に移転すること等から、その時点で顧客が当該物品に対

する支配を獲得し、履行義務が充足されるとの判断にもとづくものである。 

履行義務が一時点で充足されるサービスについては、サービス提供完了時点で収益を認識

している。 

収益は、受領する対価から、値引き及び割戻しを控除した金額で測定している。 

取引の対価は履行義務を充足してから概ね１年以内に回収している。なお、重大な金融要 

素は含んでいない。 

 

② 一定期間にわたり充足される履行義務 

工事契約及び受注制作のソフトウエアについては、支配が一定期間にわたり移転すること

から、履行義務の進捗に応じて収益を認識している。進捗度は、原価の発生が工事の進捗度

を適切に表すと判断しているため、見積総原価に対する累積実際発生原価の割合で算出して

いる(インプット法)。 

履行義務が一定期間にわたり充足されるサービスについては、サービス提供期間にわたり
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定額で収益を認識している。 

 

(9) 従業員給付   

従業員給付には、短期従業員給付、退職給付及びその他の長期従業員給付が含まれている。 

 

① 短期従業員給付  

短期従業員給付については、割引計算を行わず、関連するサービスが提供された時点で費

用として認識している。 

賞与については、当社グループが、従業員から過去に提供された労働の結果として支払う

べき現在の法的及び推定的債務を負っており、かつその金額が信頼性をもって見積ることが

できる場合、それらの制度に基づいて支払われると見積られる額を負債として認識している。 

 

② 退職給付 

退職給付制度は、確定給付企業年金制度と確定拠出年金制度、及び退職一時金制度からな

っている。退職給付制度の会計処理は以下のとおりである。 

 

(ⅰ) 確定給付企業年金制度及び退職一時金制度  

確定給付制度に関連する資産又は負債の純額は、確定給付制度債務の現在価値から

制度資産の公正価値を控除した金額で認識している。 

確定給付制度債務の現在価値は、毎年、年金数理人によって予測単位積増方式を用

いて算定している。この算定に用いる割引率は、将来の給付支払見込日までの期間を

基に割引期間を設定し、割引期間に対応した期末日時点の優良社債の利回りに基づい

ている。 

数理計算上の差異を含む確定給付負債（資産）の純額の再測定は、発生時に即時に

その他の包括利益として認識し、直ちに利益剰余金に振り替えている。過去勤務費用

は純損益として認識している。 

 

(ⅱ) 確定拠出年金制度  

確定拠出年金制度への拠出は、従業員が役務を提供した期間に費用として認識して

いる。 

 

(10) 法人所得税   

法人所得税は、当期税金と繰延税金から構成されている。これらは、直接資本又はその他

の包括利益で認識される項目を除き、純損益として認識している。当社グループの当期税金

は、期末日時点において施行又は実質的に施行されている税率を使用し、税務当局に納付又

は税務当局から還付されると予想される額で算定している。当社グループの繰延税金は、会

計上の資産及び負債の帳簿価額と税務上の資産及び負債の金額との一時差異等に基づいて、

期末日に施行又は実質的に施行される法律に従い一時差異等が解消される時に適用されるこ

とが予測される税率を用いて算定している。 

繰延税金資産は、将来減算一時差異等を利用できる課税所得が生じる可能性が高い範囲内

ですべての将来減算一時差異、税務上の繰越欠損金及び繰越税額控除について認識し、毎期

末日に見直しを行い、税務上の便益が実現する可能性が高い範囲内でのみ認識している。た

だし、繰延税金資産は、企業結合以外の取引で、会計上の利益にも課税所得にも影響を与え

ない取引における資産又は負債の当初認識から生じる場合には認識していない。 
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子会社等に対する持分に係る将来減算一時差異については、以下の両方を満たす可能性が

高い範囲内でのみ繰延税金資産を認識している。 

・当該一時差異が、予測し得る期間内に解消される場合 

・当該一時差異を使用することができ、課税所得が稼得される場合 

繰延税金負債は、以下の場合を除き、すべての将来加算一時差異について認識している。 

・のれんの当初認識時 

・企業結合以外の取引で、会計上の利益にも課税所得にも影響を与えない取引における

資産又は負債の当初認識から生じる場合 

・子会社等に対する持分に係る将来加算一時差異で、親会社が一時差異を解消する時期

をコントロールでき、かつ予測可能な期間内に一時差異が解消しない可能性が高い場

合 

当社グループは、鋼材需要の予測及び製造コスト削減等の仮定を織り込んだ中長期経営計

画及び最新の事業計画に基づく将来における課税所得の見積り等の予想など、現状入手可能

な全ての将来情報を用いて、繰延税金資産の回収可能性を判断している。当社グループは、

税務上の便益が実現する可能性が高いと判断した範囲内でのみ繰延税金資産を認識している

が、経営環境悪化に伴う中長期経営計画及び事業計画の目標未達等による将来における課税

所得の見積りの変更や、法定税率の変更を含む税制改正などにより回収可能額が変動する可

能性がある。 

 

5．重要な会計上の見積り及び判断 

IFRSに準拠した連結計算書類の作成において、当社の経営者は会計方針の適用並びに資産及

び負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定の設定を行うことが義務付

けられている。実際の業績はこれらの見積り等とは異なる場合がある。 

見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直している。会計上の見積りの変更による影響は、

その見積りを変更した会計期間及び影響を受ける将来の会計期間において認識している。 

翌連結会計年度において重要な修正をもたらすリスクのある、仮定及び見積りの不確実性に関

する情報のうち、特に重要なものは非金融資産の減損及び繰延税金資産の回収可能性に関するも

のであり、以下の注記等に含まれている。 

 

・Ⅰ．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項 4．会計方針に関する事項 

 (7) 非金融資産の減損 

 

・連結計算書類に計上した額     当連結会計年度末  

有形固定資産                   2,954,938百万円 

使用権資産                             88,559百万円 

のれん                               46,341百万円 

無形資産                      95,826百万円 

持分法で会計処理されている投資          817,328百万円 

 

・Ⅰ．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項 4．会計方針に関する事項 

 (10) 法人所得税 

 

・連結計算書類に計上した額    当連結会計年度末 

    繰延税金資産（繰延税金負債との相殺後）      153,123百万円 
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新型コロナウイルス感染症が当社グループの非金融資産の減損及び繰延税金資産の回収可能性

に与える影響については、鉄鋼需給構造の変化が新型コロナウイルスの影響で加速化し、さらに

厳しい事業環境が継続すると仮定した中長期経営計画及び最新の事業計画を基礎として会計上の

見積りを行っている。この仮定は高い不確実性を伴っており、翌期以降において、仮定の見直し

により、見積り額及び連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性がある。 

 

(会計上の見積りの変更) 

当社は当連結会計年度より、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、当連結会計年度の減価償却費は 67,848百万円減少し、

事業利益、営業利益、税引前利益が 57,779百万円増加している。 

 

 

Ⅱ．連結財政状態計算書に関する注記 

 

1．担保に供している資産及び担保に係る債務  

担保に供している資産及び対応する債務は、以下のとおりである。 

担保に供している資産 
金額 

（百万円） 

土地 9,197 

建物及び構築物 4,121 

機械装置及び運搬具 4,149 

その他 6,037 

合計 23,505 

 

 

対応する債務 
金額 

（百万円） 

短期借入金 951 

長期借入金(１年内返済予定分を含む) 975 

その他 578 

合計 2,504 

このほか、関連会社等の借入金に対し、関連会社株式等419百万円を担保に供している。 
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2．棚卸資産  

  商品及び製品（半製品を含む）         689,719百万円 

  仕掛品                    75,006 

  原材料及び貯蔵品              584,630 

 

3. 資産から直接控除した貸倒引当金 

  営業債権及びその他の債権        1,722百万円 

その他の金融資産            8,987 

 

4．有形固定資産の減価償却累計額         9,548,010百万円 

 

5．債務保証  

   他の会社の金融機関等からの借入債務に対し、保証を行っている。 

  

共同支配企業及び関連会社等の債務に対する保証      282,058百万円 

 

上記には債務保証のほか、保証予約等の保証類似行為を含めて表示している。 

 

 

Ⅲ．連結損益計算書に関する注記 

 

(事業利益) 

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る。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いる。 

 

(事業再編損) 

当連結会計年度に発生した事業の再編、撤退に係る損益であり、その内訳は以下の通りである。 

事業撤退損             18,751百万円 

製鉄セグメントにおいて、ブラジルにおけるシームレスパイプの製造販売を行う合弁事業

である Vallourec Soluções Tubulares do Brasil S.A.の持分譲渡に伴う損失を計上してい

る。また、米国で冷延鋼板の製造事業及び溶融亜鉛めっき鋼板・電気亜鉛めっき鋼板の製造

販売事業を営む I/N Tek、I/N Koteの持分売却益を計上している。 

 

設備休止関連損失       79,914百万円 

製鉄セグメントにおいて、当社の九州製鉄所八幡地区（小倉）鉄源設備等の廃止決定及び

当社の連結子会社である日鉄ステンレス（株）の衣浦製造所の一貫休止決定に基づき発生す

る除却・解体費用等を計上している。 
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Ⅳ．連結持分変動計算書に関する注記 

 

1．当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数  

期末発行済株式数（自己株式を含む） 普通株式     950,321,402株 

期末自己株式数           普通株式     29,564,533株 

 

2．配当に関する事項  

(1) 配当金支払額 

 該当事項はない。 

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの(予定)  

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額 
（百万円） 

1株当たり 
配当額(円) 基準日 効力発生日 

2021年 
６月 23日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 9,219 10 

2021年 

３月 31日 

2021年 

６月 24日 

 

 

Ⅴ．金融商品に関する注記   

 

1．金融商品の状況に関する事項 

(1) 資本管理 

当社グループは、一定の財務健全性の確保を前提に置きながら、投下資本の運用効率を重視

し、持続的な成長のために資本コストを上回る収益が見込める投資（設備投資、研究開発、Ｍ

＆Ａ等）に資金を活用することで企業価値の最大化を実現すると同時に、利益に応じた株主還

元を実施することで株主の要求にも応えることを資本管理の方針としている。そのために必要

な資金については、収益力の維持強化により創出する営業キャッシュ・フローで賄うことを基

本とし、必要に応じて銀行借入及び社債等による資金調達を行っている。 

 

(2) リスク管理に関する事項 

当社グループは、経営活動を行う過程において財務上のリスク（市場リスク・信用リスク・

流動性リスク）に晒されており、当該財務上のリスクを軽減するために、リスク管理を行って

いる。 

 

① 市場リスク管理 

1) 為替リスク管理 

 製品等の輸出に伴う外貨建の債権は為替変動リスクに晒されている。 

 営業債務である支払手形及び買掛金等は、原則として１年以内の支払期日である。その一

部には原料等の輸入に伴う外貨建のものがあり、為替変動リスクに晒されている。 

 外貨建債権債務について、事業活動の一環としての売買取引、資金取引、投融資等に伴う

為替変動リスクを回避するために、為替予約、通貨スワップを利用している。 

 なお、デリバティブ取引については、デリバティブ取引管理規程に則って執行している。

当該規程において、金融商品に係るデリバティブ取引の実施にあたっては、取引方針等を資

金運営委員会に付議し、資金運営委員会にて承認された事項について、必要に応じて経営会

議・取締役会に付議又は報告している。その上で、決定された範囲内で財務部長の決裁によ
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り取引を実行しており、併せて取引残高・損益状況について、資金運営委員会に定期的に報

告することとしている。 

 

2) 金利変動リスク 

 長期借入金、社債の一部は変動金利による調達であり、市場金利動向により支払負担額は

変動する。 

 借入金及び社債に係る支払金利の変動リスクを抑制すること、並びに固定金利付及び変動

金利付の資産・負債の割合を維持することのために、金利スワップ取引を利用している。 

 

3) 市場価格変動リスク 

 市場性のある資本性金融商品は、取引先企業等との事業提携に関連する株式が主なもので

あり、市場価格変動リスクに晒されている。市場性のある資本性金融商品については、適宜、

時価の状況の把握及び事業上の必要性の検討を行っている。 

 

② 信用リスク管理 

 当社は与信管理規程に従い、取引先に対する与信管理状況について情報を共有化し、必要に

応じて債権保全策を検討・実施している。なお、営業債権である受取手形及び売掛金等は、顧 

客の信用リスクに晒されているが、当社は取引相手先を仕入債務及び借入金と相殺可能な当社

の主要仕入先又は高格付会社に限定しており、契約不履行に陥る信用リスクはほとんどないと

判断している。 

 

③ 流動性リスク管理 

 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）に対し、当社は、

各部署からの報告に基づき財務部が適時に資金繰り計画を作成・更新し、流動性リスクを管理

している。また、不測の事態に備えて、コミットメントライン契約を結んでいる。 

 

2．金融商品の公正価値等に関する事項 

 

当連結会計年度における金融商品の帳簿価額及び公正価値は、以下のとおりである。 

なお、連結財政状態計算書において公正価値で測定する金融商品及び帳簿価額が公正価値の合理的

な近似値である金融商品は開示していない。 

 

 

帳簿価額 

（百万円） 

公正価値 

（百万円） 

社債及び借入金 2,196,453 2,216,678 

 

（注）金融商品の公正価値の算定方法 

 ・社債  ：市場価格 

 ・借入金 ：元利金の合計額を、新規に同様の調達を行った場合に想定される利率で割り引いた 

現在価値 
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Ⅵ．１株当たり情報に関する注記   

 

１株当たり親会社所有者帰属持分                  2,997円53銭  

基本的１株当たり当期利益（△は損失）           △35円22銭 
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株主資本等変動計算書（2020年4月1日から2021年3月31日まで）

（単位　百万円）

当期首残高  419,524  111,532  270,305  381,837  26,999  628,523  655,523 △54,651  1,402,234

当期変動額

固定資産圧縮積立金の積立  825 △825 － －

固定資産圧縮積立金の取崩 △13  13 － －

当期純利益(△は損失) △42,098 △42,098 △42,098

自己株式の取得 － △30 △30

自己株式の処分 △1 △1 －  2  1

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － △1 △1  811 △42,910 △42,098 △27 △42,127

当期末残高  419,524  111,532  270,304  381,836  27,811  585,612  613,424 △54,678  1,360,107

当期首残高 44,688 △514 44,174 1,446,409

当期変動額

固定資産圧縮積立金の積立 －

固定資産圧縮積立金の取崩 －

当期純利益(△は損失) △42,098

自己株式の取得 △30

自己株式の処分 1

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

59,435 3,853 63,288 63,288

当期変動額合計 59,435 3,853 63,288 21,160

当期末残高 104,124 3,338 107,463 1,467,570

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本

準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

利益
剰余金
合計

固定資産
圧縮積立金

繰越利益
剰余金

その他利益剰余金

評価・換算差額等

純資産
合計

その他
有価証券
評価差額金

繰延
ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計
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【個別注記表】 

 

Ⅰ．重要な会計方針に係る事項 

 
1．資産の評価基準及び評価方法 

(1)有価証券 

・子会社株式及び関連会社株式････ 移動平均法による原価法 

・その他有価証券 

時価のあるもの･･････････････ 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定） 

時価のないもの･･････････････ 移動平均法による原価法 

 

(2)たな卸資産 

・製品、半製品、仕掛品、原材料･･  総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性 

の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

・貯蔵品         ･･････ 主として先入先出法による原価法（貸借対照表価

額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ

り算定） 

 

2．固定資産の減価償却の方法 

(1)有形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用している。 

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりである。 

建物    主として 31 年 

機械及び装置  主として 14 年 

 

(2)無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用している。  

なお、自社利用ソフトウエアの見込利用可能期間は５年である。 

 

(3)リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。 

 

3．引当金の計上基準 

(1)貸倒引当金 

債権の貸倒による損失に備えて、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。 

 

(2)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき計上している。退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度

末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっている。過去勤務費用

は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法によ

り費用処理している。数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の

翌事業年度から費用処理している。 
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4．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項 

(1)外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益と

して処理している。 

 

(2)ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用している。なお、振当処理の要件を満たしている外貨建取引及び

外貨建金銭債権債務に係る、為替予約及び通貨スワップについては振当処理を採用してい

る。また、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理を採用してい

る。 

 

(3)のれんの償却方法及び償却期間 

のれんの償却については、発生年度に効果の発現する期間の見積りが可能なものについ

てはその年数で、それ以外のものについては５年間で均等償却を行っている。 

 

(4)退職給付に係る会計処理の方法 

退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連

結計算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっている。 

 

(5)消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。 

 

 (6)連結納税制度の適用 

   連結納税制度を適用している。 

 

(7)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用 

   当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設され

たグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見

直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効

果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年３月31日）第３項の取扱いに

より、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年２月

16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の

税法の規定に基づいている。 

 

 

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更) 

当社は当事業年度より、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。 
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この変更により、従来の方法と比べて、当事業年度の減価償却費は 48,277 百万円減少し、

営業利益が 41,068 百万円、経常利益及び税引前当期純利益が 41,077 百万円増加している。 

 

 

5．会計上の見積り 

 会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事

業年度に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりである。 

 

(1)  固定資産の減損  

・計算書類に計上した額 

 有形固定資産                     1,880,798 百万円 

 無形固定資産                         38,418 百万円 

 

・会計上の見積りの内容に関する理解に資するその他の情報 

連結計算書類の『注記事項（重要な会計上の見積り及び判断）』に同一の内容を記載

しているため記載を省略している。 

 

(2) 繰延税金資産の回収可能性 

・計算書類に計上した額 

 繰延税金資産（繰延税金負債との相殺後）                173,169 百万円 

 

・会計上の見積りの内容に関する理解に資するその他の情報 

連結計算書類の『注記事項（重要な会計上の見積り及び判断）』に同一の内容を記載

しているため記載を省略している。 

 
 

なお、新型コロナウイルス感染症が当社の固定資産の減損及び繰延税金資産の回収可能性

に与える影響については、鉄鋼需給構造の変化が新型コロナウイルスの影響で加速化し、さ

らに厳しい事業環境が継続すると仮定した中長期経営計画及び最新の事業計画を基礎として

会計上の見積りを行っている。この仮定は高い不確実性を伴っており、翌期以降において、

仮定の見直しにより、見積り額及び計算書類に重要な影響を及ぼす可能性がある。 

 
（表示方法の変更） 

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第 31 号 2020 年３月 31 日）

を当事業年度の年度末に係る計算書類から適用し、計算書類に重要な会計上の見積りに関す

る注記を開示している。 
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Ⅱ．貸借対照表に関する注記 

 
1．有形固定資産の減価償却累計額  6,977,708 百万円 

 

2．偶発債務 

他の会社の金融機関等からの借入債務に対し、保証を行っている。 

(1) 保証債務 

 

 (保証債務残高) (うち実質負担額) 

AMNS Luxembourg Holdings S.A. 227,885 百万円 227,885 百万円 

AM/NS Calvert LLC 35,571   30,589 

PT KRAKATAU NIPPON STEEL SYNERGY 21,643   21,643 

武鋼日鉄（武漢）ブリキ有限公司 9,688    9,688 

Siam Tinplate Co.,Ltd.    7,434    7,434 

NST日本鉄板（株）    5,198    5,198 

Jamshedpur Continuous Annealing 

 & Processing Company Private Limited 
   3,513    1,721 

日伯ニオブ（株）    3,209    3,209 

TENIGAL, S.de R.L.de C.V.    2,712    2,712 

NIPPON STEEL COLD HEADING WIRE INDIANA INC.    2,533    2,533 

NIPPON STEEL INTEGRATED CRANKSHAFT LLC    2,391    2,391 

NIPPON STEEL SPIRAL PIPE VIETNAM CO.,LTD.    1,328    1,328 

その他    2,145    2,145 

 計  325,255  318,482 

 

(2) 保証予約等                 50 百万円（実質負担額 50百万円） 

 

3．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務 

短期金銭債権               127,947 百万円    

長期金銭債権                              135,741 

短期金銭債務                740,223 

長期金銭債務                    926 

 

 
Ⅲ．損益計算書に関する注記 

 

関係会社との取引高 

営業取引による取引高 

 売上高                 1,049,466 百万円 

 仕入高                  899,785 

営業取引以外の取引による取引高 

 資産譲渡等に伴う収入額          269,998百万円 

 資産譲受等に伴う支出額          144,291 

 

  

19



 

 

 

 

（追加情報） 

当社は、経営資源の有効活用及び財務体質の強化を図るため、2021 年２月５日に、2021

年６月 30 日を引き渡し日として、当社が保有する固定資産を譲渡する契約を締結した。当

該固定資産の譲渡により、2022 年３月期第 1 四半期累計期間において、個別決算上 750 億円

程度を特別利益に計上する見込みである。 

 

1.譲渡資産の内容 

資産の名称及び所在地 

内容：土地 
所在地：東京都板橋区舟渡 

 

２．譲渡先の概要  

（１） 名称 日鉄興和不動産株式会社 

（２） 関連当事者への該当状況 当社の関連会社であるため、関連当事者に該当する。 

 

 

Ⅳ．株主資本等変動計算書に関する注記 

 
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数 

普通株式              28,343,150 株 

 

Ⅴ．税効果会計に関する注記  

 

繰延税金資産の発生の主な原因は、未払賞与、退職給付引当金及び減損損失の損金不算入

額、繰越欠損金であり、繰延税金負債の発生の主な原因は、その他有価証券評価差額金であ

る。 
 

 

Ⅵ．関連当事者との取引に関する注記 

 

子会社及び関連会社等 

 

種類 
会社等 

の名称 

議決権等

の所有

(被所有)

割合 

関連当事

者との 

関係 

取引の 

内容 

取引金額

(百万円) 
科目 

期末残高 

(百万円) 

関連会社 

AMNS 

Luxembourg 

Holdings 

S.A. 

（所有） 

直接 40% 

債務 

保証 

債務 

保証 

（注） 

227,885 ― ― 

 

 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

 (注) 債務保証については、AMNS Luxembourg Holdings S.A.が市中銀行等から調達した借

入金の内、40％にあたる金額に対して当社が保証を行ったものである。 

 

20



 

 

 

 

Ⅶ．１株当たり情報に関する注記 

 

  １株当たり純資産額             1,591円 76 銭 

  １株当たり当期純利益 （△は損失）  △45円 66 銭 

 

 

 

 

 

 

以 上 
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