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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） 

 

(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 ％

25年3月期第2四半期 598,712 6.8 4,259 △58.1 5,183 △43.2 1,634 △63.9
24年3月期第2四半期 560,471 2.8 10,163 17.1 9,130 29.5 4,531 156.6

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △3,765百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △69百万円 （―％）

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 2.08 2.06
24年3月期第2四半期 5.77 5.75

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 1,314,566 300,486 22.7
24年3月期 1,410,975 307,002 21.6
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  297,752百万円 24年3月期  304,264百万円

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

24年3月期 ― 3.50 ― 3.50 7.00
25年3月期 ― 3.50
25年3月期（予想） ― 3.50 7.00

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）

（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 1,410,000 5.5 14,500 △17.5 15,000 △7.2 5,500 284.6 7.01

U112975
当社ロゴ



(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 

（注）「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当します。詳細は，添付資料３ページ「会計方針の変更・会計上の見積 
りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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11月13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。 

※  注記事項

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 788,514,613 株 24年3月期 788,514,613 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 3,809,491 株 24年3月期 3,809,646 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 784,706,044 株 24年3月期2Q 784,717,986 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当上半期の日本経済は，復興需要の効果は持続しているものの，海外経済の減速を反映し，景

気は低調に推移しました。 

 建設業界においては，復旧・復興工事を中心とする公共工事の増加を背景に，業界全体の受注

高は，前年同期を上回る水準で推移しましたが，受注競争の緩和には至らず，依然として厳しい

経営環境が続きました。 

 このような状況のもと，当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高は，前年同期に比

べ6.8％増加し，5,987億円となりました。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7.1％増加し5,439億円となりました。 

 利益については，工事採算の低下に伴い完成工事総利益が減少したことに加え，当社の大型投

資開発プロジェクトの売上計上の減少に伴い開発事業等総利益が減少したことなどにより，経常

利益は前年同期に比べ43.2％減少し51億円となりました。また，四半期純利益は，前年同期に比

べ63.9％減少し16億円となりました。  

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の資産の部は，現金預金や受取手形・完成工事未収入金等などの

減少により，前連結会計年度末に比べ964億円減少し１兆3,145億円となりました。 

 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898億円減少

し１兆140億円となりました。 

 なお，連結有利子負債の残高は3,481億円となり，前連結会計年度末に比べ271億円の減少とな

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65億円

減少し3,004億円となりました。また，自己資本比率は前連結会計年度末に比べ1.1ポイント増加

し22.7％となりました。  

     

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 下半期の日本経済は，復興需要の持続等により，回復基調への回帰が期待されますが，円高の

継続，欧州における債務問題，新興国の成長鈍化による輸出の伸び悩み等の要因による景気の下

振れも懸念され，総じて先行き不透明な情勢です。  

 建設業界においても，震災関連予算の執行によるインフラ復旧・復興工事，民間の復興需要等

が予測されるものの，原材料価格の上昇，労働需給のひっ迫等の経営環境を悪化させる要因も懸

念されるなど，予断を許さない状況が続くものと思われます。  

 このような状況のもと， 近の業績動向等を踏まえ，平成24年８月８日に公表しました通期の

業績予想(平成24年５月10日公表予想を変更せず)について，売上高は１兆4,100億円(前回予想比 

△0.7％)，経常利益は150億円(同 △28.6％)，当期純利益は55億円(同 △45.0％)に修正しており

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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（１）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計算してい 

ます。   

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

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から，平成24 

年４月１日以降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償 

却率に変更しています。 

 この変更による当第２四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に与える影響額は軽微です。
  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

- 3 -

清水建設㈱（1803）平成25年3月期 第2四半期決算短信



３．四半期連結財務諸表等 
（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 150,773 98,746

受取手形・完成工事未収入金等 426,963 376,033

有価証券 59,020 55,020

未成工事支出金 78,148 107,257

たな卸不動産 46,168 46,567

ＰＦＩ事業等たな卸資産 51,322 50,643

その他 116,827 98,564

貸倒引当金 △1,538 △1,451

流動資産合計 927,685 831,381

固定資産   

有形固定資産   

土地 143,028 149,869

その他（純額） 88,861 94,498

有形固定資産合計 231,889 244,367

無形固定資産 3,732 3,804

投資その他の資産   

投資有価証券 223,398 210,383

その他 30,752 30,187

貸倒引当金 △6,483 △5,557

投資その他の資産合計 247,668 235,013

固定資産合計 483,290 483,185

資産合計 1,410,975 1,314,566

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 398,364 331,492

短期借入金 168,410 165,590

1年内返済予定のプロジェクトファイナンス借
入金

6,063 5,241

未成工事受入金 112,527 132,416

完成工事補償引当金 2,790 2,864

工事損失引当金 24,998 23,552

その他 90,032 76,852

流動負債合計 803,186 738,012

固定負債   

社債 70,000 60,000

長期借入金 95,572 86,089

プロジェクトファイナンス借入金 35,284 31,251

退職給付引当金 54,595 53,615

関連事業損失引当金 2,274 2,124

その他 43,059 42,987

固定負債合計 300,786 276,068

負債合計 1,103,972 1,014,080
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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 74,365 74,365

資本剰余金 43,143 43,143

利益剰余金 130,838 129,635

自己株式 △1,488 △1,487

株主資本合計 246,858 245,656

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 39,101 33,517

繰延ヘッジ損益 △57 △59

土地再評価差額金 23,263 23,348

為替換算調整勘定 △4,901 △4,710

その他の包括利益累計額合計 57,405 52,096

少数株主持分 2,738 2,733

純資産合計 307,002 300,486

負債純資産合計 1,410,975 1,314,566

- 5 -

清水建設㈱（1803）平成25年3月期 第2四半期決算短信



（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   

完成工事高 508,046 543,938

開発事業等売上高 52,425 54,773

売上高合計 560,471 598,712

売上原価   

完成工事原価 474,061 513,838

開発事業等売上原価 44,141 48,121

売上原価合計 518,203 561,960

売上総利益   

完成工事総利益 33,984 30,099

開発事業等総利益 8,283 6,652

売上総利益合計 42,268 36,752

販売費及び一般管理費 32,104 32,492

営業利益 10,163 4,259

営業外収益   

受取利息 413 662

受取配当金 1,936 2,090

その他 1,421 2,055

営業外収益合計 3,771 4,807

営業外費用   

支払利息 2,278 1,996

その他 2,526 1,887

営業外費用合計 4,804 3,883

経常利益 9,130 5,183

特別利益   

固定資産売却益 2,126 2,854

特別利益合計 2,126 2,854

特別損失   

固定資産売却損 3 88

投資有価証券評価損 1,472 4,004

特別損失合計 1,475 4,092

税金等調整前四半期純利益 9,781 3,944

法人税等 5,327 2,319

少数株主損益調整前四半期純利益 4,453 1,625

少数株主損失（△） △77 △8

四半期純利益 4,531 1,634
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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利益 4,453 1,625

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △4,314 △5,571

繰延ヘッジ損益 △26 △8

為替換算調整勘定 △172 194

持分法適用会社に対する持分相当額 △9 △6

その他の包括利益合計 △4,523 △5,391

四半期包括利益 △69 △3,765

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 35 △3,760

少数株主に係る四半期包括利益 △104 △5
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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 9,781 3,944

減価償却費 4,589 4,725

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,016 △1,015

工事損失引当金の増減額（△は減少） △1,786 △1,445

退職給付引当金の増減額（△は減少） 176 △980

固定資産売却損益（△は益） △1,051 71

投資有価証券評価損益（△は益） 1,472 4,004

投資有価証券売却損益（△は益） △1,071 △2,836

受取利息及び受取配当金 △2,349 △2,752

支払利息 2,278 1,996

売上債権の増減額（△は増加） 23,559 50,953

未成工事支出金の増減額（△は増加） △3,830 △29,149

たな卸不動産の増減額（△は増加） △7,731 △398

ＰＦＩ事業等たな卸資産の増減額（△は増加） △388 678

仕入債務の増減額（△は減少） △69,389 △65,685

未成工事受入金の増減額（△は減少） △5,930 20,071

その他 18,009 11,054

小計 △37,679 △6,764

利息及び配当金の受取額 2,521 2,926

利息の支払額 △2,290 △2,025

法人税等の支払額 △6,051 △3,800

営業活動によるキャッシュ・フロー △43,499 △9,664

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △9,464 △18,840

有形固定資産の売却による収入 1,858 130

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △2,487 △1,677

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 1,656 5,066

その他 514 △406

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,921 △15,727

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） 5,580 △4,435

長期借入れによる収入 1,024 8,020

長期借入金の返済による支出 △16,592 △15,850

プロジェクトファイナンス借入れによる収入 7,202 －

プロジェクトファイナンス借入金の返済による支
出

△2,107 △4,854

社債の発行による収入 － 10,000

社債の償還による支出 － △20,000

配当金の支払額 △2,751 △2,751

その他 △142 △98

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,786 △29,969

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,458 △665

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △60,667 △56,026

現金及び現金同等物の期首残高 246,251 209,773

現金及び現金同等物の四半期末残高 185,583 153,746
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該当事項はありません。   

   

   

該当事項はありません。   
  

   

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） 

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。な

お，報告セグメントの利益には，引当金の繰入額及び取崩額を含んでいません。 

   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△4,698百万円は，セグメント間取引消去等です。  

  

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） 

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。な

お，報告セグメントの利益には，引当金の繰入額及び取崩額を含んでいません。 

   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△2,686百万円は，セグメント間取引消去等です。 

  

以上
   

（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

（６）セグメント情報

  （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  466,921  16,024  77,525  560,471  －  560,471

セグメント間の内部

売上高又は振替高  6,986  68  67,660  74,715  △74,715  －

計  473,907  16,093  145,186  635,187  △74,715  560,471

セグメント利益（注１）  7,582  4,952  2,327  14,862  △4,698  10,163

  （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  489,334  6,424  102,953  598,712  －  598,712

セグメント間の内部

売上高又は振替高  34,489  58  80,324  114,872  △114,872  －

計  523,824  6,482  183,278  713,585  △114,872  598,712

セグメント利益（注１）  1,002  1,169  4,773  6,945  △2,686  4,259
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