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(百万円未満四捨五入)

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)

営業収益 営業利益
税引前

四半期利益
四半期利益

当社株主に

帰属する四半期利益

四半期包括利益

合計

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 2,282,520 △2.0 563,601 4.3 568,020 3.5 392,357 5.0 391,300 5.1 444,673 19.7

2020年3月期第2四半期 2,330,003 △2.5 540,259 △11.5 548,571 △11.7 373,635 △8.5 372,352 △8.5 371,506 △8.9
　

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2四半期 121.20 －

2020年3月期第2四半期 112.33 －
　

　

(2)連結財政状態

資産合計 資本合計
当社株主に

帰属する持分合計
当社株主に

帰属する持分比率
百万円 百万円 百万円 ％

2021年3月期第2四半期 7,630,841 5,522,427 5,499,981 72.1

2020年3月期 7,535,925 5,272,261 5,249,927 69.7
　

　

　

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 － 60.00 － 60.00 120.00

2021年3月期 － 62.50
2021年3月期(予想) － 0.00 62.50

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無
　　

(注) 当社は、2020年9月29日開催の取締役会において、同日公表した「当社親会社である日本電信電話株式会社による当社株式等に対する公開

買付けに係る賛同の意見表明及び応募推奨に関するお知らせ」に記載の公開買付けの成立を条件に、2021年3月期の配当予想を修正し、

2021年3月期の期末配当を行わないことを決議しております。
　

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)

営業収益 営業利益 税引前当期利益
当社株主に

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 4,570,000 △1.8 880,000 2.9 884,000 1.8 605,000 2.2 187.39
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無
　



※ 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

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 －社(社名) 、除外 －社(社名)
　

　

(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2Ｑ 3,228,629,406株 2020年3月期 3,335,231,094株

② 期末自己株式数 2021年3月期2Ｑ 198株 2020年3月期 106,601,838株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 2021年3月期2Ｑ 3,228,629,248株 2020年3月期2Ｑ 3,314,860,725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

(将来に関する記述等についてのご注意)

本資料(添付資料を含む)に記載されている、将来に関する記述(業績予想を含む)を含む歴史的事実以外のすべての記述は、当社グループ

が現在入手している情報に基づく、現時点における予測、期待、想定、計画、認識、評価等を基礎として記載されているに過ぎません。

また、予想数値を算定するためには、過去に確定し正確に認識された事実以外に、予想を行うために不可欠となる一定の前提(仮定)を用

いています。これらの記述ないし事実または前提(仮定)は、客観的には不正確であったり将来実現しなかったりする可能性があります。

また、その原因となる潜在的リスクや不確定要因はいずれも当社グループの事業、業績または財政状態に悪影響を及ぼす可能性があり、

実際の業績等は様々な要因により予想と大きく異なる可能性があります。それらの潜在的リスクや不確定要因については、当社が公表し

ている最新の有価証券報告書及び四半期報告書をご参照ください。
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1. サマリー情報に関する事項

連結業績予想に関する定連結業績予想に関する定連結業績予想に関する定連結業績予想に関する定連結業績予想に関する定性的情性的情性的情性的情性的情報報報報報

該当事項はありません。
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2. サマリー情報（注記事項）に関する事項

(((((11111))))) 重要な子会社の異動の概重要な子会社の異動の概重要な子会社の異動の概重要な子会社の異動の概重要な子会社の異動の概要要要要要

該当事項はありません。

(((((22222))))) 会計方針の変会計方針の変会計方針の変会計方針の変会計方針の変更更更更更

該当事項はありません。
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3. 要約四半期連結財務諸表

(((((11111))))) 要約四半期連結財政状態要約四半期連結財政状態要約四半期連結財政状態要約四半期連結財政状態要約四半期連結財政状態計算計算計算計算計算書書書書書
(単位：百万円)

前連結会計年度末
(2020年3月31日)

当第2四半期連結会計期間末
(2020年9月30日)

(資産の部)

流動資産

現金及び現金同等物 398,745 342,624

営業債権及びその他の債権 2,154,593 2,124,596

その他の金融資産 1,022 110,815

棚卸資産 90,009 108,109

その他の流動資産 70,957 66,929

流動資産合計 2,715,326 2,753,073

非流動資産

有形固定資産 2,653,145 2,618,743

使用権資産 252,412 337,246

のれん 30,518 30,863

無形資産 656,435 648,108

持分法で会計処理されている投資 140,976 139,894

有価証券及びその他の金融資産 451,532 525,616

契約コスト 312,618 306,610

繰延税金資産 188,608 135,567

その他の非流動資産 134,354 135,122

非流動資産合計 4,820,599 4,877,768

資産合計 7,535,925 7,630,841
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(単位：百万円)

前連結会計年度末
(2020年3月31日)

当第2四半期連結会計期間末
(2020年9月30日)

(負債及び資本の部)

流動負債

営業債務及びその他の債務 1,135,855 933,224

リース負債 69,635 82,730

その他の金融負債 7,618 13,303

未払法人税等 141,064 145,720

契約負債 214,020 192,123

引当金 37,939 25,554

その他の流動負債 134,022 114,654

流動負債合計 1,740,153 1,507,309

非流動負債

長期借入債務 50,000 50,000

リース負債 175,223 243,221

確定給付負債 210,675 215,948

契約負債 32,995 33,155

引当金 8,067 8,205

その他の非流動負債 46,551 50,576

非流動負債合計 523,512 601,105

負債合計 2,263,665 2,108,414

資本

当社株主に帰属する持分

資本金 949,680 949,680

資本剰余金 152,695 152,976

利益剰余金 4,441,034 4,344,329

自己株式 △300,000 △1

その他の資本の構成要素 6,519 52,997

当社株主に帰属する持分合計 5,249,927 5,499,981

非支配持分 22,334 22,446

資本合計 5,272,261 5,522,427

負債及び資本合計 7,535,925 7,630,841
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(((((22222))))) 要約四半期連結損益計算要約四半期連結損益計算要約四半期連結損益計算要約四半期連結損益計算要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包書及び要約四半期連結包書及び要約四半期連結包書及び要約四半期連結包書及び要約四半期連結包括利益計算括利益計算括利益計算括利益計算括利益計算書書書書書

第2四半期連結累計期間

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
(2019年4月1日から
2019年9月30日まで)

当第2四半期連結累計期間
(2020年4月1日から
2020年9月30日まで)

営業収益

通信サービス 1,558,672 1,551,433

端末機器販売 317,765 223,861

その他の営業収入 453,566 507,226

営業収益合計 2,330,003 2,282,520

営業費用

人件費 144,984 146,669

経費 1,127,313 1,031,618

減価償却費 284,986 297,890

通信設備使用料 212,577 225,227

固定資産除却費 19,885 17,516

営業費用合計 1,789,744 1,718,919

営業利益 540,259 563,601

金融収益 9,567 4,223

金融費用 3,911 1,716

持分法による投資損益 2,656 1,912

税引前四半期利益 548,571 568,020

法人税等 174,937 175,663

四半期利益 373,635 392,357

四半期利益の帰属

当社株主 372,352 391,300

非支配持分 1,283 1,058

四半期利益 373,635 392,357

当社株主に帰属する１株当たり
四半期利益

基本的１株当たり四半期利益（円） 112.33 121.20
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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
(2019年4月1日から
2019年9月30日まで)

当第2四半期連結累計期間
(2020年4月1日から
2020年9月30日まで)

四半期利益 373,635 392,357

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

その他の包括利益を通じて公正価値測定
する金融資産の公正価値変動額

△1,137 52,625

持分法適用会社のその他の包括利益に対
する持分

△580 △222

純損益に振り替えられることのない項目
合計

△1,717 52,403

純損益に振り替えられる可能性のある項目

為替換算差額 △332 57

持分法適用会社のその他の包括利益に対
する持分

△80 △144

純損益に振り替えられる可能性のある項目
合計

△412 △87

その他の包括利益（税引後）合計 △2,128 52,316

四半期包括利益合計 371,506 444,673

四半期包括利益合計の帰属

当社株主 370,195 443,491

非支配持分 1,311 1,182

四半期包括利益合計 371,506 444,673
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(((((33333))))) 要約四半期連結持分変動要約四半期連結持分変動要約四半期連結持分変動要約四半期連結持分変動要約四半期連結持分変動計算計算計算計算計算書書書書書

前第2四半期連結累計期間（2019年4月1日から2019年9月30日まで）

(単位：百万円)

当社株主に帰属する持分

非支配
持分

資本合計資本金
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

合計

2019年3月31日 949,680 169,083 4,160,495 △0 92,595 5,371,853 22,271 5,394,124

四半期利益 372,352 372,352 1,283 373,635

その他の包括利益 △2,157 △2,157 29 △2,128

四半期包括利益合計 － － 372,352 － △2,157 370,195 1,311 371,506

剰余金の配当 △183,438 △183,438 △837 △184,275

自己株式の取得 △122,762 △122,762 △122,762

共通支配下の企業結合
による変動

△13,441 17,154 △132 3,580 3,580

子会社の支配喪失を
伴わない変動

△1 △1 99 97

子会社の支配喪失を
伴う変動

－ △26 △26

その他の資本の
構成要素から
利益剰余金への
振替

45,533 △45,533 － －

株主との取引額等合計 － △13,442 △120,751 △122,762 △45,666 △302,621 △765 △303,385

2019年9月30日 949,680 155,641 4,412,096 △122,762 44,772 5,439,427 22,818 5,462,245

(注) 共通支配下の企業結合については、帳簿価額に基づき会計処理しています。「共通支配下の企業結合による変動」

における「資本剰余金」及び「利益剰余金」の変動は、共通支配下の取引により当社が取得した子会社に対する投

資の取得金額と、日本電信電話株式会社における当該子会社の取得時点での帳簿価額の差額によるものです。

当第2四半期連結累計期間（2020年4月1日から2020年9月30日まで）

(単位：百万円)

当社株主に帰属する持分

非支配
持分

資本合計資本金
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

合計

2020年3月31日 949,680 152,695 4,441,034 △300,000 6,519 5,249,927 22,334 5,272,261

四半期利益 391,300 391,300 1,058 392,357

その他の包括利益 52,191 52,191 125 52,316

四半期包括利益合計 － － 391,300 － 52,191 443,491 1,182 444,673

剰余金の配当 △193,718 △193,718 △790 △194,508

自己株式の取得 △0 △0 △0

自己株式の消却 △300,000 300,000 － －

子会社の支配喪失を
伴わない変動

△2,654 △2,654 △280 △2,934

その他の資本の
構成要素から
利益剰余金への
振替

5,713 △5,713 － －

その他 2,935 2,935 2,935

株主との取引額等合計 － 281 △488,004 300,000 △5,713 △193,437 △1,070 △194,507

2020年9月30日 949,680 152,976 4,344,329 △1 52,997 5,499,981 22,446 5,522,427
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(((((44444))))) 要約四半期連結財務諸表要約四半期連結財務諸表要約四半期連結財務諸表要約四半期連結財務諸表要約四半期連結財務諸表に関する注記事に関する注記事に関する注記事に関する注記事に関する注記事項項項項項

（（（（（継続企業の前提に関する継続企業の前提に関する継続企業の前提に関する継続企業の前提に関する継続企業の前提に関する注注注注注記記記記記）））））

該当事項はありません。

（（（（（株主資本の金額に変動が株主資本の金額に変動が株主資本の金額に変動が株主資本の金額に変動が株主資本の金額に変動があった場合の注あった場合の注あった場合の注あった場合の注あった場合の注記記記記記）））））

2020年3月27日開催の取締役会において、自己株式の消却を行うことを決議し、2020年4月2日に、普通株式

106,601,688株、300,000百万円を消却しています。消却の結果、自己株式の取得価額と等しい金額を利益剰余金より、

300,000百万円減額しています。

（（（（（セグメント情セグメント情セグメント情セグメント情セグメント情報報報報報）））））

当社グループの最高経営意思決定者は取締役会です。最高経営意思決定者は内部のマネジメントレポートからの情報

に基づいて事業セグメントの営業成績を評価し、経営資源を配分しています。

当社グループは、事業セグメントの区分を通信事業、スマートライフ事業、その他の事業の3つに分類しています。

通信事業には、携帯電話サービス(5Gサービス、LTE(Xi)サービス、FOMAサービス)、光ブロードバンドサービス、衛星

電話サービス、国際サービス及び各サービスの端末機器販売などが含まれます。

スマートライフ事業には、コンテンツ・ライフスタイル（動画・音楽・書籍等の配信サービス、ショッピングサービ

ス、ヘルスケアサービス等）、金融・決済（「dカード」、「d払い」、Fintechサービス等）、マーケティング・ソリュ

ーション（「dポイント」、広告・CRM等）などが含まれます。

その他の事業には、ケータイ補償サービス、法人IoT、システム開発・販売・保守受託などが含まれます。

セグメント営業収益：

第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

項目
前第2四半期連結累計期間

(2019年4月1日から
2019年9月30日まで)

当第2四半期連結累計期間
(2020年4月1日から
2020年9月30日まで)

通信事業

外部顧客との取引 1,870,140 1,761,414

セグメント間取引 984 1,101

小計 1,871,124 1,762,516

スマートライフ事業

外部顧客との取引 243,288 302,948

セグメント間取引 9,868 14,247

小計 253,157 317,196

その他の事業

外部顧客との取引 216,575 218,158

セグメント間取引 3,539 4,052

小計 220,114 222,210

セグメント合計 2,344,395 2,301,921

セグメント間取引消去 △14,391 △19,401

連結 2,330,003 2,282,520
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セグメント営業利益 (△損失)：

第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

項目
前第2四半期連結累計期間

(2019年4月1日から
2019年9月30日まで)

当第2四半期連結累計期間
(2020年4月1日から
2020年9月30日まで)

通信事業 445,736 433,604

スマートライフ事業 34,722 61,751

その他の事業 59,801 68,247

営業利益 540,259 563,601

金融収益 9,567 4,223

金融費用 3,911 1,716

持分法による投資損益 2,656 1,912

税引前四半期利益 548,571 568,020

　


