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2022年度 第3四半期 決算概要

連　結

2022 年 度 2021 年 度

第３四半期 第３四半期   
自 2022年04月01日 自 2021年04月01日

至 2022年12月31日 至 2021年12月31日

29,661 億円                    24,923 億円                    19.0 %

29,380 億円                    26,453 億円                    11.1 %

1,052 億円                      808 億円                         30.3 %

1,136 億円                      875 億円                         29.8 %

771 億円                         592 億円                         30.1 %

664 億円                         500 億円                         32.8 %

△2,177 億円                   △1,918 億円                   

45 億円                           436 億円                         

2,129 億円                      2,519 億円                      

197.84円                         149.01円                         32.8 %

 

注. 記載金額は億円未満を切り捨てて表示しています。

四 半 期 利 益

親 会 社 の 所 有 者 に
帰 属 す る 四 半 期 利 益

基 本 的 １ 株 当 た り
四 半 期 利 益

対 前 年 同 四 半 期
増 減 率

受 注 高

売 上 収 益

事 業 利 益

税 引 前 四 半 期 利 益

営 業 活 動 に よ る
キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー

投 資 活 動 に よ る
キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー

財 務 活 動 に よ る
キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー



2023年３月期  第３四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）
2023年２月７日

上場会社名 三菱重工業株式会社 上場取引所  東 名 札 福
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代表者 （役職名）取締役社長 （氏名）泉澤　清次

問合せ先責任者 （役職名）財務企画総括部長 （氏名）西尾　浩 ＴＥＬ  03-6275-6200

四半期報告書提出予定日 2023年２月10日 配当支払開始予定日 －

四半期決算補足説明資料作成の有無：有

四半期決算説明会開催の有無      ：有（機関投資家・証券アナリスト・マスコミ向け）

（百万円未満切捨て）

（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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2023年３月期第３四半期 2,938,046 11.1 105,292 30.3 113,662 29.8 77,125 30.1 66,441 32.8 114,871 46.7

2022年３月期第３四半期 2,645,375 1.6 80,825 240.7 87,568 － 59,285 － 50,019 － 78,317 176.4

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３四半期 197.84 197.55

2022年３月期第３四半期 149.01 148.92

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３四半期 5,477,694 1,731,029 1,637,120 29.9

2022年３月期 5,116,340 1,662,529 1,576,611 30.8

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 － 45.00 － 55.00 100.00

2023年３月期 － 60.00 －

2023年３月期（予想） 60.00 120.00

（％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 4,100,000 6.2 200,000 24.8 190,000 9.4 120,000 5.7 357.46

１．2023年３月期第３四半期の連結業績（2022年４月１日～2022年12月31日）

（注）「事業利益」は、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指標として表示しております。「事

業利益」は「売上収益」から「売上原価」、「販売費及び一般管理費」及び「その他の費用」を控除し、「持分法

による投資損益」及び「その他の収益」を加えたものです。「その他の収益」及び「その他の費用」は、受取配当

金、固定資産売却損益、固定資産減損損失等から構成されております。

（２）連結財政状態

２．配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2023年３月期３Ｑ 337,364,781株 2022年３月期 337,364,781株

②  期末自己株式数 2023年３月期３Ｑ 1,488,310株 2022年３月期 1,660,084株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期３Ｑ 335,826,508株 2022年３月期３Ｑ 335,679,720株

※  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）

※  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）

本資料に記載している業績見通し等の将来に関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づき判断したもので、リスクや不確実性を含ん

でおり、また、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。従いまして、この業績見通しのみに依拠して投資判断を下す

ことはお控えくださいますようお願いいたします。実際の業績は、様々な重要な要素により、この業績見通しとは大きく異なる結果とな

り得ることをご承知おきください。実際の業績に影響を与える要素には当社グループの事業領域をとりまく経済情勢、対ドルをはじめと

する円の為替レート、日本の株式相場などが含まれます。

（決算補足説明資料の入手方法について）

決算補足説明資料は当社ウェブサイトに掲載することとしております。
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

資産

流動資産

現金及び現金同等物 314,257 329,671

営業債権及びその他の債権 744,466 741,272

その他の金融資産 70,952 53,161

契約資産 654,972 740,224

棚卸資産 798,601 951,258

その他の流動資産 219,875 314,982

流動資産合計 2,803,126 3,130,571

非流動資産

有形固定資産 790,204 792,661

のれん 128,690 131,492

無形資産 70,400 71,030

使用権資産 98,255 109,106

持分法で会計処理される投資 212,828 224,201

その他の金融資産 487,430 507,838

繰延税金資産 352,261 359,314

その他の非流動資産 173,144 151,478

非流動資産合計 2,313,214 2,347,122

資産合計 5,116,340 5,477,694

１　要約四半期連結財務諸表

（１）【要約四半期連結財政状態計算書】
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

負債及び資本

流動負債

社債、借入金及びその他の金融負債 304,651 598,730

営業債務及びその他の債務 863,281 770,640

未払法人所得税 28,784 16,848

契約負債 886,551 912,467

引当金 203,585 221,907

その他の流動負債 193,865 201,643

流動負債合計 2,480,720 2,722,238

非流動負債

社債、借入金及びその他の金融負債 773,622 824,610

繰延税金負債 6,217 6,247

退職給付に係る負債 76,824 80,465

引当金 62,218 58,446

その他の非流動負債 54,207 54,656

非流動負債合計 973,090 1,024,427

負債合計 3,453,810 3,746,665

資本

資本金 265,608 265,608

資本剰余金 45,061 41,793

自己株式 △5,946 △5,437

利益剰余金 1,099,158 1,134,615

その他の資本の構成要素 172,728 200,541

親会社の所有者に帰属する持分合計 1,576,611 1,637,120

非支配持分 85,918 93,908

資本合計 1,662,529 1,731,029

負債及び資本合計 5,116,340 5,477,694
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（単位：百万円）

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

 当第３四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日
　至　2022年12月31日)

売上収益 2,645,375 2,938,046

売上原価 2,209,718 2,413,930

売上総利益 435,657 524,116

販売費及び一般管理費 404,836 448,538

持分法による投資損益 12,043 10,124

その他の収益（注） 55,002 56,018

その他の費用 17,041 36,428

事業利益 80,825 105,292

金融収益 18,566 24,035

金融費用 11,824 15,665

税引前四半期利益 87,568 113,662

法人所得税費用 28,282 36,537

四半期利益 59,285 77,125

四半期利益の帰属：

親会社の所有者 50,019 66,441

非支配持分 9,266 10,683

１株当たり四半期利益
（親会社の所有者に帰属）

基本的１株当たり四半期利益 149.01（円） 197.84（円）

希薄化後１株当たり四半期利益 148.92（円） 197.55（円）

（２）【要約四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

（注）その他の収益には受取配当金が含まれる。

前第３四半期連結累計期間と当第３四半期連結累計期間における受取配当金の金額はそれぞれ、14,736百万円、

19,620百万円である。
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（単位：百万円）

 前第３四半期連結会計期間
(自　2021年10月１日
　至　2021年12月31日)

 当第３四半期連結会計期間
(自　2022年10月１日
　至　2022年12月31日)

売上収益 981,628 1,062,779

売上原価 813,749 864,662

売上総利益 167,878 198,117

販売費及び一般管理費 138,006 154,946

持分法による投資損益 3,415 1,750

その他の収益（注） 28,353 20,382

その他の費用 7,027 14,855

事業利益 54,613 50,448

金融収益 9,966 2,961

金融費用 3,546 31,138

税引前四半期利益 61,034 22,270

法人所得税費用 20,219 5,535

四半期利益 40,814 16,735

四半期利益の帰属：

親会社の所有者 37,938 12,308

非支配持分 2,876 4,426

１株当たり四半期利益
（親会社の所有者に帰属）

基本的１株当たり四半期利益 113.02（円） 36.64（円）

希薄化後１株当たり四半期利益 112.95（円） 36.58（円）

【第３四半期連結会計期間】

（注）その他の収益には受取配当金が含まれる。

前第３四半期連結会計期間と当第３四半期連結会計期間における受取配当金の金額はそれぞれ、6,097百万円、

6,852百万円である。
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（単位：百万円）

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

 当第３四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日
　至　2022年12月31日)

四半期利益 59,285 77,125

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

FVTOCIの金融資産の公正価値変動額 △3,243 △6,994

確定給付制度の再測定 294 329

持分法適用会社におけるその他の包括利益 244 749

純損益に振り替えられることのない項目合計 △2,704 △5,914

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 904 2,316

ヘッジコスト 84 △7

在外営業活動体の換算差額 18,182 35,774

持分法適用会社におけるその他の包括利益 2,564 5,576

純損益に振り替えられる可能性のある項目
合計

21,736 43,660

その他の包括利益（税引後） 19,031 37,745

四半期包括利益 78,317 114,871

四半期包括利益の帰属：

親会社の所有者 66,165 103,084

非支配持分 12,151 11,786

（３）【要約四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】
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（単位：百万円）

 前第３四半期連結会計期間
(自　2021年10月１日
　至　2021年12月31日)

 当第３四半期連結会計期間
(自　2022年10月１日
　至　2022年12月31日)

四半期利益 40,814 16,735

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

FVTOCIの金融資産の公正価値変動額 △23,200 22,426

確定給付制度の再測定 264 37

持分法適用会社におけるその他の包括利益 △355 △695

純損益に振り替えられることのない項目合計 △23,291 21,767

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 1,144 4,123

ヘッジコスト 75 △36

在外営業活動体の換算差額 18,310 △52,490

持分法適用会社におけるその他の包括利益 1,976 △2,065

純損益に振り替えられる可能性のある項目
合計

21,507 △50,468

その他の包括利益（税引後） △1,783 △28,700

四半期包括利益 39,030 △11,965

四半期包括利益の帰属：

親会社の所有者 33,753 △10,307

非支配持分 5,277 △1,658

【第３四半期連結会計期間】
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（単位：百万円）

親会社の所有者に帰属する持分

非支配持分 資本合計
資本金 資本剰余金 自己株式 利益剰余金

その他の
資本の
構成要素

合計

2021年４月１日残高 265,608 47,265 △4,452 952,528 105,393 1,366,342 73,047 1,439,390

四半期利益 50,019 50,019 9,266 59,285

その他の包括利益 16,146 16,146 2,884 19,031

四半期包括利益 － － － 50,019 16,146 66,165 12,151 78,317

利益剰余金への振替 17,683 △17,683 － －

自己株式の取得 △2,547 △2,547 △2,547

自己株式の処分 11 93 105 105

配当金 △40,313 △40,313 △4,115 △44,429

その他 △321 914 5,626 16 6,235 797 7,032

所有者との取引額合計 － △309 △1,540 △34,687 16 △36,521 △3,318 △39,839

2021年12月31日残高 265,608 46,955 △5,993 985,543 103,872 1,395,987 81,880 1,477,867

（単位：百万円）

親会社の所有者に帰属する持分

非支配持分 資本合計
資本金 資本剰余金 自己株式 利益剰余金

その他の
資本の
構成要素

合計

2022年４月１日残高 265,608 45,061 △5,946 1,099,158 172,728 1,576,611 85,918 1,662,529

四半期利益 66,441 66,441 10,683 77,125

その他の包括利益 36,642 36,642 1,102 37,745

四半期包括利益 － － － 66,441 36,642 103,084 11,786 114,871

利益剰余金への振替 8,829 △8,829 － －

自己株式の取得 △12 △12 △12

自己株式の処分 11 41 53 53

配当金 △38,616 △38,616 △2,587 △41,204

その他 △3,280 480 △1,197 △1 △3,998 △1,209 △5,208

所有者との取引額合計 － △3,268 508 △39,813 △1 △42,574 △3,797 △46,371

2022年12月31日残高 265,608 41,793 △5,437 1,134,615 200,541 1,637,120 93,908 1,731,029

（４）要約四半期連結持分変動計算書
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（単位：百万円）

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

 当第３四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日
　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益 87,568 113,662

減価償却費、償却費及び減損損失 99,653 103,822

金融収益及び金融費用（△は益） △343 △4,230

持分法による投資損益（△は益） △12,043 △10,124

有形固定資産及び無形資産売却損益
（△は益）

△28,848 △24,373

有形固定資産及び無形資産除却損 4,367 3,380

営業債権の増減額（△は増加） 11,094 10,271

契約資産の増減額（△は増加） △146,493 △74,693

棚卸資産及び前渡金の増減額（△は増加） △119,166 △162,885

営業債務の増減額（△は減少） △36,705 △113,311

契約負債の増減額（△は減少） △16,017 17,606

引当金の増減額（△は減少） △25,351 18,303

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 7,649 1,673

その他 △33,747 △47,353

小計 △208,385 △168,252

利息の受取額 3,396 4,695

配当金の受取額 18,622 25,466

利息の支払額 △7,320 △8,715

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） 1,875 △70,985

営業活動によるキャッシュ・フロー △191,811 △217,792

（５）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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（単位：百万円）

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

 当第３四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日
　至　2022年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △10,467 △22,694

定期預金の払戻による収入 8,922 22,135

有形固定資産及び無形資産の取得による支出 △96,470 △89,378

有形固定資産及び無形資産の売却による収入 37,737 42,343

投資（持分法で会計処理される投資を含む）の取得に
よる支出

△9,804 △7,089

投資（持分法で会計処理される投資を含む）の売却及
び償還による収入

94,873 58,320

事業（子会社を含む）の売却による支出 △1,259 －

事業（子会社を含む）の売却による収入 11,662 －

事業（子会社を含む）の取得による支出 － △4,404

事業（子会社を含む）の取得による収入 4,799 1,863

短期貸付金の純増減額（△は増加） 1,091 △2,842

長期貸付けによる支出 △49 △38

長期貸付金の回収による収入 85 400

デリバティブ取引による支出 △7,817 △24,251

デリバティブ取引による収入 10,386 31,765

その他 △2 △1,595

投資活動によるキャッシュ・フロー 43,686 4,535

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金等の純増減額（△は減少） 263,928 191,873

長期借入れによる収入 1,095 18,033

長期借入金の返済による支出 △14,467 △5,460

自己株式の取得による支出 △2,547 △12

社債の発行による収入 55,000 20,000

社債の償還による支出 △45,000 △10,000

親会社の所有者への配当金の支払額 △39,460 △37,611

非支配持分への配当金の支払額 △5,431 △6,805

債権流動化による収入 98,607 110,510

債権流動化の返済による支出 △39,115 △43,597

リース負債の返済による支出 △18,645 △23,833

その他 △2,051 △184

財務活動によるキャッシュ・フロー 251,912 212,911

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 9,029 15,759

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 112,817 15,414

現金及び現金同等物の期首残高 245,421 314,257

現金及び現金同等物の四半期末残高 358,238 329,671
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（６）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）

   該当事項はない。

（会計上の見積りの変更）

   該当事項はない。

（追加情報）

   該当事項はない。
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