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(百万円未満切捨て)

1．2023年3月期第2四半期の連結業績（2022年4月1日～2022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)

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2四半期
3,874,406 22.5 541,752 13.4 541,752 26.5 532,507 28.0 394,710 26.2 372,372 24.7 600,064 48.5

2022年3月期

第2四半期
3,163,943 41.1 477,831 － 428,398 － 415,900 － 312,708 － 298,727 － 404,093 －

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2四半期 404.37 361.40

2022年3月期第2四半期 324.43 324.43

(※)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2四半期 9,318,954 4,405,990 3,954,143 42.4

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 － 90.00

2023年3月期(予想) － － －

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無

2023年３月期の期末配当については、2023年３月期第３四半期決算発表時に、年度業績見通し等を踏まえて判断し、公表する予定です。

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、対前期増減率)

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

通期 8,000,000 17.5 870,000 △7.3 670,000 5.1 728.00

(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２四半期決算について』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2Ｑ 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2Ｑ 29,463,341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2Ｑ 920,865,584株 2022年3月期2Ｑ 920,761,965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２四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

資産

流動資産

現金及び現金同等物 551,049 380,967

営業債権及びその他の債権 939,406 995,845

棚卸資産 1,756,589 2,136,519

その他の金融資産 41,357 49,431

その他の流動資産 226,253 236,732

流動資産合計 3,514,655 3,799,495

非流動資産

有形固定資産 3,052,640 3,175,689

使用権資産 78,162 89,791

のれん 61,741 65,631

無形資産 130,497 141,885

持分法で会計処理されている投資 1,079,068 1,261,499

その他の金融資産 548,283 500,862

退職給付に係る資産 123,563 101,838

繰延税金資産 158,031 176,305

その他の非流動資産 5,701 5,953

非流動資産合計 5,237,691 5,519,458

資産合計 8,752,346 9,318,954

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 1,569,794

社債、借入金及びリース負債 344,056 410,321

その他の金融負債 1,042 5,357

未払法人所得税等 109,958 147,581

その他の流動負債 36,852 42,457

流動負債合計 2,018,630 2,175,512

非流動負債

社債、借入金及びリース負債 2,309,339 2,196,486

その他の金融負債 1,207 621

退職給付に係る負債 188,350 190,564

繰延税金負債 39,805 41,369

その他の非流動債務 298,005 308,409

非流動負債合計 2,836,707 2,737,451

負債合計 4,855,337 4,912,963

資本

資本金 419,524 419,524

資本剰余金 393,547 399,676

利益剰余金 2,514,775 2,808,788

自己株式 △57,977 △58,006

その他の資本の構成要素 196,928 384,160

親会社の所有者に帰属する持分合計 3,466,799 3,954,143

非支配持分 430,209 451,847

資本合計 3,897,008 4,405,990

負債及び資本合計 8,752,346 9,318,954
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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２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)

売上収益 3,163,943 3,874,406

売上原価 △2,573,417 △3,233,511

売上総利益 590,525 640,895

販売費及び一般管理費 △263,114 △285,755

持分法による投資利益 116,602 81,395

その他収益 56,311 144,545

その他費用 △22,495 △39,328

事業利益 477,831 541,752

事業再編損 △49,433 －

営業利益 428,398 541,752

金融収益 954 2,848

金融費用 △13,453 △12,094

税引前四半期利益 415,900 532,507

法人所得税費用 △103,191 △137,797

四半期利益 312,708 394,710

四半期利益の帰属

親会社の所有者 298,727 372,372

非支配持分 13,980 22,337

四半期利益 312,708 394,710

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) 324.43 404.37

希薄化後１株当たり四半期利益(円) 324.43 361.40
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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
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)

四半期利益 312,708 394,710

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

9,492 △18,370

確定給付負債（資産）の純額の再測定 11,120 △7,993

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

4,191 △1,859

純損益に振り替えられることのない項目
合計

24,804 △28,222

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

△615 2,929

在外営業活動体の換算差額 29,802 119,752

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

37,393 110,894

純損益に振り替えられる可能性のある項目
合計

66,580 233,577

その他の包括利益（税引後）合計 91,384 205,354

四半期包括利益合計 404,093 600,064

四半期包括利益の帰属

親会社の所有者 384,140 564,220

非支配持分 19,952 35,844

四半期包括利益合計 404,093 600,064
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（３）要約四半期連結持分変動計算書

前第２四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年９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 298,727

その他の包括利益 10,451 10,391

四半期包括利益合計 － － 298,727 － 10,451 10,391

所有者との取引額等

配当 △9,219

自己株式の取得 △34

自己株式の処分 0 17

支配継続子会社に対する
持分変動

△288

その他の資本の構成要素
から利益剰余金への振替

24,230 △13,838 △10,391

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 － △288 15,010 △15 △13,838 △10,391

期末残高 419,524 392,879 2,224,072 △58,358 203,913 －

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 － 298,727 13,980 312,708

その他の包括利益 18,137 46,432 85,412 85,412 5,972 91,384

四半期包括利益合計 18,137 46,432 85,412 384,140 19,952 404,093

所有者との取引額等

配当 － △9,219 △3,964 △13,183

自己株式の取得 － △34 △34

自己株式の処分 － 17 17

支配継続子会社に対する
持分変動

－ △288 281 △6

その他の資本の構成要素
から利益剰余金への振替

△24,230 － －

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 － － △24,230 △9,523 △3,672 △13,196

期末残高 21,534 △68,953 156,493 3,134,613 387,670 3,522,283
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当第２四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年９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 372,372

その他の包括利益 △16,065 △10,599

四半期包括利益合計 － － 372,372 － △16,065 △10,599

所有者との取引額等

配当 △82,975

自己株式の取得 △27

自己株式の処分 0 1

支配継続子会社に対する
持分変動

6,128

その他の資本の構成要素
から利益剰余金への振替

4,616 △15,216 10,599

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 － 6,128 △78,358 △29 △15,216 10,599

期末残高 419,524 399,676 2,808,788 △58,006 147,160 －

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 － 372,372 22,337 394,710

その他の包括利益 58,555 159,957 191,847 191,847 13,506 205,354

四半期包括利益合計 58,555 159,957 191,847 564,220 35,844 600,064

所有者との取引額等

配当 － △82,975 △6,789 △89,765

自己株式の取得 － △27 △27

自己株式の処分 － 1 1

支配継続子会社に対する
持分変動

－ 6,128 △7,564 △1,435

その他の資本の構成要素
から利益剰余金への振替

△4,616 － －

連結範囲の変更に伴う
変動等

－ △3 148 144

所有者との取引額等合計 － － △4,616 △76,876 △14,206 △91,082

期末残高 117,408 119,591 384,160 3,954,143 451,847 4,405,990
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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２四半期連結累計期間（自 2021年４月１日 至 2021年９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 2,851,416 123,879 122,515 131,246 3,229,058 △65,115 3,163,943 

セグメント利益(△は損失)
＜事業利益＞

448,281 △2,940 13,571 14,613 473,525 4,305 477,831 

当第２四半期連結累計期間（自 2022年４月１日 至 2022年９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 3,528,613 164,081 144,901 135,079 3,972,676 △98,269 3,874,406 

セグメント利益(△は損失)
＜事業利益＞

515,828 5,315 13,673 14,070 548,887 △7,134 541,752 
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