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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」をご覧ください。 

  

 

 
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 

  

平成25年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成24年11月９日

上 場 会 社 名 三井住友建設株式会社 上場取引所  東

コ ー ド 番 号 1821 URL http://www.smcon.co.jp

代  表  者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)則久 芳行
問合せ先責任者 (役職名)経理部長 (氏名)橋 修一 TEL 03-4582-3026
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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第２四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24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 ％

25年３月期第２四半期 142,819 9.9 1,123 26.9 454 ― △519 ―
24年３月期第２四半期 129,896 △4.7 884 △40.1 △259 ― △521 ―

(注) 包括利益 25年３月期第２四半期 △486百万円(―％) 24年３月期第２四半期 △593百万円(―％)

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

25年３月期第２四半期 △1.48 ─
24年３月期第２四半期 △1.83 ─

（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 ％

25年３月期第２四半期 212,022 21,516 8.7

24年３月期 233,608 22,004 8.2

(参考) 自己資本 25年３月期第２四半期 18,407百万円 24年３月期 19,091百万円

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

24年３月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

25年３月期 ― 0.00

25年３月期(予想) ― 0.00 0.00

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25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 320,000 2.1 5,700 21.5 4,100 23.8 2,100 52.8 5.02
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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あり、この四半期決

算短信の開示時点において、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

  

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。 

  

※  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 ： 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 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

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) 25年３月期２Ｑ 418,989,667株 24年３月期 288,989,667株

② 期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 450,479株 24年３月期 447,922株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 350,617,304株 24年３月期２Ｑ 284,615,842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

24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

25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25年３月期の個別業績予想（平成24年４月１日～平成25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 1.2 2,900 26.3 2,000 44.0 1,200 66.9 2.87
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、復興需要が下支えとなり回復の兆しが窺えたもの

の、欧州経済や新興国の成長の減速、長引く円高、近隣諸国との領土問題の影響などがあり依然として

景気の先行きは不透明な状況が続いています。 

国内建設市場におきましては、公共投資の増加や都市部における民間住宅投資に回復の動きが現れて

きました。しかしながら、全体的には民間設備投資の動きは鈍く、加えて建設労働者の不足などによる

コスト増、収益の圧迫が顕在化しており厳しい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２四半期連結累計期間における業績は、売上高1,428億円（前

年同期比129億円増加）、経常利益５億円（前年同期経常損失３億円）、四半期純損失５億円（前年同

期純損失５億円）となりました。 

なお、建設業界では一般的に、工事の完成引渡しが会計年度の第４四半期に集中するという傾向があ

るため、第２四半期の業績は、通期の業績予想との比較でみれば進捗率が低く出る傾向にあります。 

  

当第２四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216億円減少し、2,120億円と

なりました。主な要因は、受取手形・完成工事未収入金等の減少によるものです。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べて211億円減少し、1,905億円となりました。主な要因は、支払

手形・工事未払金等の減少によるものです。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて５億円減少し、215億円となりました。また、当第２四半

期連結会計期間末の自己資本比率は8.7％となりました。 

  

平成25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24年５月10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２四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。  

  

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１

日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更していま

す。これにより、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調

整前四半期純利益はそれぞれ７百万円増加しています。 

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(注記事項)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

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 34,897 34,908 

受取手形・完成工事未収入金等 115,418 87,408 

未成工事支出金等 22,471 29,322 

その他 11,869 13,162 

貸倒引当金 △531 △420 

流動資産合計 184,124 164,382 

固定資産   

有形固定資産 22,807 22,829 

無形固定資産 2,294 2,188 

投資その他の資産   

長期営業外未収入金 37,425 33,018 

その他 33,014 32,216 

貸倒引当金 △46,058 △42,613 

投資その他の資産合計 24,381 22,621 

固定資産合計 49,483 47,639 

資産合計 233,608 212,022 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 118,786 95,374 

短期借入金 20,579 27,979 

未成工事受入金 29,433 30,753 

完成工事補償引当金 939 950 

工事損失引当金 1,624 903 

訴訟等損失引当金 862 876 

その他 15,065 9,281 

流動負債合計 187,291 166,118 

固定負債   

長期借入金 2,413 1,978 

退職給付引当金 16,662 17,201 

その他 5,237 5,207 

固定負債合計 24,313 24,387 

負債合計 211,604 190,506 
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,003 12,003 

資本剰余金 481 480 

利益剰余金 7,771 7,252 

自己株式 △241 △241 

株主資本合計 20,014 19,495 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △137 △234 

繰延ヘッジ損益 30 △32 

土地再評価差額金 39 39 

為替換算調整勘定 △856 △860 

その他の包括利益累計額合計 △923 △1,087 

少数株主持分 2,913 3,108 

純資産合計 22,004 21,516 

負債純資産合計 233,608 212,022 
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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 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

売上高 129,896 142,819 

売上原価 121,819 134,754 

売上総利益 8,077 8,065 

販売費及び一般管理費 7,192 6,941 

営業利益 884 1,123 

営業外収益   

受取利息 144 189 

受取配当金 51 34 

保険配当金等 23 24 

その他 230 146 

営業外収益合計 449 396 

営業外費用   

支払利息 410 379 

為替差損 576 179 

その他 606 505 

営業外費用合計 1,593 1,065 

経常利益又は経常損失（△） △259 454 

特別利益   

固定資産売却益 11 5 

投資有価証券清算益 － 12 

その他 0 0 

特別利益合計 11 17 

特別損失   

固定資産処分損 11 6 

投資有価証券評価損 1 200 

和解費用 69 137 

その他 － 44 

特別損失合計 81 387 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△329 84 

法人税等 148 400 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △477 △316 

少数株主利益 43 203 

四半期純損失（△） △521 △519 
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 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 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △477 △316 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △7 △97 

繰延ヘッジ損益 △91 △63 

為替換算調整勘定 △20 △5 

持分法適用会社に対する持分相当額 4 △3 

その他の包括利益合計 △115 △169 

四半期包括利益 △593 △486 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △632 △683 

少数株主に係る四半期包括利益 38 197 
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（３）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 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△329 84 

減価償却費 865 807 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △62 △13 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 534 540 

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 10 10 

工事損失引当金の増減額（△は減少） 363 △720 

訴訟等損失引当金の増減額（△は減少） △436 13 

災害損失引当金の増減額（△は減少） △276 － 

固定資産処分損益（△は益） △0 2 

投資有価証券評価損益（△は益） 1 200 

投資有価証券清算損益（△は益） － △12 

受取利息及び受取配当金 △196 △224 

支払利息 410 379 

為替差損益（△は益） 413 197 

持分法による投資損益（△は益） 74 △42 

売上債権の増減額（△は増加） 3,177 28,097 

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △6,500 △6,842 

その他の資産の増減額（△は増加） 1,678 59 

仕入債務の増減額（△は減少） △12,565 △23,577 

未成工事受入金の増減額（△は減少） 10,645 1,197 

その他の負債の増減額（△は減少） △7,952 △5,415 

その他 36 12 

小計 △10,107 △5,247 

利息及び配当金の受取額 279 323 

利息の支払額 △561 △459 

法人税等の支払額 △494 △855 

営業活動によるキャッシュ・フロー △10,883 △6,239 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額（△は増加） △1,391 △274 

有形固定資産の取得による支出 △821 △516 

有形固定資産の売却による収入 230 4 

無形固定資産の取得による支出 △200 △51 

投資有価証券の取得による支出 △0 △202 

子会社株式の取得による支出 △10 － 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

－ 8 

貸付けによる支出 △278 △31 

貸付金の回収による収入 171 99 

その他 51 63 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,249 △900 
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24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） 18,209 7,399 

長期借入金の返済による支出 △349 △434 

自己株式の純増減額（△は増加） △0 △0 

少数株主への配当金の支払額 △37 △36 

その他 △14 △47 

財務活動によるキャッシュ・フロー 17,808 6,881 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △334 △50 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,341 △309 

現金及び現金同等物の期首残高 16,742 29,847 

現金及び現金同等物の四半期末残高 21,084 29,537 
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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２四半期会計期間

(平成24年３月31日) (平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 20,743 21,030

受取手形 744 224

完成工事未収入金 97,664 76,398

未成工事支出金 17,421 23,010

立替金 5,750 6,713

その他 15,433 15,527

貸倒引当金 △1,040 △933

流動資産合計 156,716 141,972

固定資産

有形固定資産 8,303 8,146

無形固定資産 1,650 1,533

投資その他の資産

長期営業外未収入金 37,991 33,585

その他 32,190 31,609

貸倒引当金 △48,111 △44,721

投資その他の資産合計 22,071 20,472

固定資産合計 32,025 30,152

資産合計 188,742 172,124

負債の部

流動負債

支払手形 37,593 33,257

工事未払金 61,545 47,311

短期借入金 20,389 29,339

未成工事受入金 22,526 22,158

完成工事補償引当金 888 888

工事損失引当金 1,521 822

訴訟等損失引当金 862 876

その他 12,576 7,458

流動負債合計 157,903 142,112

固定負債

長期借入金 2,116 1,700

退職給付引当金 14,635 15,085

その他 279 267

固定負債合計 17,032 17,053

負債合計 174,936 159,166

純資産の部

株主資本

資本金 12,003 12,003

資本剰余金 400 400

利益剰余金 1,737 1,047

自己株式 △241 △241

株主資本合計 13,900 13,210

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △124 △218

繰延ヘッジ損益 30 △32

評価・換算差額等合計 △94 △251

純資産合計 13,805 12,958

負債純資産合計 188,742 172,124
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（２） (要約) 四半期損益計算書

（単位：百万円）

前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間
(自 平成23年４月１日 (自 平成24年４月１日
 至 平成23年９月30日)  至 平成24年９月30日)

完成工事高 103,387 108,205

完成工事原価 97,574 103,232

完成工事総利益 5,812 4,973

販売費及び一般管理費 5,198 4,968

営業利益 614 4

営業外収益 707 637

営業外費用 1,432 914

経常損失（△） △109 △272

特別利益 － 9

特別損失 77 373

税引前四半期純損失（△） △187 △635

法人税等 76 54

四半期純損失（△） △263 △690
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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２四半期累計期間 当第２四半期累計期間

増  減(自 平成23年４月１日 (自 平成24年４月１日
至 平成23年９月30日) 至 平成24年９月30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 17,292 24,929 7,636 44.2
国内民間 7,693 5,325 △2,368 △30.8
海  外 △988 △70 917 ―
合    計 23,998 25.5 30,184 27.3 6,186 25.8

建 
築 
工 
事

国内官公庁 745 1,006 260 35.0
国内民間 62,056 68,878 6,821 11.0
海  外 7,283 10,309 3,025 41.5
合    計 70,086 74.5 80,194 72.7 10,108 14.4

合 
  
 

計

国内官公庁 18,038 [19.2] 25,935 [23.5] 7,897 43.8
国内民間 69,750 [74.1] 74,204 [67.2] 4,453 6.4
海  外 6,295 [6.7] 10,239 [9.3] 3,943 62.6

(内グループ) (27,245) (29.0) (39,946) (36.2) (12,700) 46.6
合    計 94,084 100 110,379 100 16,294 17.3

 個別完成工事高
前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間

増  減(自 平成23年４月１日 (自 平成24年４月１日
至 平成23年９月30日) 至 平成24年９月30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 23,747 26,268 2,521 10.6
国内民間 7,153 5,655 △1,498 △20.9
海  外 5,265 8,242 2,976 56.5
合    計 36,166 35.0 40,166 37.2 4,000 11.1

建 
築 
工 
事

国内官公庁 1,091 684 △407 △37.3
国内民間 61,343 56,579 △4,764 △7.8
海  外 4,785 10,685 5,900 123.3
合    計 67,220 65.0 67,949 62.8 728 1.1

合 
  
 
計

国内官公庁 24,838 [24.0] 26,952 [24.9] 2,114 8.5
国内民間 68,497 [66.3] 62,235 [57.6] △6,262 △9.1
海  外 10,050 [9.7] 18,927 [17.5] 8,877 88.3

(内グループ) (33,842) (32.7) (30,461) (28.2) (△3,380) △10.0
合    計 103,387 100 108,115 100 4,728 4.6

 
 個別繰越工事高

前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間
増  減(自 平成23年４月１日 (自 平成24年４月１日

至 平成23年９月30日) 至 平成24年９月30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 64,667 85,444 20,776 32.1
国内民間 17,147 16,404 △743 △4.3
海  外 30,830 23,371 △7,459 △24.2
合    計 112,645 40.4 125,220 40.9 12,574 11.2

建 
築 
工 
事

国内官公庁 1,007 3,101 2,094 208.0
国内民間 146,671 162,863 16,192 11.0
海  外 18,253 14,968 △3,284 △18.0
合    計 165,932 59.6 180,934 59.1 15,002 9.0

合 
  
 
計

国内官公庁 65,674 [23.6] 88,546 [28.9] 22,871 34.8
国内民間 163,819 [58.8] 179,268 [58.6] 15,449 9.4
海  外 49,083 [17.6] 38,340 [12.5] △10,743 △21.9

(内グループ) (75,619) (27.1) (81,003) (26.5) (5,384) 7.1
合    計 278,578 100 306,155 100 27,577 9.9

（２） 個別受注予想

通期

百万円 ％

25年３月期予想 255,000 △3.1

24年３月期実績 263,048 11.9
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