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（1）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

営業収益 営業利益 税引前四半期利益
当社に帰属する

四半期利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2022年度第3四半期 9,572,594 7.3 1,520,829 △1.2 1,529,910 △1.5 1,032,527 0.2

2021年度第3四半期 8,923,226 2.1 1,539,668 2.5 1,553,958 3.9 1,030,347 24.0

(注)当社に帰属する四半期包括利益 2022年度第3四半期 991,576百万円 (△9.1%) 2021年度第3四半期 1,090,787百万円 (7.5%)

基本的1株当たり
当社に帰属する

四半期利益

希薄化後1株当たり
当社に帰属する

四半期利益

円 銭 円 銭

2022年度第3四半期 294.50 －

2021年度第3四半期 286.08 －

総資産
資本合計

（純資産）
株主資本 株主資本比率

1株当たり
株主資本

百万円 百万円 百万円 ％ 円 銭

2022年度第3四半期 25,156,070 9,201,371 8,425,230 33.5 2,447.28

2021年度 23,862,241 9,018,132 8,282,456 34.7 2,338.73

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年度 － 55.00 － 60.00 115.00

2022年度 － 60.00 －

2022年度（予想） 60.00 120.00

（％表示は、対前期増減率）

営業収益 営業利益 税引前当期利益
当社に帰属する

当期利益

基本的1株当たり
当社に帰属する

当期利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 12,600,000 3.6 1,820,000 2.9 1,822,000 1.5 1,190,000 0.8 340.00

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

（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

3．2022年度の連結業績予想（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） 2022年度3Q 3,622,012,656株 2021年度 3,622,012,656株

②  期末自己株式数 2022年度3Q 179,323,493株 2021年度 80,580,190株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2022年度3Q 3,506,091,060株 2021年度3Q 3,601,626,894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

新規  －社  （社名）－、除外  －社  （社名）－

（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）

（注）期末自己株式数には役員報酬BIP信託が保有する当社株式（2022年度3Q 1,033,466株、2021年度 1,089,760株）が含まれています。 

また、役員報酬BIP信託が保有する当社株式を、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めています。

※  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

　業績予想の前提となる条件及び業績予想ご利用にあたっての注意事項等については、次のとおりとなります。

　本資料に含まれる予想数値及び将来の見通しに関する記述は、現在当社の経営陣が入手している情報に基づいて行

った判断・評価・事実認識・方針の策定等に基づいてなされもしくは算定されています。また、過去に確定し正確に

認識された事実以外に、将来の予想及びその記述を行うために不可欠となる一定の前提（仮定）を用いてなされもし

くは算定したものです。将来の予測及び将来の見通しに関する記述に本質的に内在する不確定性・不確実性及び今後

の事業運営や内外の経済、証券市場その他の状況変化等による変動可能性に照らし、現実の業績の数値、結果、パフ

ォーマンス及び成果は、本資料に含まれる予想数値及び将来の見通しに関する記述と異なる可能性があります。

　当社は、2023年2月9日（木）に機関投資家・アナリスト向けに決算説明会を開催いたします。その模様及び説明内

容については、当日使用する資料とともに、開催後速やかに当社ウェブサイトに掲載する予定です。
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1．サマリー情報（注記事項）に関する事項

(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）

該当事項はありません。

(2)会計方針の変更・会計上の見積りの変更

該当事項はありません。
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（単位：百万円）

前連結会計年度末
(2022年3月31日)

当第3四半期
連結会計期間末
(2022年12月31日)

増減(△)

（資産の部）

流動資産

現金及び現金同等物 834,564 821,832 △12,732

営業債権及びその他の債権 3,604,959 4,093,871 488,912

その他の金融資産 88,441 107,692 19,251

棚卸資産 408,362 495,818 87,456

その他の流動資産 574,922 947,277 372,355

小計 5,511,248 6,466,490 955,242

売却目的で保有する資産 205,344 208,879 3,535

流動資産合計 5,716,592 6,675,369 958,777

非流動資産

有形固定資産 9,326,888 9,411,821 84,933

使用権資産 694,612 677,410 △17,202

のれん 1,213,009 1,282,256 69,247

無形資産 1,951,824 2,053,743 101,919

投資不動産 1,236,490 1,248,975 12,485

持分法で会計処理されている投資 429,806 458,892 29,086

その他の金融資産 1,426,157 1,450,836 24,679

繰延税金資産 970,432 979,008 8,576

その他の非流動資産 896,431 917,760 21,329

非流動資産合計 18,145,649 18,480,701 335,052

資産合計 23,862,241 25,156,070 1,293,829

2．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）

前連結会計年度末
(2022年3月31日)

当第3四半期
連結会計期間末
(2022年12月31日)

増減(△)

（負債及び資本の部）

流動負債

短期借入債務 1,646,806 2,623,480 976,674

営業債務及びその他の債務 2,500,341 2,486,210 △14,131

リース負債 189,495 174,374 △15,121

その他の金融負債 29,566 34,404 4,838

未払人件費 544,455 455,634 △88,821

未払法人税等 210,964 158,495 △52,469

その他の流動負債 1,129,851 1,002,940 △126,911

小計 6,251,478 6,935,537 684,059

売却目的で保有する資産に直接関連

する負債
7,161 11,152 3,991

流動負債合計 6,258,639 6,946,689 688,050

非流動負債

長期借入債務 5,717,465 6,092,311 374,846

リース負債 655,729 653,727 △2,002

その他の金融負債 135,686 156,460 20,774

確定給付負債 1,561,049 1,590,669 29,620

繰延税金負債 137,474 134,914 △2,560

その他の非流動負債 378,067 379,929 1,862

非流動負債合計 8,585,470 9,008,010 422,540

負債合計 14,844,109 15,954,699 1,110,590

資本

株主資本

資本金 937,950 937,950 －

利益剰余金 7,293,915 7,858,957 565,042

自己株式 △226,459 △608,629 △382,170

その他の資本の構成要素 277,050 236,952 △40,098

株主資本合計 8,282,456 8,425,230 142,774

非支配持分 735,676 776,141 40,465

資本合計 9,018,132 9,201,371 183,239

負債及び資本合計 23,862,241 25,156,070 1,293,829
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（単位：百万円）

 前第3四半期連結累計期間
(2021年 4月 1日から

　2021年12月31日まで)

 当第3四半期連結累計期間
(2022年 4月 1日から

　2022年12月31日まで)
増 減（△）

営業収益 8,923,226 9,572,594 649,368

営業費用

人件費 1,906,671 2,061,605 154,934

経費 4,144,582 4,643,357 498,775

減価償却費 1,157,904 1,176,675 18,771

固定資産除却費 76,838 68,783 △8,055

減損損失 1,581 236 △1,345

租税公課 95,982 101,109 5,127

営業費用合計 7,383,558 8,051,765 668,207

営業利益 1,539,668 1,520,829 △18,839

金融収益 42,960 45,670 2,710

金融費用 41,585 61,857 20,272

持分法による投資損益 12,915 25,268 12,353

税引前四半期利益 1,553,958 1,529,910 △24,048

法人税等 468,266 431,804 △36,462

四半期利益 1,085,692 1,098,106 12,414

当社に帰属する四半期利益 1,030,347 1,032,527 2,180

非支配持分に帰属する四半期利益 55,345 65,579 10,234

当社に帰属する1株当たり四半期利益

基本的1株当たり四半期利益（円） 286.08 294.50

(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3四半期連結累計期間
(2021年 4月 1日から

　2021年12月31日まで)

 当第3四半期連結累計期間
(2022年 4月 1日から

　2022年12月31日まで)
増 減（△）

四半期利益 1,085,692 1,098,106 12,414

その他の包括利益（税引後）

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測定

する金融資産の公正価値変動額
22,623 △69,502 △92,125

持分法適用会社のその他の包括利益に

対する持分
△487 △58 429

確定給付制度の再測定 △2 △19 △17

損益に振り替えられることのない項目

合計
22,134 △69,579 △91,713

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 13,421 △43,689 △57,110

ヘッジ・コスト 7,962 6,565 △1,397

外貨換算調整額 45,575 104,912 59,337

持分法適用会社のその他の包括利益に

対する持分
184 9,701 9,517

損益に振り替えられる可能性のある項目

合計
67,142 77,489 10,347

その他の包括利益（税引後）合計 89,276 7,910 △81,366

四半期包括利益合計 1,174,968 1,106,016 △68,952

当社に帰属する四半期包括利益 1,090,787 991,576 △99,211

非支配持分に帰属する四半期包括利益 84,181 114,440 30,259

【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）

株主資本

非支配持分 資本合計
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

合計

2021年3月31日 937,950 － 7,068,008 △704,793 261,542 7,562,707 640,336 8,203,043

四半期包括利益

四半期利益 － － 1,030,347 － － 1,030,347 55,345 1,085,692

その他の包括利益 － － － － 60,440 60,440 28,836 89,276

四半期包括利益合計 － － 1,030,347 － 60,440 1,090,787 84,181 1,174,968

株主との取引額等

剰余金の配当 － － △396,963 － － △396,963 △16,614 △413,577

利益剰余金への振替 － 6,704 3,012 － △9,716 － － －

自己株式の取得及び処分 － 1 － △253,433 － △253,432 － △253,432

自己株式の消却 － △1,292 △730,623 731,915 － － － －

支配継続子会社に対する持分変動 － △1,789 － － － △1,789 △4,324 △6,113

株式に基づく報酬取引 － △3,403 － － － △3,403 29 △3,374

非支配持分へ付与されたプット・

オプション
－ △65 － － － △65 △272 △337

その他 － △156 80 － － △76 △132 △208

株主との取引額等合計 － － △1,124,494 478,482 △9,716 △655,728 △21,313 △677,041

2021年12月31日 937,950 － 6,973,861 △226,311 312,266 7,997,766 703,204 8,700,970

（単位：百万円）

株主資本

非支配持分 資本合計
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

合計

2022年3月31日 937,950 － 7,293,915 △226,459 277,050 8,282,456 735,676 9,018,132

四半期包括利益

四半期利益 － － 1,032,527 － － 1,032,527 65,579 1,098,106

その他の包括利益 － － － － △40,951 △40,951 48,861 7,910

四半期包括利益合計 － － 1,032,527 － △40,951 991,576 114,440 1,106,016

株主との取引額等

剰余金の配当 － － △419,525 － － △419,525 △19,171 △438,696

利益剰余金への振替 － 46,517 △47,370 － 853 － － －

自己株式の取得及び処分 － 3 － △382,170 － △382,167 － △382,167

支配継続子会社に対する持分変動 － △37,854 － － － △37,854 △52,277 △90,131

株式に基づく報酬取引 － △5,559 － － － △5,559 △243 △5,802

非支配持分へ付与されたプット・

オプション
－ △2,837 － － － △2,837 △1,743 △4,580

その他 － △270 △590 － － △860 △541 △1,401

株主との取引額等合計 － － △467,485 △382,170 853 △848,802 △73,975 △922,777

2022年12月31日 937,950 － 7,858,957 △608,629 236,952 8,425,230 776,141 9,201,371

(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（2021年4月1日から2021年12月31日まで）

当第3四半期連結累計期間（2022年4月1日から2022年12月31日まで）
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(4)継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5)後発事象

当社の自己株式の取得

　2022年11月8日、当社の取締役会は、2022年11月9日から2023年3月31日にかけて、発行済普通株式総数4,100万

株、取得総額150,000百万円の自己株式の取得枠に係る決議をし、2022年12月に普通株式5,820,600株を21,852百万

円で取得しました。また、2023年1月に13,827,300株を52,237百万円で取得しました。
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