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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 税引前四半期利益 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 ％

2023年３月期
第２四半期

2,564,335 32.0 187,915 △5.5 181,246 △6.2 125,658 △12.3 123,256 △12.4 184,540 8.8

2022年３月期
第２四半期

1,942,977 30.2 198,869 － 193,221 － 143,322 － 140,755 － 169,659 －

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 213.23 213.12

2022年３月期第２四半期 244.45 244.39

(注）事業利益 ：税引前利益から金融損益および金額に重要性のある一過性の項目を除いた利益

（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 5,589,062 2,209,249 2,136,765 38.2

2022年３月期 5,287,909 2,070,739 1,988,268 37.6

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 － 60.00 － 80.00 140.00

2023年３月期 － 50.00

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 ： 有

2023年３月期の期末および合計の配当金額は未定であります。

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 税引前利益
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 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 5,260,000 20.5 255,000 △38.8 240,000 △38.2 155,000 △46.2 267.52

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



※ 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 614,438,399株 2022年３月期 614,438,399株

② 期末自己株式数 2023年３月期２Ｑ 33,473,087株 2022年３月期 38,599,423株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 2023年３月期２Ｑ 578,035,252株 2022年３月期２Ｑ 575,792,894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
１．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であ

ると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。
２．決算補足説明資料は、ＴＤｎｅｔで本日開示するとともに、当社ホームページに掲載することとしておりま

す。
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１．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 101,773 117,082

営業債権及びその他の債権 796,955 804,276

契約資産 123,888 135,064

棚卸資産 1,227,935 1,442,081

未収法人所得税 1,009 806

その他の金融資産 22,830 30,153

その他の流動資産 118,235 114,907

流動資産合計 2,392,629 2,644,372

非流動資産

有形固定資産 1,850,779 1,859,645

のれん 8,174 10,511

無形資産 108,547 113,199

使用権資産 98,417 95,303

投資不動産 57,660 56,819

持分法で会計処理されている投資 454,642 494,048

退職給付に係る資産 24,079 23,102

繰延税金資産 60,372 54,971

その他の金融資産 217,217 220,806

その他の非流動資産 15,388 16,280

非流動資産合計 2,895,280 2,944,690

資産合計 5,287,909 5,589,062
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(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)

負債及び資本

負債

流動負債

営業債務及びその他の債務 678,377 640,672

社債、借入金及びリース負債 339,726 509,803

契約負債 32,580 36,432

未払法人所得税等 50,547 33,593

引当金 12,345 11,523

その他の金融負債 143,406 149,197

その他の流動負債 236,856 219,531

流動負債合計 1,493,840 1,600,754

非流動負債

社債、借入金及びリース負債 1,509,739 1,574,075

退職給付に係る負債 125,927 133,450

引当金 22,663 20,929

繰延税金負債 12,065 13,716

その他の金融負債 43,976 28,283

その他の非流動負債 8,957 8,603

非流動負債合計 1,723,330 1,779,058

負債合計 3,217,170 3,379,813

資本

資本金 147,143 147,143

資本剰余金 652,233 641,077

利益剰余金 1,294,875 1,374,292

自己株式 △180,580 △156,371

その他の資本の構成要素 74,596 130,624

親会社の所有者に帰属する持分合計 1,988,268 2,136,765

非支配持分 82,470 72,483

資本合計 2,070,739 2,209,249

負債及び資本合計 5,287,909 5,589,062
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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

第２四半期連結累計期間

(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 1,942,977 2,564,335

売上原価 △1,633,153 △2,235,871

売上総利益 309,823 328,463

販売費及び一般管理費 △162,312 △185,850

持分法による投資利益 51,405 23,950

その他の収益 11,617 38,339

その他の費用 △11,663 △16,987

事業利益 198,869 187,915

営業利益 198,869 187,915

金融収益 721 1,311

金融費用 △6,369 △7,980

税引前四半期利益 193,221 181,246

法人所得税費用 △49,898 △55,587

四半期利益 143,322 125,658

四半期利益の帰属

親会社の所有者 140,755 123,256

非支配持分 2,567 2,402

四半期利益 143,322 125,658

１株当たり四半期利益

基本的１株当たり四半期利益（円） 244.45 213.23

希薄化後１株当たり四半期利益（円） 244.39 213.12

　

ＪＦＥホールディングス㈱（5411）2023年３月期 第２四半期決算短信

－4－



第２四半期連結会計期間

(単位：百万円)

前第２四半期連結会計期間
(自 2021年７月１日
　至 2021年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 2022年７月１日
　至 2022年９月30日)

売上収益 1,054,036 1,310,735

売上原価 △885,835 △1,151,539

売上総利益 168,200 159,195

販売費及び一般管理費 △82,735 △94,367

持分法による投資利益 25,934 2,480

その他の収益 5,669 13,684

その他の費用 △6,561 △9,738

事業利益 110,506 71,256

営業利益 110,506 71,256

金融収益 384 873

金融費用 △3,111 △4,288

税引前四半期利益 107,779 67,841

法人所得税費用 △27,558 △27,194

四半期利益 80,220 40,647

四半期利益の帰属

親会社の所有者 78,776 39,411

非支配持分 1,444 1,235

四半期利益 80,220 40,647

１株当たり四半期利益

基本的１株当たり四半期利益（円） 136.81 67.99

希薄化後１株当たり四半期利益（円） 136.78 67.95
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要約四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(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 143,322 125,658

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

確定給付制度の再測定 5,590 △2,509

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する
ものとして指定した資本性金融商品の公正価値
の純変動額

5,331 △1,211

持分法によるその他の包括利益 △3,254 △1,622

純損益に振り替えられることのない項目合計 7,666 △5,343

純損益に振り替えられる可能性のある項目

在外営業活動体の外貨換算差額 5,459 26,800

キャッシュ・フロー・ヘッジの有効部分 2,386 △2,957

持分法によるその他の包括利益 10,823 40,382

純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 18,670 64,225

その他の包括利益合計 26,336 58,881

四半期包括利益 169,659 184,540

四半期包括利益の帰属

親会社の所有者 166,402 181,300

非支配持分 3,257 3,239

四半期包括利益 169,659 184,540
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第２四半期連結会計期間

(単位：百万円)

前第２四半期連結会計期間
(自 2021年７月１日
　至 2021年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 2022年７月１日
　至 2022年９月30日)

四半期利益 80,220 40,647

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

確定給付制度の再測定 746 △1,235

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する
ものとして指定した資本性金融商品の公正価値
の純変動額

△4,283 1,353

持分法によるその他の包括利益 △4,053 △996

純損益に振り替えられることのない項目合計 △7,589 △878

純損益に振り替えられる可能性のある項目

在外営業活動体の外貨換算差額 102 10,018

キャッシュ・フロー・ヘッジの有効部分 △5,341 △1,789

持分法によるその他の包括利益 △2,926 21,272

純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 △8,166 29,501

その他の包括利益合計 △15,756 28,622

四半期包括利益 64,464 69,270

四半期包括利益の帰属

親会社の所有者 62,882 67,623

非支配持分 1,582 1,646

四半期包括利益 64,464 69,270
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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

確定給付制度

の再測定

その他の包括

利益を通じて

公正価値で測

定するものと

して指定した

資本性金融商

品の公正価値

の純変動額

2021年４月１日残高 147,143 652,465 1,029,976 △180,639 － 61,620

四半期利益 － － 140,755 － － －

その他の包括利益 － － － － 5,604 2,159

四半期包括利益 － － 140,755 － 5,604 2,159

自己株式の取得 － － － △25 － －

自己株式の処分 － △1 － 2 － －

配当金 － － △5,765 － － －

株式報酬取引 － 29 － 50 － －

連結範囲の変動 － － － － － －

支配継続子会社に対する持分変動 － △349 － － － －

その他の資本の構成要素から利益剰

余金への振替
－ － 6,762 － △5,604 △1,157

非金融資産への振替 － － － － － －

その他 － － － － － －

所有者との取引額合計 － △321 997 27 △5,604 △1,157

2021年９月30日残高 147,143 652,144 1,171,728 △180,612 － 62,622

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

合計在外営業活動

体の外貨換算

差額

キャッシュ・

フロー・ヘッ

ジの有効部分

合計

2021年４月１日残高 △32,256 914 30,278 1,679,223 80,930 1,760,154

四半期利益 － － － 140,755 2,567 143,322

その他の包括利益 14,625 3,257 25,647 25,647 689 26,336

四半期包括利益 14,625 3,257 25,647 166,402 3,257 169,659

自己株式の取得 － － － △25 － △25

自己株式の処分 － － － 0 － 0

配当金 － － － △5,765 △1,207 △6,972

株式報酬取引 － － － 80 － 80

連結範囲の変動 － － － － 232 232

支配継続子会社に対する持分変動 － － － △349 282 △67

その他の資本の構成要素から利益剰

余金への振替
－ － △6,762 － － －

非金融資産への振替 － △7,873 △7,873 △7,873 － △7,873

その他 － － － － △344 △344

所有者との取引額合計 － △7,873 △14,636 △13,932 △1,037 △14,970

2021年９月30日残高 △17,630 △3,701 41,289 1,831,694 83,149 1,914,843
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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

確定給付制度

の再測定

その他の包括

利益を通じて

公正価値で測

定するものと

して指定した

資本性金融商

品の公正価値

の純変動額

2022年４月１日残高 147,143 652,233 1,294,875 △180,580 － 55,560

四半期利益 － － 123,256 － － －

その他の包括利益 － － － － △1,945 △3,025

四半期包括利益 － － 123,256 － △1,945 △3,025

自己株式の取得 － － － △21 － －

自己株式の処分 － △2,002 － 24,202 － －

配当金 － － △46,118 － － －

株式報酬取引 － 58 － 27 － －

連結範囲の変動 － － － － － －

支配継続子会社に対する持分変動 － △9,211 － － － －

その他の資本の構成要素から利益剰

余金への振替
－ － 2,279 － 1,945 △4,224

非金融資産への振替 － － － － － －

その他 － － － － － －

所有者との取引額合計 － △11,155 △43,839 24,208 1,945 △4,224

2022年９月30日残高 147,143 641,077 1,374,292 △156,371 － 48,309

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

合計在外営業活動

体の外貨換算

差額

キャッシュ・

フロー・ヘッ

ジの有効部分

合計

2022年４月１日残高 16,086 2,949 74,596 1,988,268 82,470 2,070,739

四半期利益 － － － 123,256 2,402 125,658

その他の包括利益 65,473 △2,457 58,044 58,044 837 58,881

四半期包括利益 65,473 △2,457 58,044 181,300 3,239 184,540

自己株式の取得 － － － △21 － △21

自己株式の処分 － － － 22,200 － 22,200

配当金 － － － △46,118 △1,380 △47,498

株式報酬取引 － － － 85 － 85

連結範囲の変動 － － － － 4 4

支配継続子会社に対する持分変動 － － － △9,211 △12,071 △21,283

その他の資本の構成要素から利益剰

余金への振替
－ － △2,279 － － －

非金融資産への振替 － 263 263 263 － 263

その他 － － － － 219 219

所有者との取引額合計 － 263 △2,015 △32,802 △13,227 △46,029

2022年９月30日残高 81,560 754 130,624 2,136,765 72,483 2,209,249
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（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(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)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益 193,221 181,246

減価償却費及び償却費 121,869 129,556

引当金の増減額（△は減少） △2,933 △2,924

受取利息及び受取配当金 △2,514 △4,587

支払利息 6,174 7,341

持分法による投資損益（△は益） △51,405 △23,950

営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）

108,958 14,969

棚卸資産の増減額（△は増加） △209,562 △189,853

営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）

72,722 △43,689

その他 △90,178 △25,505

小計 146,352 42,601

利息及び配当金の受取額 10,694 26,088

利息の支払額 △5,693 △6,723

法人所得税の支払額又は還付額
（△は支払）

△5,337 △60,004

営業活動によるキャッシュ・フロー 146,016 1,961

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産、無形資産及び投資不動産の取得
による支出

△159,956 △131,249

有形固定資産、無形資産及び投資不動産の売却
による収入

155 5,973

投資の取得による支出 △3,951 △3,823

投資の売却による収入 11,214 8,600

その他 △5,089 △1,124

投資活動によるキャッシュ・フロー △157,627 △121,623
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(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)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △21,637 8,130

コマーシャル・ペーパーの増減額
（△は減少）

67,000 166,999

長期借入れによる収入 17,955 83,776

長期借入金の返済による支出 △57,207 △88,367

社債の発行による収入 35,000 30,000

社債の償還による支出 △30,000 △10,000

自己株式の取得による支出 △22 △21

親会社の所有者への配当金の支払額 △5,765 △46,118

その他 △34,330 △23,342

財務活動によるキャッシュ・フロー △29,006 121,056

現金及び現金同等物の為替変動による影響 △669 13,914

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △41,287 15,308

現金及び現金同等物の期首残高 142,416 101,773

現金及び現金同等物の四半期末残高 101,129 117,082
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（５）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）

該当事項はありません。
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２．補足資料

   ①連結業績 ( 2022年度　第2四半期実績および業績見通し)
(単位：億円)

2022年度

前回見通し
(８月３日)

上期 年間 上期 年間 上期 年間 年間

鉄鋼事業 14,104 31,734 19,189 39,600 5,085 7,866 41,000

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業 2,292 5,082 2,190 5,200 △ 102 118 5,200

商社事業 5,444 12,317 7,502 14,900 2,058 2,583 14,700

調整額 △ 2,411 △ 5,483 △ 3,239 △ 7,100 △ 828 △ 1,617 △ 7,200

19,429 43,651 25,643 52,600 6,214 8,949 53,700

1,988 4,164 1,879 2,550 △ 109 △ 1,614 2,350

△ 56 △ 116 △ 66 △ 150 △ 10 △ 34 △ 150

鉄鋼事業 1,585 3,237 1,482 1,650 △ 103 △ 1,587 1,500

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業 111 260 △ 39 200 △ 150 △ 60 200

商社事業 256 559 406 600 150 41 550

調整額 △ 20 △ 9 △ 36 △ 50 △ 16 △ 41 △ 50

1,932 4,048 1,812 2,400 △ 120 △ 1,648 2,200

- △ 162 - - - 162 -

税引前利益 1,932 3,885 1,812 2,400 △ 120 △ 1,485 2,200

△ 524 △ 1,004 △ 579 △ 850 △ 55 154 △ 800

1,407 2,880 1,232 1,550 △ 175 △ 1,330 1,400

（注１）事業利益 　　　： 税引前利益から金融損益および個別開示項目を除いた利益。当社連結業績の代表的指標。

（注２）個別開示項目 ： 金額に重要性のある一過性の性格を持つ項目

  ②連結財務指標（ 2022年度 見通し）

ＲＯＳ

ＲＯＡ

ＲＯＥ

ＥＢＩＴＤＡ

有利子負債残高

Ｄｅｂｔ／EBITＤA倍率

Ｄ／Ｅレシオ

(注) ＲＯＳ 　　　　：事業利益／売上収益

ＲＯＡ 　　　　：事業利益／資産合計

ＲＯＥ 　　　　：親会社の所有者に帰属する当期利益／親会社の所有者に帰属する持分

ＥＢＩＴＤＡ   ：事業利益＋減価償却費及び償却費

Ｄｅｂｔ／ＥＢＩＴＤＡ倍率　：有利子負債残高／ＥＢＩＴＤＡ

Ｄ／Ｅレシオ：有利子負債残高／親会社の所有者に帰属する持分

　　　　　　　　 但し、格付け評価上の資本性を併せ持つ負債（※１）について、
　　　　　　　　 格付機関の評価により、資本に算入。

　　　　　　　　　※１ 資本性を併せ持つ負債（劣後特約付ローンおよび社債）
　　　

△1.3%

△3.7%

△8.2%

△1,437億円

1,006億円

79.5%

セグメント利益

　金融損益　　　　 　　Ｂ

売上収益

19,882億円

9.5%

4.7%

6,687億円

2022年度

2.8倍 3.7倍

親会社の所有者
に帰属する持分

　税金費用・
　非支配持分帰属当期利益

21,500億円

0.9倍

1,618億円

4.8%

80.8%

15.7%

18,494億円

7.5%

2021年度

5,250億円

2021年度

19,500億円

増減

8.4%

事業利益（注１）　　　 Ａ

　個別開示項目（注２）

　　合計　　　　　　　　Ａ+Ｂ

親会社の所有者に帰属する

当期利益

増減2022年度

△4.7%

借入実行日／社債発行日 借入／発行金額 資本性評価 資本算入額
（億円） （％） （億円）

2016年６月30日 1,675 25 419 ＊
2018年３月19日 3,000 25 750
2021年６月10日 350 50 175 ＊

＊2016年６月30日に調達した劣後特約付ローン325億円について期限前弁済するとともに、
   2021年６月10日に新たに劣後特約付社債350億円の資金調達を実施。
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③ 粗鋼生産量（ＪＦＥスチール）
       （単位：万ｔ）

上期

④ 鋼材出荷量（ＪＦＥスチール、単独ベース）
       （単位：万ｔ）

⑤ 鋼材輸出比率（ＪＦＥスチール、単独・金額ベース）
       （単位：％）

⑥ 為替レート
       （単位：円/㌦）

⑦ 鋼材平均価格（ＪＦＥスチール、単独ベース）
　     （単位：千円/ｔ）

⑧ エンジニアリング事業の受注状況（セグメント間の取引を含む）

（単位：億円）

分野
2021年度
実績

2022年度
見通し

増減

 Waste  to  Resource 2,039 2,240 201
カーボンニュートラル 874 730 △ 144
複合ユーティリティサービス 134 180 46
基幹インフラ 2,011 2,350 339

合計 5,058 5,500 442

⑨ 設備投資と減価償却費（ＪＦＥホールディングス、連結ベース、単位：億円）

第1四半期 第2四半期 上期 第3四半期 第4四半期 下期 年度

2021年度 (単独) 625 645 1,270 649 669 1,318 2,588

(連結) 659 680 1,339 685 702 1,387 2,726

2022年度 (単独) 643 621 1,264 1,250弱 2,500程度

(連結) 677 659 1,337

第1四半期 第2四半期 上期 第3四半期 第4四半期 下期 年度

2021年度 43.2 49.3 46.5 45.9 43.6 44.7 45.5

2022年度 48.5 45.0 46.7

第1四半期 第2四半期 上期 第3四半期 第4四半期 下期 年度

2021年度 526 556 1,083 563 592 1,155 2,238

2022年度 554 532 1,086

第1四半期 第2四半期 上期 第3四半期 第4四半期 下期 年度

2021年度 109.8 110.0 109.9 113.1 115.3 114.2 112.1

2022年度 126.5 136.6 131.6 145程度 138程度

第1四半期 第2四半期 上期 第3四半期 第4四半期 下期 年度

2021年度 87.6 101.0 94.5 107.6 116.7 112.2 103.7

2022年度 126.7 136.7 131.6

2021年度 2022年度
実績 見通し

設備投資額 3,409 3,000程度 （工事ベース）
減価償却費及び償却費 2,522 2,700程度
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⑩ セグメント利益の増減内容
（単位：億円）

　　ａ．2022年度上期実績、対2021年度上期実績比較
　 （△120億円：2021年度上期実績1,932億円 ⇒ 2022年度上期実績1,812億円）

　　　鉄鋼事業

コスト ＋   100 　設備投資効果　等

数量・構成 ±     0

その他 △   723 　グループ会社△130、エネルギー単価△240　等

鉄鋼事業　計 △   103 　

　　　ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業、商社事業、調整額 △    16

　　ｂ．2022年度通期見通し、対2021年度実績比較
　 （△1,648億円：2021年度実績4,048億円 ⇒ 2022年度見通し2,400億円）

　　　鉄鋼事業

コスト ＋   100 　コスト削減アクション＋230、千葉第６高炉改修影響△130

数量・構成 △   150

△ 1,367   グループ会社△680、エネルギー単価△450　等

鉄鋼事業　計 △ 1,587

　　　ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業、商社事業、調整額 △    60

　　ｃ．2022年度通期見通し、対前回見通し比較
　 （＋200億円：前回見通し2,200億円 ⇒ 今回見通し2,400億円）

　　　鉄鋼事業

コスト ±     0

数量・構成 △   150

販価・原料 ＋ 1,300

△   550   グループ会社△230、エネルギー単価△190　等

鉄鋼事業　計 ＋   150

　　　ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業、商社事業、調整額 ＋    50 　商社事業＋50（国内外での鋼材及び原材料における販売の好調推移  等）

以　　　　上

その他

棚卸資産評価差等

  高値圏で推移する主原料や金属等諸物価の
　販売価格への反映を加速させ、更なるスプレッド改善を図る

△    50

△   400

　数量差△200、構成差＋50

為替フロー差 △ 1,050 　112.1円/$→138円/$程度

為替フロー差 　133円/$→138円/$程度

△ 1,120

その他

　数量差△180、構成差＋30

　高値圏で推移する主原料や金属等諸物価の
　販売価格への反映により、スプレッド改善＋   760販価・原料

　高値圏で推移する主原料や金属等諸物価の
　販売価格への反映により、スプレッド改善＋ 2,000販価・原料

棚卸資産評価差等

為替フロー差 △   500 　109.9円/$→131.6円/$

棚卸資産評価差等 ＋   260
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