
 

 
 
   

 
 
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無 
四半期決算説明会開催の有無    ： 無 

  

 

   

 
   

   

   

 
 
  

  

 
(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 ： 有 
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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第３四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24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 ％

25年３月期第３四半期 229,250 10.7 2,738 8.0 1,723 43.2 199 △21.0
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

(注) 包括利益 25年３月期第３四半期 717百万円(123.8％) 24年３月期第３四半期 320百万円(△71.8％)

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３四半期 0.53 0.25
24年３月期第３四半期 0.89 0.34

（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３四半期 227,880 22,720 8.5
24年３月期 233,608 22,004 8.2

(参考) 自己資本 25年３月期第３四半期 19,420百万円 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 335,000 6.8 5,800 23.6 4,100 23.8 1,500 9.2 3.73
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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３Ｑ 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３Ｑ 452,666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３Ｑ 373,340,050株 24年３月期３Ｑ 284,614,967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 ： 有 

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 255,000 3.2 2,100 △8.6 1,000 △28.0 200 △72.2 0.50



 

  

添付資料の目次 

  

１. 当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………… ２ 

（１） 連結経営成績に関する定性的情報 ……………………………………………… ２ 

（２） 連結財政状態に関する定性的情報 ……………………………………………… ２ 

（３） 連結業績予想に関する定性的情報 ……………………………………………… ２ 

２. サマリー情報（注記事項）に関する事項 …………………………………………… ２ 

（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 

（２） 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ……………………… ２ 

３. 四半期連結財務諸表 …………………………………………………………………… ３ 

（１） 四半期連結貸借対照表 …………………………………………………………… ３ 

（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 ……………………… ５ 

（３） 継続企業の前提に関する注記 …………………………………………………… ７ 

（４） 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 …………………………… ７ 

４. (参考) 四半期個別財務諸表 ………………………………………………………… ８ 

（１） (要約) 四半期貸借対照表 ……………………………………………………… ８ 

（２） (要約) 四半期損益計算書 ……………………………………………………… ９ 

５. 補足情報 ………………………………………………………………………………… 10 

（１） 個別受注工事高・完成工事高・繰越工事高の状況 …………………………… 10 

（２） 個別受注予想 ……………………………………………………………………… 10 

【添付資料】

三井住友建設㈱（1821）　平成25年３月期　第３四半期決算短信

－1－



 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、復旧復興に向けた取り組みやエコカー補助金等の

政策効果の息切れに加え、欧州や中国などの海外景気の減速を受けた輸出の不振で景気の後退感が強ま

る状況となりました。加えて政府の尖閣諸島国有化に伴う日中摩擦が新たなわが国経済の下振れリスク

となっています。その後新政権により、大胆な金融緩和、積極的な財政出動、成長戦略を３本の矢とす

る景気回復策などが打ち出され、これを受けて、早速、金融市場では、好感する反応がみられるなど景

気の先行きは持ち直しの期待が高まっています。 

国内建設市場におきましては、経済対策による公共投資増や消費税増税を控えた住宅投資の増加が期

待されていますが、依然として民間設備投資の動きは鈍く、加えて建設労働力の逼迫による労務費の上

昇と工期への影響が深刻化しており、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３四半期連結累計期間における業績は、売上高2,293億円（前

年同期比221億円増加）、経常利益17億円（前年同期比５億円増加）、四半期純利益２億円（前年同期

比１億円減少）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３四半期の業績は、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57億円減少し、2,279億円と

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64億円減少し、2,052億円となりました。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７億円増加し、227億円となりました。また、当第３四半

期連結会計期間末の自己資本比率は8.5％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は、平成24年５月10日に公表しました数値を変更してい

ます。詳細につきましては平成25年２月８日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くだ

さい。 

  

「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。  

  

（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３四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12百万円増加しています。 

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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 34,897 36,638 

受取手形・完成工事未収入金等 115,418 102,824 

未成工事支出金等 22,471 28,312 

その他 11,869 13,058 

貸倒引当金 △531 △407 

流動資産合計 184,124 180,427 

固定資産   

有形固定資産 22,807 22,631 

無形固定資産 2,294 2,122 

投資その他の資産   

長期営業外未収入金 37,425 33,037 

その他 33,014 32,237 

貸倒引当金 △46,058 △42,574 

投資その他の資産合計 24,381 22,700 

固定資産合計 49,483 47,453 

資産合計 233,608 227,880 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 118,786 99,281 

短期借入金 20,579 34,908 

未成工事受入金 29,433 33,161 

完成工事補償引当金 939 951 

工事損失引当金 1,624 374 

訴訟等損失引当金 862 883 

その他 15,065 10,845 

流動負債合計 187,291 180,405 

固定負債   

長期借入金 2,413 1,819 

退職給付引当金 16,662 17,737 

その他 5,237 5,198 

固定負債合計 24,313 24,755 

負債合計 211,604 205,160 
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31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 7,970 

自己株式 △241 △241 

株主資本合計 20,014 20,213 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △137 △62 

繰延ヘッジ損益 30 73 

土地再評価差額金 39 39 

為替換算調整勘定 △856 △843 

その他の包括利益累計額合計 △923 △793 

少数株主持分 2,913 3,299 

純資産合計 22,004 22,720 

負債純資産合計 233,608 227,880 
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

売上高 207,142 229,250 

売上原価 193,933 216,143 

売上総利益 13,208 13,106 

販売費及び一般管理費 10,673 10,367 

営業利益 2,535 2,738 

営業外収益   

受取利息 200 339 

受取配当金 64 48 

保険配当金等 69 37 

その他 402 179 

営業外収益合計 737 604 

営業外費用   

支払利息 682 645 

為替差損 617 112 

その他 769 861 

営業外費用合計 2,068 1,619 

経常利益 1,203 1,723 

特別利益   

固定資産売却益 15 11 

投資有価証券清算益 － 13 

その他 0 0 

特別利益合計 15 25 

特別損失   

固定資産処分損 56 13 

投資有価証券評価損 150 165 

和解費用 69 137 

その他 31 51 

特別損失合計 307 367 

税金等調整前四半期純利益 911 1,382 

法人税等 478 799 

少数株主損益調整前四半期純利益 432 582 

少数株主利益 180 383 

四半期純利益 252 199 
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 432 582 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 60 75 

繰延ヘッジ損益 △48 43 

土地再評価差額金 47 － 

為替換算調整勘定 △166 24 

持分法適用会社に対する持分相当額 △5 △7 

その他の包括利益合計 △112 135 

四半期包括利益 320 717 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 147 329 

少数株主に係る四半期包括利益 173 387 
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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24年３月31日) (平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 20,743 21,325

受取手形 744 218

完成工事未収入金 97,664 89,855

未成工事支出金 17,421 21,676

立替金 5,750 6,148

その他 15,433 15,095

貸倒引当金 △1,040 △915

流動資産合計 156,716 153,405

固定資産

有形固定資産 8,303 8,044

無形固定資産 1,650 1,474

投資その他の資産

長期営業外未収入金 37,991 33,604

その他 32,190 31,433

貸倒引当金 △48,111 △44,701

投資その他の資産合計 22,071 20,336

固定資産合計 32,025 29,855

資産合計 188,742 183,260

負債の部

流動負債

支払手形 37,593 31,927

工事未払金 61,545 50,792

短期借入金 20,389 36,369

未成工事受入金 22,526 22,508

完成工事補償引当金 888 888

工事損失引当金 1,521 303

訴訟等損失引当金 862 883

その他 12,576 8,899

流動負債合計 157,903 152,572

固定負債

長期借入金 2,116 1,550

退職給付引当金 14,635 15,545

その他 279 274

固定負債合計 17,032 17,370

負債合計 174,936 169,942

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 1,132

自己株式 △241 △241

株主資本合計 13,900 13,294

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △124 △50

繰延ヘッジ損益 30 73

評価・換算差額等合計 △94 22

純資産合計 13,805 13,317

負債純資産合計 188,742 183,260

三井住友建設㈱（1821）　平成25年３月期　第３四半期決算短信

－8－



 

  

 
  

（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23年４月１日 (自 平成24年４月１日
 至 平成23年12月31日)  至 平成24年12月31日)

完成工事高 164,194 174,788

完成工事原価 154,680 166,764

完成工事総利益 9,513 8,024

販売費及び一般管理費 7,799 7,422

営業利益 1,714 601

営業外収益 930 835

営業外費用 1,958 1,361

経常利益 686 74

特別利益 － 11

特別損失 248 620

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 437 △534

法人税等 214 70

四半期純利益又は四半期純損失（△） 222 △605
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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23年４月１日 (自 平成24年４月１日
至 平成23年12月31日) 至 平成24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 28,672 40,766 12,093 42.2
国内民間 13,197 7,963 △5,233 △39.7
海  外 4,112 835 △3,277 △79.7
合    計 45,982 32.9 49,564 25.9 3,582 7.8

建 
築 
工 
事

国内官公庁 788 2,252 1,464 185.7
国内民間 82,943 124,312 41,368 49.9
海  外 10,038 14,966 4,927 49.1
合    計 93,771 67.1 141,531 74.1 47,760 50.9

合 
  
 
計

国内官公庁 29,461 [21.1] 43,018 [22.5] 13,557 46.0
国内民間 96,141 [68.8] 132,275 [69.2] 36,134 37.6
海  外 14,150 [10.1] 15,801 [8.3] 1,650 11.7

(内グループ) (42,707) (30.6) (89,690) (46.9) (46,982) 110.0
合    計 139,753 100 191,095 100 51,342 36.7

 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23年４月１日 (自 平成24年４月１日
至 平成23年12月31日) 至 平成24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 36,827 43,068 6,240 16.9
国内民間 10,443 8,808 △1,634 △15.7
海  外 8,531 12,663 4,131 48.4
合    計 55,803 34.0 64,540 36.9 8,737 15.7

建 
築 
工 
事

国内官公庁 1,557 2,500 942 60.5
国内民間 98,912 91,710 △7,202 △7.3
海  外 7,920 15,947 8,027 101.4
合    計 108,390 66.0 110,158 63.1 1,767 1.6

合 
  
 
計

国内官公庁 38,385 [23.4] 45,568 [26.1] 7,183 18.7
国内民間 109,356 [66.6] 100,519 [57.5] △8,837 △8.1
海  外 16,451 [10.0] 28,610 [16.4] 12,159 73.9

(内グループ) (54,396) (33.1) (46,264) (26.5) (△8,132) △15.0
合    計 164,194 100 174,698 100 10,504 6.4

 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23年４月１日 (自 平成24年４月１日
至 平成23年12月31日) 至 平成24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 62,967 84,481 21,514 34.2
国内民間 19,361 15,888 △3,472 △17.9
海  外 32,664 19,855 △12,808 △39.2
合    計 114,992 43.7 120,226 37.5 5,233 4.6

建 
築 
工 
事

国内官公庁 584 2,531 1,947 333.3
国内民間 129,989 183,166 53,177 40.9
海  外 17,873 14,363 △3,509 △19.6
合    計 148,447 56.3 200,062 62.5 51,615 34.8

合 
  
 
計

国内官公庁 63,551 [24.1] 87,013 [27.2] 23,462 36.9
国内民間 149,351 [56.7] 199,055 [62.1] 49,704 33.3
海  外 50,537 [19.2] 34,219 [10.7] △16,318 △32.3

(内グループ) (70,527) (26.8) (114,944) (35.9) (44,417) 63.0
合    計 263,440 100 320,288 100 56,848 21.6

（２）個別受注予想

通期

百万円 ％

25年３月期予想 280,000 6.4

24年３月期実績 263,048 11.9
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