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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） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 891,129 4.5 12,939 △31.1 12,645 △29.8 2,955 △60.9
23年3月期第3四半期 852,432 △22.5 18,778 40.5 18,023 39.9 7,549 2.3

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △2,402百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △1,469百万円 （―％）

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 3.77 3.75
23年3月期第3四半期 9.62 9.60

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 1,356,464 288,551 21.1
23年3月期 1,423,613 296,461 20.6
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  285,887百万円 23年3月期  293,476百万円

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   

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 ― 3.50 ― 3.50 7.00
24年3月期 ― 3.50 ―
24年3月期（予想） 3.50 7.00

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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有   

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 1,330,000 2.0 25,000 23.9 22,000 16.9 6,500 △40.1 8.28

U607904
清水ロゴ



(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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注）詳細は，添付資料３ページ「四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 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，金融商品取引法に基づく
四半期報告書のレビュー手続を実施中です。なお，四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー報告書は平成24年２月８日に受領する予定です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績予想は，本資料の発表日現在入手可能な情報を勘案して作成しています。このため，今後の経済情勢の変化等によって，実際の
業績は異なることがあります。なお，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については，添付資料２ページ「１．当四半期決算
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」をご覧ください。 

4.  その他

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期3Q 788,514,613 株 23年3月期 788,514,613 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 3,804,613 株 23年3月期 3,793,427 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 784,715,906 株 23年3月期3Q 784,564,244 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  

 当第３四半期連結累計期間の日本経済は，東日本大震災の影響により，年度初めに生産・輸出

が大きく減少しましたが，サプライチェーンの復旧及び復興需要の顕在化の兆しが見られ，依然

として水準は低いものの，徐々に回復の兆候が表れ始めました。 

 建設業界においては，震災の影響により新規設備投資の中止・先送りもありましたが，復旧・

復興工事の出件が少しずつ始まるなど，業界全体の受注高は，大幅に減少した昨年からの反動も

あり前年同期を上回る水準で推移しました。 

 このような状況のもと，当社グループの当第３四半期連結累計期間の売上高は，前年同期に比

べ4.5％増加し8,911億円となりました。このうち，当社グループの建設事業の完成工事高は，前

年同期に比べ2.8％増加し8,041億円となりました。 

 利益については，当社の大型投資開発プロジェクトの売上計上に伴い開発事業等総利益が増加

したものの，工事採算の低下に伴う完成工事総利益の減少などにより，経常利益は前年同期に比 

べ29.8％減少し126億円となりました。四半期純利益は，時価が著しく下落した保有株式につい 

て投資有価証券評価損を計上したこと，加えて，法人税率引下げに関連する法律等が公布され 

たことに伴い税金費用が増加したことなどにより，前年同期に比べ60.9％減少し29億円と 

なりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  

 当第３四半期連結会計期間末の資産の部は，有価証券（譲渡性預金）や投資有価証券などの 

減少により，前連結会計年度末に比べ671億円減少し１兆3,564億円となりました。 

 負債の部は，支払手形・工事未払金等などの減少により，前連結会計年度末に比べ592億円 

減少し１兆679億円となりました。 

 なお，連結有利子負債の残高は，ＰＦＩ事業のプロジェクトファイナンスによる借入が増加 

したことなどにより3,944億円となり，前連結会計年度末に比べ９億円の増加となりました。 

 純資産の部は，その他有価証券評価差額金などの減少により，前連結会計年度末に比べ79億円

減少し2,885億円となりました。また，自己資本比率は前連結会計年度末に比べ0.5ポイント増加

し21.1％となりました。    

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  

  平成23年11月８日に公表しました通期の業績予想を修正しています。 

 詳細については，本日公表しました「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
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    四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

   

税金費用の計算 

  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計 

  算しています。 

  

   

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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 136,251 130,813

受取手形・完成工事未収入金等 369,349 373,560

有価証券 110,000 50,000

未成工事支出金 134,780 134,143

たな卸不動産 63,530 49,094

ＰＦＩ事業等たな卸資産 47,983 49,127

その他 107,375 108,560

貸倒引当金 △4,952 △1,503

流動資産合計 964,318 893,798

固定資産   

有形固定資産   

土地 133,509 142,866

その他（純額） 81,932 86,470

有形固定資産合計 215,441 229,337

無形固定資産 4,021 3,754

投資その他の資産   

投資有価証券 209,544 192,713

その他 37,250 43,206

貸倒引当金 △6,963 △6,345

投資その他の資産合計 239,832 229,574

固定資産合計 459,295 462,666

資産合計 1,423,613 1,356,464

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 363,856 324,131

短期借入金 161,035 171,705

1年内返済予定のプロジェクトファイナンス借
入金

3,106 6,054

未成工事受入金 156,900 147,236

完成工事補償引当金 2,535 2,558

工事損失引当金 21,065 16,927

その他 81,353 82,160

流動負債合計 789,853 750,774

固定負債   

社債 70,000 68,000

長期借入金 127,718 112,194

プロジェクトファイナンス借入金 31,643 36,453

退職給付引当金 54,985 55,195

関連事業損失引当金 2,643 2,337

その他 50,307 42,958

固定負債合計 337,298 317,138

負債合計 1,127,151 1,067,913
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 74,365 74,365

資本剰余金 43,143 43,143

利益剰余金 134,887 132,364

自己株式 △1,483 △1,487

株主資本合計 250,912 248,385

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 26,677 19,379

繰延ヘッジ損益 △69 △73

土地再評価差額金 20,291 23,267

為替換算調整勘定 △4,335 △5,072

その他の包括利益累計額合計 42,564 37,501

少数株主持分 2,985 2,664

純資産合計 296,461 288,551

負債純資産合計 1,423,613 1,356,464
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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   

完成工事高 782,238 804,167

開発事業等売上高 70,193 86,962

売上高合計 852,432 891,129

売上原価   

完成工事原価 721,243 754,540

開発事業等売上原価 63,616 74,861

売上原価合計 784,860 829,401

売上総利益   

完成工事総利益 60,995 49,627

開発事業等総利益 6,576 12,101

売上総利益合計 67,571 61,728

販売費及び一般管理費 48,793 48,789

営業利益 18,778 12,939

営業外収益   

受取利息 509 558

受取配当金 3,000 3,375

その他 2,786 2,496

営業外収益合計 6,296 6,430

営業外費用   

支払利息 3,620 3,405

その他 3,430 3,318

営業外費用合計 7,051 6,723

経常利益 18,023 12,645

特別利益   

固定資産売却益 35 2,139

株式受贈益 948 －

前期損益修正益 32 －

特別利益合計 1,016 2,139

特別損失   

固定資産売却損 72 26

投資有価証券評価損 1,408 3,797

減損損失 1,578 －

特別損失合計 3,059 3,824

税金等調整前四半期純利益 15,980 10,961

法人税等 8,581 8,267

少数株主損益調整前四半期純利益 7,398 2,694

少数株主損失（△） △150 △261

四半期純利益 7,549 2,955
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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 7,398 2,694

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △8,078 △7,281

繰延ヘッジ損益 △6 △8

土地再評価差額金 － 3,000

為替換算調整勘定 △787 △788

持分法適用会社に対する持分相当額 3 △19

その他の包括利益合計 △8,868 △5,096

四半期包括利益 △1,469 △2,402

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,279 △2,083

少数株主に係る四半期包括利益 △190 △319
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  該当事項はありません。   

   

   

       （セグメント情報） 

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） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（注）１ セグメント利益は，四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。 

   ２ 「その他」の区分は，報告セグメントに含まれない事業セグメントであり，当社

が営んでいるエンジニアリング事業や子会社が営んでいる各種事業を含んでいま

す。 

   ３ セグメント利益の調整額△4,625百万円は，セグメント間取引消去等です。  

  

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） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（注）１ セグメント利益は，四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。 

   ２ 「その他」の区分は，報告セグメントに含まれない事業セグメントであり，当社

が営んでいるエンジニアリング事業や子会社が営んでいる各種事業を含んでいま

す。 

   ３ セグメント利益の調整額△3,601百万円は，セグメント間取引消去等です。  

  

  

  

  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）セグメント情報等

  （単位：百万円）

  当社建設 当社投資開発
その他 
(注２)  

合計 
調整額 
（注３）  

四半期連結損益
計算書計上額

売上高             

外部顧客への売上高  715,606  11,797  125,027  852,432  －  852,432

セグメント間の内部 
売上高又は振替高  14,974  103  105,973  121,050  △121,050  －

計  730,580  11,900  231,001  973,482  △121,050  852,432

セグメント利益（注１）  17,334  1,886  4,182  23,403  △4,625  18,778

  （単位：百万円）

  当社建設 当社投資開発
その他 
(注２)  

合計 
調整額 
（注３）  

四半期連結損益
計算書計上額

売上高             

外部顧客への売上高  738,772  30,461  121,895  891,129  －  891,129

セグメント間の内部 
売上高又は振替高  14,566  103  109,077  123,747  △123,747  －

計  753,339  30,565  230,972  1,014,877  △123,747  891,129

セグメント利益（注１）  7,646  6,287  2,606  16,540  △3,601  12,939

（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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