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1．2022年 3月期第 3四半期の連結業績（2021年 4月 1日～2021年 12月 31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 

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2022年 3月期第 3四半期 4,942,481 43.3 743,749 ― 728,136 ― 709,775 ― 528,832 ― 507,894 ― 

2021年 3月期第 3四半期 3,449,817 △22.9 △33,169 ― △67,385 ― △81,478 ― △116,484 ― △123,800 ― 

四半期包括利益 

合計額 

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 

百万円 ％ 円 銭 円 銭 

2022年 3月期第 3四半期 617,890 ― 551.60 533.32 

2021年 3月期第 3四半期 △71,990 ― △134.45 △134.45
（※）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 ％ 

2022年 3月期第 3四半期 8,589,018 3,671,847 3,277,791 38.2 

2021年 3月期 7,573,946 3,131,387 2,759,996 36.4 

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

2021年 3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00 

2022年 3月期 ― 70.00 ― 

2022年 3月期(予想) 70.00 140.00 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有 

3．2022年 3月期の連結業績予想（2021年 4月 1日～2022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 6,600,000 36.7 800,000 627.0 520,000 ― 565.00 

（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『2021年度第３四半期決算について』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） 2022年 3月期 3Ｑ 950,321,402株 2021年 3月期 950,321,402株 

② 期末自己株式数 2022年 3月期 3Ｑ 29,572,633株 2021年 3月期 29,564,533株 

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年 3月期 3Ｑ 920,759,039株 2021年 3月期 3Ｑ 920,740,512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
(2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

資産

流動資産

現金及び現金同等物 359,465 626,375

営業債権及びその他の債権 805,306 858,968

棚卸資産 1,349,355 1,698,012

その他の金融資産 27,772 29,041

その他の流動資産 130,786 220,749

流動資産合計 2,672,686 3,433,146

非流動資産

有形固定資産 2,954,938 3,011,390

使用権資産 88,559 81,323

のれん 46,341 47,198

無形資産 95,826 121,815

持分法で会計処理されている投資 817,328 1,042,698

その他の金融資産 628,226 540,930

退職給付に係る資産 110,396 124,642

繰延税金資産 153,123 179,917

その他の非流動資産 6,519 5,954

非流動資産合計 4,901,260 5,155,871

資産合計 7,573,946 8,589,018

負債及び資本

負債

流動負債

営業債務及びその他の債務 1,382,761 1,476,483

社債、借入金及びリース負債 308,985 416,105

その他の金融負債 1,250 1,994

未払法人所得税等 24,256 168,786

その他の流動負債 54,077 51,702

流動負債合計 1,771,331 2,115,072

非流動負債

社債、借入金及びリース負債 2,250,246 2,300,654

その他の金融負債 4,784 2,167

退職給付に係る負債 189,453 191,889

繰延税金負債 37,385 44,053

その他の非流動債務 189,358 263,332

非流動負債合計 2,671,228 2,802,097

負債合計 4,442,559 4,917,170

資本

資本金 419,524 419,524

資本剰余金 393,168 393,612

利益剰余金 1,910,333 2,378,182

自己株式 △58,342 △58,375

その他の資本の構成要素 95,311 144,847

親会社の所有者に帰属する持分合計 2,759,996 3,277,791

非支配持分 371,390 394,056

資本合計 3,131,387 3,671,847

負債及び資本合計 7,573,946 8,589,018
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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３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)

売上収益 3,449,817 4,942,481

売上原価 △3,112,648 △4,037,824

売上総利益 337,168 904,656

販売費及び一般管理費 △361,234 △403,990

持分法による投資利益 25,648 183,354

その他収益 39,070 93,685

その他費用 △73,822 △33,956

事業利益（△は損失） △33,169 743,749

事業再編損 △34,216 △15,613

営業利益（△は損失） △67,385 728,136

金融収益 4,808 1,408

金融費用 △18,900 △19,769

税引前四半期利益（△は損失） △81,478 709,775

法人所得税費用 △35,006 △180,942

四半期利益（△は損失） △116,484 528,832

四半期利益（△は損失）の帰属

親会社の所有者 △123,800 507,894

非支配持分 7,315 20,937

四半期利益（△は損失） △116,484 528,832

１株当たり親会社の普通株主に帰属する
四半期利益（△は損失）（円）

基本的１株当たり四半期利益（△は損失）(円) △134.45 551.60

希薄化後１株当たり四半期利益（△は損失）(円) △134.45 533.32
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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３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)

四半期利益(△は損失) △116,484 528,832

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

67,875 △10,342

確定給付負債（資産）の純額の再測定 24,196 12,359

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

7,253 3,580

純損益に振り替えられることのない項目
合計

99,325 5,597

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

691 1,608

在外営業活動体の換算差額 △16,539 26,277

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

△38,983 55,573

純損益に振り替えられる可能性のある項目
合計

△54,831 83,459

その他の包括利益（税引後）合計 44,494 89,057

四半期包括利益合計 △71,990 617,890

四半期包括利益の帰属

親会社の所有者 △80,675 591,140

非支配持分 8,685 26,749

四半期包括利益合計 △71,990 617,890
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（３）要約四半期連結持分変動計算書

前第３四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年12月31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 419,524 394,404 1,870,948 △58,505 111,924 ―

当期変動額

四半期包括利益

四半期利益（△は損失） △123,800

その他の包括利益 66,049 28,384

四半期包括利益合計 ― ― △123,800 ― 66,049 28,384

所有者との取引額等

配当

自己株式の取得 △37

自己株式の処分 △1 2

支配継続子会社に対する
持分変動

1,934

その他の資本の構成要素
から利益剰余金への振替

41,129 △12,744 △28,384

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 ― △830 41,129 178 △12,744 △28,384

期末残高 419,524 393,574 1,788,277 △58,327 165,229 ―

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

当期変動額

四半期包括利益

四半期利益（△は損失） ― △123,800 7,315 △116,484

その他の包括利益 △1,668 △49,641 43,124 43,124 1,369 44,494

四半期包括利益合計 △1,668 △49,641 43,124 △80,675 8,685 △71,990

所有者との取引額等

配当 ― ― △5,827 △5,827

自己株式の取得 ― △37 △37

自己株式の処分 ― 1 1

支配継続子会社に対する
持分変動

― 1,934 820 2,754

その他の資本の構成要素
から利益剰余金への振替

△41,129 ― ―

連結範囲の変更に伴う
変動等

― △2,549 △2,005 △4,555

所有者との取引額等合計 ― ― △41,129 △651 △7,013 △7,664

期末残高 △6,489 △141,498 17,241 2,560,291 356,685 2,916,976
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当第３四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年12月31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（△は損失） 507,894

その他の包括利益 △10,478 12,133

四半期包括利益合計 ― ― 507,894 ― △10,478 12,133

所有者との取引額等

配当 △73,757

自己株式の取得 △52

自己株式の処分 0 19

支配継続子会社に対する
持分変動

△223

その他の資本の構成要素
から利益剰余金への振替

33,710 △21,577 △12,133

連結範囲の変更に伴う
変動等

667 0

所有者との取引額等合計 ― 443 △40,046 △32 △21,577 △12,133

期末残高 419,524 393,612 2,378,182 △58,375 175,244 ―

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（△は損失） ― 507,894 20,937 528,832

その他の包括利益 41,540 40,051 83,246 83,246 5,811 89,057

四半期包括利益合計 41,540 40,051 83,246 591,140 26,749 617,890

所有者との取引額等

配当 ― △73,757 △6,790 △80,548

自己株式の取得 ― △52 △52

自己株式の処分 ― 19 19

支配継続子会社に対する
持分変動

― △223 △300 △524

その他の資本の構成要素
から利益剰余金への振替

△33,710 ― ―

連結範囲の変更に伴う
変動等

― 667 3,007 3,675

所有者との取引額等合計 ― ― △33,710 △73,345 △4,084 △77,429

期末残高 44,937 △75,334 144,847 3,277,791 394,056 3,671,847
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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３四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年12月31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 3,016,923 242,519 127,511 183,797 3,570,752 △120,934 3,449,817 

セグメント利益(△は損失)
＜事業利益＞

△60,528 14,435 △415 16,601 △29,908 △3,261 △33,169

当第３四半期連結累計期間（自 2021年４月１日 至 2021年12月31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 4,466,307 195,269 188,294 196,392 5,046,263 △103,782 4,942,481 

セグメント利益(△は損失)
＜事業利益＞

698,103 △424 20,156 22,871 740,707 3,042 743,749 
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