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(百万円未満切捨て)

1．2023年3月期第1四半期の連結業績（2022年4月1日～2022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 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

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 ％ 百万円 ％

2023年3月期

第1四半期
1,919,181 27.7 338,873 56.1 338,873 32.2 334,014 33.4 244,145 41.7 230,972 42.5 358,534 53.0

2022年3月期

第1四半期
1,503,151 32.8 217,024 － 256,341 － 250,382 － 172,306 － 162,129 － 234,367 －

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

2023年3月期第1四半期 250.82 224.28

2022年3月期第1四半期 176.08 176.08

(※)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 ％

2023年3月期第1四半期 9,024,437 4,166,472 3,731,449 41.3

2022年3月期 8,752,346 3,897,008 3,466,799 39.6

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

2022年3月期 － 70.00 － 90.00 160.00

2023年3月期 －

2023年3月期(予想) 70.00 － － －

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：有

3．2023年3月期の連結業績予想（2022年4月1日～2023年3月31日）

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

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

第2四半期(累計) 4,000,000 26.4 450,000 △5.8 300,000 0.4 326.00

通期 8,000,000 17.5 800,000 △14.7 600,000 △5.9 652.00

(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『2022年度第１四半期決算について』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 ： 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) 2023年3月期1Ｑ 950,321,402株 2022年3月期 950,321,402株

② 期末自己株式数 2023年3月期1Ｑ 29,455,865株 2022年3月期 29,449,711株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 2023年3月期1Ｑ 920,869,014株 2022年3月期1Ｑ 920,762,338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
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

資産

流動資産

現金及び現金同等物 551,049 410,832

営業債権及びその他の債権 939,406 930,576

棚卸資産 1,756,589 1,976,042

その他の金融資産 41,357 46,509

その他の流動資産 226,253 275,484

流動資産合計 3,514,655 3,639,444

非流動資産

有形固定資産 3,052,640 3,106,540

使用権資産 78,162 77,782

のれん 61,741 64,554

無形資産 130,497 137,710

持分法で会計処理されている投資 1,079,068 1,181,399

その他の金融資産 548,283 525,911

退職給付に係る資産 123,563 116,503

繰延税金資産 158,031 166,953

その他の非流動資産 5,701 7,636

非流動資産合計 5,237,691 5,384,993

資産合計 8,752,346 9,024,437

負債及び資本

負債

流動負債

営業債務及びその他の債務 1,526,719 1,544,462

社債、借入金及びリース負債 344,056 387,975

その他の金融負債 1,042 8,332

未払法人所得税等 109,958 101,921

その他の流動負債 36,852 50,300

流動負債合計 2,018,630 2,092,992

非流動負債

社債、借入金及びリース負債 2,309,339 2,230,744

その他の金融負債 1,207 1,221

退職給付に係る負債 188,350 191,722

繰延税金負債 39,805 38,604

その他の非流動債務 298,005 302,679

非流動負債合計 2,836,707 2,764,972

負債合計 4,855,337 4,857,965

資本

資本金 419,524 419,524

資本剰余金 393,547 401,414

利益剰余金 2,514,775 2,658,559

自己株式 △57,977 △57,991

その他の資本の構成要素 196,928 309,941

親会社の所有者に帰属する持分合計 3,466,799 3,731,449

非支配持分 430,209 435,023

資本合計 3,897,008 4,166,472

負債及び資本合計 8,752,346 9,024,437
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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１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)

売上収益 1,503,151 1,919,181

売上原価 △1,218,685 △1,544,162

売上総利益 284,465 375,018

販売費及び一般管理費 △130,629 △142,769

持分法による投資利益 39,316 45,212

その他収益 32,968 72,220

その他費用 △9,096 △10,808

事業利益 217,024 338,873

事業再編損益 39,317 －

営業利益 256,341 338,873

金融収益 505 981

金融費用 △6,463 △5,840

税引前四半期利益 250,382 334,014

法人所得税費用 △78,076 △89,868

四半期利益 172,306 244,145

四半期利益の帰属

親会社の所有者 162,129 230,972

非支配持分 10,177 13,173

四半期利益 172,306 244,145

１株当たり親会社の普通株主に帰属する
四半期利益（円）

基本的１株当たり四半期利益(円) 176.08 250.82

希薄化後１株当たり四半期利益(円) 176.08 224.28
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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１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)

四半期利益 172,306 244,145

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

△5,668 △18,398

確定給付負債（資産）の純額の再測定 7,640 △4,393

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

84 △2,027

純損益に振り替えられることのない項目
合計

2,056 △24,818

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

244 △268

在外営業活動体の換算差額 35,173 64,073

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

24,586 75,401

純損益に振り替えられる可能性のある項目
合計

60,004 139,207

その他の包括利益（税引後）合計 62,060 114,388

四半期包括利益合計 234,367 358,534

四半期包括利益の帰属

親会社の所有者 221,040 339,772

非支配持分 13,327 18,762

四半期包括利益合計 234,367 358,534

日本製鉄㈱（5401） 
2023年３月期 第１四半期決算短信

4



（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 2021年４月１日 至 2021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 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 419,524 393,168 1,910,333 △58,342 207,300 －

当期変動額

四半期包括利益

四半期利益 162,129

その他の包括利益 △5,536 7,362

四半期包括利益合計 － － 162,129 － △5,536 7,362

所有者との取引額等

配当 △9,219

自己株式の取得 △13

自己株式の処分 0 16

支配継続子会社に対する
持分変動

89

その他の資本の構成要素
から利益剰余金への振替

17,773 △10,411 △7,362

連結範囲の変更に伴う
変動等

0

所有者との取引額等合計 － 89 8,554 4 △10,411 △7,362

期末残高 419,524 393,257 2,081,017 △58,337 191,352 －

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

当期変動額

四半期包括利益

四半期利益 － 162,129 10,177 172,306

その他の包括利益 12,467 44,617 58,910 58,910 3,149 62,060

四半期包括利益合計 12,467 44,617 58,910 221,040 13,327 234,367

所有者との取引額等

配当 － △9,219 △3,221 △12,441

自己株式の取得 － △13 △13

自己株式の処分 － 17 17

支配継続子会社に対する
持分変動

－ 89 △90 △1

その他の資本の構成要素
から利益剰余金への振替

△17,773 － －

連結範囲の変更に伴う
変動等

－ 0 9 10

所有者との取引額等合計 － － △17,773 △9,125 △3,302 △12,427

期末残高 15,864 △70,768 136,448 2,971,911 381,415 3,353,326
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当第１四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022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 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 419,524 393,547 2,514,775 △57,977 178,442 －

当期変動額

四半期包括利益

四半期利益 230,972

その他の包括利益 △16,018 △6,076

四半期包括利益合計 － － 230,972 － △16,018 △6,076

所有者との取引額等

配当 △82,975

自己株式の取得 △10

自己株式の処分 0 0

支配継続子会社に対する
持分変動

7,867

その他の資本の構成要素
から利益剰余金への振替

△4,212 △1,863 6,076

連結範囲の変更に伴う
変動等

△3

所有者との取引額等合計 － 7,867 △87,188 △13 △1,863 6,076

期末残高 419,524 401,414 2,658,559 △57,991 160,560 －

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 58,852 △40,366 196,928 3,466,799 430,209 3,897,008

当期変動額

四半期包括利益

四半期利益 － 230,972 13,173 244,145

その他の包括利益 37,042 93,851 108,799 108,799 5,588 114,388

四半期包括利益合計 37,042 93,851 108,799 339,772 18,762 358,534

所有者との取引額等

配当 － △82,975 △5,245 △88,221

自己株式の取得 － △10 △10

自己株式の処分 － 0 0

支配継続子会社に対する
持分変動

－ 7,867 △9,335 △1,468

その他の資本の構成要素
から利益剰余金への振替

4,212 － －

連結範囲の変更に伴う
変動等

－ △3 633 629

所有者との取引額等合計 － － 4,212 △75,122 △13,948 △89,070

期末残高 95,895 53,485 309,941 3,731,449 435,023 4,166,472
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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。 

（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１四半期連結累計期間（自 2021年４月１日 至 2021年６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 
連結財務諸
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 1,351,538 59,118 57,834 66,443 1,534,935 △31,784 1,503,151 

セグメント利益(△は損失)
＜事業利益＞

202,584 △532 6,230 7,746 216,028 995 217,024 

当第１四半期連結累計期間（自 2022年４月１日 至 2022年６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 
連結財務諸
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 1,750,287 70,984 74,149 65,312 1,960,733 △41,552 1,919,181 

セグメント利益(△は損失)
＜事業利益＞

331,683 3,335 9,230 6,686 350,934 △12,061 338,873 
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