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(注) 1. 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 

2. 上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種

類株式（非上場）の配当の状況については、後述の「種類株式の配当の状況」をご覧下さい。 

  

 

 
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 
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四半期報告書提出予定日 平成24年２月10日 配当支払開始予定日  ─

(百万円未満切捨て)

１．平成24年３月期第３四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23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)

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年３月期第３四半期 207,142 △0.9 2,535 △12.0 1,203 △35.6 252 △79.4

23年３月期第３四半期 208,940 △10.3 2,881 △9.3 1,868 △28.6 1,221 △34.2

(注) 包括利益 24年３月期第３四半期 320百万円(△71.8％) 23年３月期第３四半期 1,137百万円(―％)

１株当たり 
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 
四半期純利益

円 銭 円 銭

24年３月期第３四半期 0.89 0.34
23年３月期第３四半期 4.34 2.10

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

24年３月期第３四半期 222,959 20,941 8.1

23年３月期 197,021 20,648 9.1

(参考) 自己資本 24年３月期第３四半期 18,118百万円  23年３月期 17,971百万円

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

 23年３月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

 24年３月期 ― 0.00 ―

 24年３月期(予想) 0.00 0.00

３．平成24年３月期の連結業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日）
(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 318,000 6.5 5,000 0.8 3,700 2.8 1,800 16.8 6.32
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  この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外です。また、四半期連

結財務諸表に対する四半期レビュー手続は本日終了する予定です。 

  

  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及び合理

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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、

【添付資料】Ｐ.２「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

４．その他

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規 ― 社 （  ―  )、除外 ― 社 (  ―  )

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
 

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 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

④ 修正再表示 ： 無

（４）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) 24年３月期３Ｑ 285,053,857株 23年３月期 283,363,598株

② 期末自己株式数 24年３月期３Ｑ 444,273株 23年３月期 436,646株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期３Ｑ 284,614,967株 23年３月期３Ｑ 281,642,522株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項



  

 
  

 
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 

種類株式の配当の状況

普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳は以下のとおりです。

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

23年３月期

第二回Ａ種優先株式 ─ 0.00 ─ 0.00 0.00

第三回Ｃ種優先株式 ─ 0.00 ─ 0.00 0.00

第三回Ｄ種優先株式 ─ 0.00 ─ 0.00 0.00

24年３月期

第二回Ａ種優先株式 ─ 0.00 ─ 未定 未定

第三回Ｃ種優先株式 ─ 0.00 ─ 未定 未定

第三回Ｄ種優先株式 ─ 0.00 ─ 未定 未定

個別業績予想

平成24年３月期の個別業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日）

（％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 250,000 3.7 2,800 △17.2 1,800 △21.2 1,000 205.8 3.51
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災による落込みからは回復したとはい

え、未だ一進一退の様相、一方、欧州債務問題による海外経済の減速や、円高の長期化、タイの洪水の

影響などで輸出が低迷しており、企業を取巻く環境は依然として厳しい状況にあります。 

国内建設市場におきましては、震災復興関連を中心とした公共投資の増加や首都圏における民間住宅

投資の回復が窺えるものの、足許の民間設備投資は原油価格の高騰や円高の影響からその動きは弱く、

不透明な経営環境が続いています。 

こうした状況下、当社グループの当第３四半期連結累計期間における業績は、売上高2,071億円（前

年同四半期比18億円減少）、経常利益12億円（前年同四半期比７億円減少）、四半期純利益３億円（前

年同四半期比10億円減少）となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べて259億円増加し、2,230億円と

なりました。主な要因は、受取手形・完成工事未収入金等の増加によるものです。負債合計は、前連結

会計年度末に比べて256億円増加し、2,020億円となりました。主な要因は、短期借入金の増加によるも

のです。純資産合計は、前連結会計年度末に比べて３億円増加し、209億円となりました。また、当第

３四半期連結会計期間末の自己資本比率は8.1％となりました。  

  

平成24年３月期の通期業績予想につきまして、現時点においては、平成23年５月13日付の公表から変

更はありません。 

  

「１. 当四半期決算に関する定性的情報」における金額の表示（億円単位）については、単位未満四

捨五入により表示しています。 

税金費用の算定方法 

当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効

税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて算定しています。  

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 20,730 24,177

受取手形・完成工事未収入金等 93,034 106,625

未成工事支出金等 21,248 31,926

その他 13,584 12,857

貸倒引当金 △608 △541

流動資産合計 147,989 175,045

固定資産   

有形固定資産 23,617 23,434

無形固定資産 2,262 2,255

投資その他の資産   

長期営業外未収入金 38,114 37,487

その他 34,646 32,122

貸倒引当金 △49,610 △47,386

投資その他の資産合計 23,150 22,223

固定資産合計 49,031 47,913

資産合計 197,021 222,959
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 101,548 101,199

短期借入金 7,517 34,651

未成工事受入金 21,164 30,408

完成工事補償引当金 1,161 1,171

工事損失引当金 372 388

訴訟等損失引当金 1,280 843

災害損失引当金 470 174

その他 18,529 8,928

流動負債合計 152,045 177,765

固定負債   

長期借入金 2,582 2,097

退職給付引当金 16,135 16,821

その他 5,608 5,333

固定負債合計 24,327 24,252

負債合計 176,372 202,018

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,003 12,003

資本剰余金 682 681

利益剰余金 6,360 6,649

自己株式 △242 △242

株主資本合計 18,804 19,093

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △195 △134

繰延ヘッジ損益 － △48

土地再評価差額金 57 39

為替換算調整勘定 △694 △831

その他の包括利益累計額合計 △833 △974

少数株主持分 2,677 2,823

純資産合計 20,648 20,941

負債純資産合計 197,021 222,959
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
   四半期連結損益計算書 
   第３四半期連結累計期間 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 208,940 207,142

売上原価 194,642 193,933

売上総利益 14,298 13,208

販売費及び一般管理費 11,417 10,673

営業利益 2,881 2,535

営業外収益   

受取利息 122 200

受取配当金 41 64

保険配当金等 77 69

その他 311 402

営業外収益合計 552 737

営業外費用   

支払利息 657 682

為替差損 369 617

その他 538 769

営業外費用合計 1,565 2,068

経常利益 1,868 1,203

特別利益   

前期損益修正益 112 －

固定資産売却益 9 15

投資有価証券売却益 3 －

その他 280 0

特別利益合計 407 15

特別損失   

固定資産処分損 36 56

貸倒引当金繰入額 437 －

投資有価証券評価損 9 150

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 87 －

和解費用 － 69

その他 19 31

特別損失合計 591 307

税金等調整前四半期純利益 1,685 911

法人税等 361 478

少数株主損益調整前四半期純利益 1,324 432

少数株主利益 102 180

四半期純利益 1,221 252
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 四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,324 432

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △113 60

繰延ヘッジ損益 － △48

土地再評価差額金 － 47

為替換算調整勘定 △67 △166

持分法適用会社に対する持分相当額 △5 △5

その他の包括利益合計 △186 △112

四半期包括利益 1,137 320

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,051 147

少数株主に係る四半期包括利益 86 173
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該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

  

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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４. (参考) 四半期個別財務諸表

（１） (要約) 四半期貸借対照表

（単位：百万円）

前事業年度 当第３四半期会計期間

(平成23年３月31日) (平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 11,407 13,534

受取手形 190 132

完成工事未収入金 78,984 93,559

未成工事支出金 17,537 25,071

立替金 6,591 5,886

その他 15,687 16,033

貸倒引当金 △1,218 △1,149

流動資産合計 129,180 153,068

固定資産

有形固定資産 8,377 8,412

無形固定資産 1,717 1,690

投資その他の資産

長期営業外未収入金 38,538 37,987

その他 34,448 32,031

貸倒引当金 △51,515 △49,373

投資その他の資産合計 21,470 20,646

固定資産合計 31,565 30,748

資産合計 160,745 183,816

負債の部

流動負債

支払手形 35,760 34,098

工事未払金 49,339 51,236

短期借入金 8,682 35,398

未成工事受入金 17,348 22,750

完成工事補償引当金 1,134 1,134

工事損失引当金 231 239

訴訟等損失引当金 1,280 843

災害損失引当金 470 174

その他 16,564 7,585

流動負債合計 130,811 153,461

固定負債

長期借入金 2,250 1,791

退職給付引当金 14,226 14,845

その他 256 279

固定負債合計 16,733 16,916

負債合計 147,545 170,378

純資産の部

株主資本

資本金 12,003 12,003

資本剰余金 601 601

利益剰余金 1,018 1,241

自己株式 △242 △242

株主資本合計 13,381 13,603

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △180 △117

繰延ヘッジ損益 － △48

評価・換算差額等合計 △180 △165

純資産合計 13,200 13,437

負債純資産合計 160,745 183,816
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（２） (要約) 四半期損益計算書

（単位：百万円）

前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間
(自 平成22年４月１日 (自 平成23年４月１日
至 平成22年12月31日)  至 平成23年12月31日)

完成工事高 171,367 164,194

完成工事原価 160,764 154,680

完成工事総利益 10,603 9,513

販売費及び一般管理費 8,445 7,799

営業利益 2,157 1,714

営業外収益 522 930

営業外費用 1,523 1,958

経常利益 1,156 686

特別利益 88 －

特別損失 539 248

税引前四半期純利益 704 437

法人税等 73 214

四半期純利益 631 222
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(％表示は、対前期増減率） 

５．補足情報

（１）個別受注工事高・完成工事高・繰越工事高の状況

 個別受注工事高
前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間

増  減(自 平成22年４月１日 (自 平成23年４月１日
至 平成22年12月31日) 至 平成23年12月31日)

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 増減率(％)

土 
木 
工 
事

国内官公庁 30,133 28,672 △1,460 △4.8
国内民間 8,905 13,197 4,291 48.2
海  外 17,375 4,112 △13,263 △76.3
合    計 56,414 39.8 45,982 32.9 △10,432 △18.5

建 
築 
工 
事

国内官公庁 4,228 788 △3,439 △81.3
国内民間 65,660 82,943 17,283 26.3
海  外 15,473 10,038 △5,434 △35.1
合    計 85,361 60.2 93,771 67.1 8,409 9.9

合 
  
 
計

国内官公庁 34,361 [24.2] 29,461 [21.1] △4,899 △14.3
国内民間 74,565 [52.6] 96,141 [68.8] 21,575 28.9
海  外 32,849 [23.2] 14,150 [10.1] △18,698 △56.9

(内グループ) (41,718) (29.4) (42,707) (30.6) (989) 2.4
合    計 141,776 100 139,753 100 △2,022 △1.4

 個別完成工事高
前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間

増  減(自 平成22年４月１日 (自 平成23年４月１日
至 平成22年12月31日) 至 平成23年12月31日)

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 増減率(％)

土 
木 
工 
事

国内官公庁 37,257 36,827 △429 △1.2
国内民間 10,861 10,443 △417 △3.8
海  外 7,128 8,531 1,403 19.7
合    計 55,248 32.2 55,803 34.0 555 1.0

建 
築 
工 
事

国内官公庁 5,428 1,557 △3,870 △71.3
国内民間 103,952 98,912 △5,040 △4.8
海  外 6,738 7,920 1,181 17.5
合    計 116,119 67.8 108,390 66.0 △7,728 △6.7

合 
  
 
計

国内官公庁 42,686 [24.9] 38,385 [23.4] △4,300 △10.1
国内民間 114,814 [67.0] 109,356 [66.6] △5,458 △4.8
海  外 13,867 [8.1] 16,451 [10.0] 2,584 18.6

(内グループ) (37,660) (22.0) (54,396) (33.1) (16,736) 44.4
合    計 171,367 100 164,194 100 △7,173 △4.2

 個別繰越工事高
前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間

増  減(自 平成22年４月１日 (自 平成23年４月１日
至 平成22年12月31日) 至 平成23年12月31日)

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 増減率(％)

土 
木 
工 
事

国内官公庁 75,797 62,967 △12,830 △16.9
国内民間 16,094 19,361 3,266 20.3
海  外 35,836 32,664 △3,172 △8.9
合    計 127,728 48.3 114,992 43.7 △12,735 △10.0

建 
築 
工 
事

国内官公庁 3,381 584 △2,797 △82.7
国内民間 117,785 129,989 12,204 10.4
海  外 15,333 17,873 2,539 16.6
合    計 136,501 51.7 148,447 56.3 11,946 8.8

合 
  
 
計

国内官公庁 79,178 [30.0] 63,551 [24.1] △15,627 △19.7
国内民間 133,880 [50.6] 149,351 [56.7] 15,470 11.6
海  外 51,170 [19.4] 50,537 [19.2] △633 △1.2

(内グループ) (79,528) (30.1) (70,527) (26.8) (△9,001) △11.3
合    計 264,230 100 263,440 100 △789 △0.3

（２）個別受注予想

通期

百万円 ％

24年３月期予想 250,000 6.4

23年３月期実績 235,055 △3.8

三井住友建設㈱　（1821）　平成24年３月期　第３四半期決算短信

10




