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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第3四半期 1,019,019 7.2 13,610 109.3 17,613 74.5 8,088 66.4
25年3月期第3四半期 950,196 6.6 6,504 △49.7 10,094 △20.2 4,862 64.5

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 46,079百万円 （157.7％） 25年3月期第3四半期 17,879百万円 （―％）

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

26年3月期第3四半期 10.31 10.28
25年3月期第3四半期 6.20 6.17

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 1,518,988 398,530 26.0
25年3月期 1,456,441 358,094 24.4
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 395,114百万円 25年3月期 355,304百万円

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

25年3月期 ― 3.50 ― 3.50 7.00
26年3月期 ― 3.50 ―
26年3月期（予想） 3.50 7.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 ： 無  

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 △0.4 15,500 18.3 15,500 △10.6 6,000 1.7 7.65
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(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26年２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等については，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 ： 無
②①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） 26年3月期3Q 788,514,613 株 25年3月期 788,514,613 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 3,849,200 株 25年3月期 3,819,235 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 784,680,755 株 25年3月期3Q 784,705,201 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，公共投資が増加し，また，生産の緩やかな増加など

を背景に企業収益の改善が見られ，個人消費も持ち直すなど，景気は緩やかに回復の傾向をたど

りました。 

 建設業界においては，前年度大型補正予算の本格実施等により官公庁工事が増加し，民間建設

投資も非製造業を中心として持ち直しが見られるなか，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。しかしながら採算面では，労務需給のひっ迫が深刻さを増し，また，原材

料価格の上昇が顕在化するなど，業界を取り巻く経営環境は，依然として厳しい状況が続きまし

た。 

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

べ7.2％増加し1兆190億円となりました。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9.7％増加し9,407億円となりました。 

 利益については，当社の完成工事高の増加による完成工事総利益の増加に加え，海外建設子会

社の利益も増加したことなどから，前年同期に比べ営業利益は109.3％増加し136億円，経常利益

は74.5％増加し176億円，四半期純利益は66.4％増加し80億円となりました。 

   

（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，現金預金は減少しましたが，株式相場の上昇に伴

い当社保有株式残高（投資有価証券）が増加したことなどにより，前連結会計年度末に比べ625億

円増加し１兆5,189億円となりました。 

 負債の部は，未成工事受入金の増加などにより，前連結会計年度末に比べ221億円増加し１兆

1,204億円となりました。 

 なお，連結有利子負債の残高は3,609億円となり，前連結会計年度末に比べ61億円の減少となり

ました。  

 純資産の部は，当社保有株式残高の増加に伴うその他有価証券評価差額金の増加などにより，

前連結会計年度末に比べ404億円増加し3,985億円となりました。また，自己資本比率は前連結会

計年度末に比べ1.6ポイント増加し26.0％となりました。  

     

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 第４四半期の日本経済は，企業収益の回復に伴い，雇用・所得環境も改善するなか，個人消費

が増加傾向にあり，景気は緩やかに回復するものと見込まれますが，依然として海外景気の下振

れが懸念されるなど，今後の景気動向には不確実性を残しています。 

 建設業界においては，公共投資は底堅く推移し，民間の建設投資が引き続き増加傾向をたどる

ものと予測されますが，更なる労務需給のひっ迫や原材料価格の上昇が懸念されるなど，経営環

境は，なおも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，通期の業績予想については，平成25年11月12日に公表しました業績予

想（平成25年５月14日公表予想から変更せず）を変更しておりません。  

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（注記事項）に関する事項

- 3 -

清水建設㈱（1803）平成26年3月期 第3四半期決算短信

- 3 -



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25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 158,634 108,147

受取手形・完成工事未収入金等 406,492 422,067

有価証券 58,000 70,000

未成工事支出金 58,116 80,384

たな卸不動産 57,405 76,385

ＰＦＩ事業等たな卸資産 56,461 60,113

その他 130,109 110,575

貸倒引当金 △1,522 △1,423

流動資産合計 923,697 926,248

固定資産   

有形固定資産 218,556 222,437

無形固定資産 4,017 4,416

投資その他の資産   

投資有価証券 295,182 348,859

その他 20,707 22,834

貸倒引当金 △5,719 △5,808

投資その他の資産合計 310,170 365,886

固定資産合計 532,744 592,740

資産合計 1,456,441 1,518,988

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 388,901 386,660

短期借入金 153,984 159,474

1年内返済予定のプロジェクトファイナンス借
入金

5,847 5,809

コマーシャル・ペーパー 10,000 －

未成工事受入金 94,546 124,026

完成工事補償引当金 3,173 3,354

工事損失引当金 36,518 30,923

その他 85,148 74,385

流動負債合計 778,120 784,634

固定負債   

社債 70,000 70,000

長期借入金 90,630 93,214

プロジェクトファイナンス借入金 36,635 32,404

退職給付引当金 52,568 52,204

関連事業損失引当金 4,304 3,966

その他 66,088 84,033

固定負債合計 320,226 335,823

負債合計 1,098,346 1,120,458
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25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 131,202 133,315

自己株式 △1,489 △1,502

株主資本合計 247,221 249,321

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 88,435 123,852

繰延ヘッジ損益 △31 △10

土地再評価差額金 23,296 23,769

為替換算調整勘定 △3,618 △1,819

その他の包括利益累計額合計 108,082 145,793

少数株主持分 2,790 3,416

純資産合計 358,094 398,530

負債純資産合計 1,456,441 1,518,988
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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24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年12月31日) 

売上高   

完成工事高 857,931 940,798

開発事業等売上高 92,265 78,220

売上高合計 950,196 1,019,019

売上原価   

完成工事原価 811,652 886,820

開発事業等売上原価 82,792 68,834

売上原価合計 894,444 955,654

売上総利益   

完成工事総利益 46,278 53,978

開発事業等総利益 9,473 9,386

売上総利益合計 55,752 63,365

販売費及び一般管理費 49,247 49,754

営業利益 6,504 13,610

営業外収益   

受取利息 869 848

受取配当金 3,338 3,600

その他 3,867 3,638

営業外収益合計 8,076 8,087

営業外費用   

支払利息 2,924 2,654

その他 1,561 1,429

営業外費用合計 4,485 4,084

経常利益 10,094 17,613

特別利益   

固定資産売却益 4,387 277

特別利益合計 4,387 277

特別損失   

固定資産売却損 180 18

投資有価証券評価損 4,563 －

特別損失合計 4,744 18

税金等調整前四半期純利益 9,737 17,872

法人税等 4,888 9,134

少数株主損益調整前四半期純利益 4,848 8,737

少数株主利益又は少数株主損失（△） △14 648

四半期純利益 4,862 8,088
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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24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 4,848 8,737

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 12,914 35,368

繰延ヘッジ損益 18 △10

為替換算調整勘定 67 1,883

持分法適用会社に対する持分相当額 30 101

その他の包括利益合計 13,030 37,342

四半期包括利益 17,879 46,079

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 17,876 45,325

少数株主に係る四半期包括利益 2 753
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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） 

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△8,257百万円は，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25年４月１日 至 平成25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。 

         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△5,532百万円は，セグメント間取引消去等です。 

  

以上
   

   

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（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 771,441 8,958  169,796  950,196  － 950,196

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 43,024 87  124,170  167,282  △167,282 －

計 814,466 9,045  293,967  1,117,478  △167,282 950,196

セグメント利益（注１） 6,043 1,310  7,407  14,762  △8,257 6,504

  （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 833,507 16,211  169,301  1,019,019  － 1,019,019

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 22,567 87  124,812  147,467  △147,467 －

計 856,074 16,298  294,114  1,166,486  △147,467 1,019,019

セグメント利益（注１） 4,542 2,794  11,805  19,143  △5,532 13,610
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