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(百万円未満切捨て)

１．2023年３月期第２四半期の連結業績（2022年４月１日～2022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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2023年３月期第２四半期 210,555 18.3 1,140 － 1,062 － 183 －

2022年３月期第２四半期 177,953 △5.2 △15,179 － △15,245 － △10,965 －
(注) 包括利益 2023年３月期第２四半期 2,422百万円( －％) 2022年３月期第２四半期△10,209百万円( －％)

　

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

2023年３月期第２四半期 1.17 －

2022年３月期第２四半期 △70.17 －
　

　

（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 ％

2023年３月期第２四半期 424,009 98,653 21.6
2022年３月期 394,073 99,701 23.2

(参考) 自己資本 2023年３月期第２四半期 91,454百万円 2022年３月期 91,388百万円

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

2022年３月期 － 0.00 － 20.00 20.00
2023年３月期 － 0.00

2023年３月期(予想) － 18.00 18.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

３．2023年３月期の連結業績予想（2022年４月１日～2023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
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 455,000 12.8 7,500 － 5,500 － 2,000 － 12.79
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
　

　　



※ 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（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

（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 ： 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

（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) 2023年３月期２Ｑ 162,673,321株 2022年３月期 162,673,321株

② 期末自己株式数 2023年３月期２Ｑ 6,178,541株 2022年３月期 6,382,798株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期２Ｑ 156,348,353株 2022年３月期２Ｑ 156,278,152株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

　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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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きましては、【添付資料】Ｐ.２「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」

をご覧ください。

　　



個別業績予想

2023年３月期の個別業績予想（2022年４月１日～2023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 326,300 7.2 2,500 － 2,500 － 1,600 － 10.23

(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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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、感染症抑制と経済活動の両立が進むもとで緩やかに持ち直す

中、資源価格の上昇や円安が進行しました。先行きにつきましては、ウィズコロナの新たな段階への移行が進めら

れる中、各種政策の効果もあって、持ち直していくことが期待されますが、世界的な金融引締め等が続く中、海外

景気の下振れがわが国の景気を下押しするリスクとなっております。また、物価上昇、供給面での制約、金融資本

市場の変動等の影響に十分注意する必要があります。

国内建設市場におきましては、公共事業投資は堅調に推移し、民間設備投資も持ち直しの動きがみられるもの

の、世界的な原材料の品薄・高騰による建設資材の価格高騰等の影響から、引き続き、厳しい経営環境が続いてお

ります。

このような状況下、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、以下のとおりとなりました。

　売上高につきましては、手持ち工事の進捗により前年同期比で326億円増加し、2,106億円となりました。一方損

益につきましては、前期に損失を計上しました国内の大型建築工事において、鋼材を中心とした資材価格等の上昇

による影響のほか、工事の進捗に伴う施工計画の見直しによる想定外の費用発生等により、工事原価が大幅に増加

する見込みとなったことから、新たに工事損失引当金繰入額を含む約62億円の損失を追加計上することとなりまし

た。また一部の子会社において減益となったことから、営業利益11億円（前年同期は営業損失152億円）、経常利

益11億円（前年同期は経常損失152億円）、親会社株主に帰属する四半期純利益２億円（前年同期は純損失110億

円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

　現金預金は前連結会計年度末比で83億円減少しましたが、受取手形・完成工事未収入金等は前連結会計年度末比

で285億円増加、未成工事支出金等は前連結会計年度末比で31億円増加、その他流動資産は前連結会計年度末比で

59億円増加しました。

　以上の結果、当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末比で299億円増加し、4,240億円とな

りました。

（負債）

　支払手形・工事未払金等及び電子記録債務を合計した支払債務につきましては、前連結会計年度末比で146億円

減少しましたが、短期借入金、社債及び長期借入金を合計した有利子負債残高につきましては、前連結会計年度末

比で446億円増加しました。

　以上の結果、当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末比で310億円増加し、3,254億円とな

りました。

（純資産）

　株主資本は、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上２億円、剰余金の配当31億円の結果、前連結会計年度末

比で22億円減少しました。その他の包括利益累計額は、為替換算調整勘定の増加等により、前連結会計年度末比で

22億円増加し、非支配株主持分は前連結会計年度末比で11億円減少しました。

　以上の結果、当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末比で10億円減少し、987億円とな

りました。なお、自己資本比率は、前連結会計年度末の23.2％比1.6ポイント低下の21.6％となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　通期の業績予想につきまして、国内の大型建築工事において工事採算が悪化したことを主要因として2022年３月

期決算発表時（2022年５月11日）に公表しました通期業績予想を修正いたしました。詳細は、2022年11月９日公表

の「工事損失の計上及び業績予想並びに配当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）につきましては、単位未満四捨五入

により表示しております。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 70,974 62,690

受取手形・完成工事未収入金等 197,169 225,650

未成工事支出金等 27,882 31,010

その他 19,615 25,539

貸倒引当金 △1 △59

流動資産合計 315,640 344,831

固定資産

有形固定資産 34,040 34,998

無形固定資産 6,808 6,934

投資その他の資産

退職給付に係る資産 127 109

その他 38,348 38,013

貸倒引当金 △891 △878

投資その他の資産合計 37,584 37,243

固定資産合計 78,433 79,177

資産合計 394,073 424,009
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 89,634 75,792

電子記録債務 29,347 28,631

短期借入金 1,988 28,027

未成工事受入金 28,635 38,549

完成工事補償引当金 489 541

工事損失引当金 19,611 22,615

偶発損失引当金 2,159 2,159

その他 35,542 23,051

流動負債合計 207,409 219,368

固定負債

社債 5,000 10,000

長期借入金 57,806 71,399

退職給付に係る負債 18,389 18,562

株式報酬引当金 57 62

その他 5,710 5,961

固定負債合計 86,963 105,987

負債合計 294,372 325,355

純資産の部

株主資本

資本金 12,003 12,003

資本剰余金 － 641

利益剰余金 85,714 82,771

自己株式 △3,907 △3,781

株主資本合計 93,811 91,635

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △555 △745

繰延ヘッジ損益 △92 △54

土地再評価差額金 70 70

為替換算調整勘定 △1,001 1,343

退職給付に係る調整累計額 △843 △794

その他の包括利益累計額合計 △2,422 △180

非支配株主持分 8,313 7,198

純資産合計 99,701 98,653

負債純資産合計 394,073 424,009

　



三井住友建設株式会社(1821) 2023年３月期 第２四半期決算短信

－5－

（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 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年９月30日)

売上高 177,953 210,555

売上原価 181,042 196,246

売上総利益又は売上総損失（△） △3,089 14,309

販売費及び一般管理費 12,089 13,169

営業利益又は営業損失（△） △15,179 1,140

営業外収益

受取利息 227 308

受取配当金 161 207

保険配当金等 22 25

為替差益 551 1,017

その他 202 191

営業外収益合計 1,164 1,749

営業外費用

支払利息 444 610

その他 787 1,216

営業外費用合計 1,231 1,826

経常利益又は経常損失（△） △15,245 1,062

特別利益

固定資産売却益 5 2

投資有価証券売却益 2 0

特別利益合計 8 3

特別損失

固定資産処分損 90 18

投資有価証券評価損 － 9

その他 0 0

特別損失合計 91 28

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（△）

△15,329 1,037

法人税等 △4,348 925

四半期純利益又は四半期純損失（△） △10,980 111

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △14 △71

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

△10,965 183
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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 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △10,980 111

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 292 △190

繰延ヘッジ損益 6 38

為替換算調整勘定 456 2,413

退職給付に係る調整額 14 49

その他の包括利益合計 770 2,310

四半期包括利益 △10,209 2,422

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △10,201 2,425

非支配株主に係る四半期包括利益 △7 △3
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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 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022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（△）

△15,329 1,037

減価償却費 1,604 2,155

のれん償却額 － 210

貸倒引当金の増減額（△は減少） △13 △3

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △13 46

工事損失引当金の増減額（△は減少） 17,441 3,001

株式報酬引当金の増減額（△は減少） 12 11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 45 125

固定資産処分損益（△は益） 85 15

受取利息及び受取配当金 △389 △515

支払利息 444 610

為替差損益（△は益） 231 △876

売上債権の増減額（△は増加） △38 △27,299

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △4,984 △3,009

その他の資産の増減額（△は増加） 315 △5,140

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減
少）

15 48

仕入債務の増減額（△は減少） △23,007 △15,280

未成工事受入金の増減額（△は減少） 6,212 9,189

その他の負債の増減額（△は減少） △7,717 △10,149

その他 1 101

小計 △25,082 △45,720

利息及び配当金の受取額 423 533

利息の支払額 △436 △576

法人税等の支払額 △1,492 △2,951

営業活動によるキャッシュ・フロー △26,587 △48,714

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） 577 △1,106

有形固定資産の取得による支出 △2,498 △1,641

有形固定資産の売却による収入 25 4

無形固定資産の取得による支出 △193 △295

投資有価証券の取得による支出 △1 △141

投資有価証券の売却による収入 3 0

貸付けによる支出 △10 △10

貸付金の回収による収入 23 55

その他 △45 △15

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,119 △3,150
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(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022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） 28,550 23,805

長期借入れによる収入 － 17,250

長期借入金の返済による支出 △6,356 △1,456

社債の発行による収入 － 5,000

従業員預り金の純増減額（△は減少） 254 140

自己株式の純増減額（△は増加） △501 △1

配当金の支払額 △2,819 △3,113

非支配株主への配当金の支払額 △126 △377

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得
による支出

－ △428

その他 △300 △648

財務活動によるキャッシュ・フロー 18,701 40,170

現金及び現金同等物に係る換算差額 △144 1,559

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △10,150 △10,135

現金及び現金同等物の期首残高 69,591 65,108

現金及び現金同等物の四半期末残高 59,441 54,973
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（４）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）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（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）

　税金費用の算定については、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おり

ます。ただし、見積実効税率を使用できない場合は、法定実効税率を乗じて算定しております。

　なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。

（追加情報）

当社及び一部の国内連結子会社は、第１四半期連結会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行

しております。これに伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グルー

プ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月12日。以下

「実務対応報告第42号」という。）に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対

応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。
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３．（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

(2022年３月31日)
当第２四半期会計期間
(2022年９月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 39,422 29,123

受取手形 634 313

完成工事未収入金 159,136 192,059

未成工事支出金 20,487 22,921

その他 25,148 33,454

貸倒引当金 △214 △239

流動資産合計 244,615 277,632

固定資産

有形固定資産 10,584 10,799

無形固定資産 2,222 2,242

投資その他の資産

その他 61,781 60,415

貸倒引当金 △3,262 △3,249

投資その他の資産合計 58,518 57,166

固定資産合計 71,325 70,208

資産合計 315,941 347,840

負債の部

流動負債

支払手形 4,922 5,690

電子記録債務 19,592 21,264

工事未払金 67,269 55,059

短期借入金 1,700 27,705

未成工事受入金 19,845 26,913

完成工事補償引当金 399 442

工事損失引当金 19,238 22,333

偶発損失引当金 2,159 2,159

その他 31,737 20,241

流動負債合計 166,864 181,809

固定負債

社債 5,000 10,000

長期借入金 57,750 71,350

退職給付引当金 12,889 12,977

その他 2,810 2,701

固定負債合計 78,449 97,028

負債合計 245,314 278,838

純資産の部

株主資本

資本金 12,003 12,003

資本剰余金 326 293

利益剰余金 62,839 61,278

自己株式 △3,907 △3,781

株主資本合計 71,262 69,794

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △542 △737

繰延ヘッジ損益 △92 △54

評価・換算差額等合計 △635 △791

純資産合計 70,627 69,002

負債純資産合計 315,941 347,840
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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
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年９月30日)

売上高

完成工事高 135,227 158,335

その他事業売上高 144 171

売上高合計 135,371 158,506

売上原価

完成工事原価 142,866 148,941

その他事業売上原価 78 94

売上原価合計 142,944 149,035

売上総利益

完成工事総利益又は完成工事総損失（△） △7,638 9,393

その他事業総利益 65 77

売上総利益又は売上総損失（△） △7,573 9,470

販売費及び一般管理費 8,244 8,478

営業利益又は営業損失（△） △15,817 992

営業外収益 2,294 2,833

営業外費用 1,437 1,830

経常利益又は経常損失（△） △14,960 1,996

特別利益 3 1

特別損失 252 13

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △15,209 1,984

法人税等 △4,684 419

四半期純利益又は四半期純損失（△） △10,525 1,564
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４．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 2021年４月１日 (自 2022年４月１日
至 2021年９月30日) 至 2022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 44,910 29,925 △14,985 △33.4
国内民間 13,986 9,087 △4,899 △35.0
海 外 776 75,274 74,497 －
合 計 59,673 39.1 114,286 58.2 54,613 91.5

建
築
工
事

国内官公庁 24,550 3,320 △21,230 △86.5
国内民間 67,286 71,267 3,980 5.9
海 外 1,067 7,662 6,594 617.7
合 計 92,905 60.9 82,250 41.8 △10,654 △11.5

合

計

国内官公庁 69,461 [45.5] 33,245 [16.9] △36,215 △52.1
国内民間 81,273 [53.3] 80,354 [40.9] △918 △1.1
海 外 1,843 [1.2] 82,936 [42.2] 81,092 －

(内グループ) (27,755) (18.2) (36,483) (18.6) (8,727) 31.4
合 計 152,578 100 196,536 100 43,958 28.8

　
　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 2021年４月１日 (自 2022年４月１日

至 2021年９月30日) 至 2022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 33,139 38,836 5,697 17.2
国内民間 10,220 10,752 532 5.2
海 外 18,288 21,924 3,636 19.9
合 計 61,648 45.6 71,514 45.2 9,866 16.0

建
築
工
事

国内官公庁 7,745 5,886 △1,858 △24.0
国内民間 61,711 77,384 15,673 25.4
海 外 4,122 3,549 △573 △13.9
合 計 73,579 54.4 86,820 54.8 13,241 18.0

合

計

国内官公庁 40,884 [30.2] 44,723 [28.2] 3,838 9.4
国内民間 71,931 [53.2] 88,137 [55.7] 16,205 22.5
海 外 22,410 [16.6] 25,473 [16.1] 3,063 13.7

(内グループ) (25,658) (19.0) (35,286) (22.3) (9,627) 37.5
合 計 135,227 100 158,335 100 23,107 17.1

　個別繰越工事高

前第２四半期会計期間末
(2021年９月30日)

当第２四半期会計期間末
(2022年９月30日)

増 減

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 168,326 166,534 △1,791 △1.1
国内民間 78,548 73,691 △4,857 △6.2
海 外 83,205 122,891 39,686 47.7
合 計 330,080 45.9 363,117 48.7 33,036 10.0

建
築
工
事

国内官公庁 58,776 50,243 △8,533 △14.5
国内民間 315,216 315,119 △97 △0.0
海 外 14,667 16,716 2,049 14.0
合 計 388,659 54.1 382,078 51.3 △6,581 △1.7

合

計

国内官公庁 227,102 [31.6] 216,777 [29.1] △10,325 △4.5
国内民間 393,764 [54.8] 388,810 [52.2] △4,954 △1.3
海 外 97,872 [13.6] 139,608 [18.7] 41,735 42.6

(内グループ) (115,353) (16.0) (119,334) (16.0) (3,981) 3.5
合 計 718,740 100 745,195 100 26,455 3.7
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（２）業績の実績及び予想の概要

【連結】 （単位：億円）

第２四半期業績 通期業績

前期実績
（2021年９月）

当期実績
（2022年９月）

対前年同期
増減額

前期実績
（2022年３月）

当期予想
（2023年３月）

対前期
増減額

売上高 1,780 2,106 326 4,033 4,550 517

売上総利益又は
売上総損失(△)

△31 143 174 182 345 163

営業利益又は
営業損失(△)

△152 11 163 △75 75 150

経常利益又は
経常損失(△)

△152 11 163 △83 55 138

親会社株主に帰属する
当期純利益又は
親会社株主に帰属する
当期純損失(△)

△110 2 112 △70 20 90

【個別】

第２四半期業績 通期業績

前期実績
（2021年９月）

当期実績
（2022年９月）

対前年同期
増減額

前期実績
（2022年３月）

当期予想
（2023年３月）

対前期
増減額

受注高 1,526 1,965 439 3,096 3,250 154

土木 597 1,143 546 1,163 1,550 387

建築 929 823 △106 1,933 1,700 △233

売上高 1,354 1,585 231 3,044 3,263 219

完成工事高 1,352 1,583 231 3,040 3,260 220

土木 616 715 99 1,280 1,360 80

建築 736 868 132 1,760 1,900 140

その他事業売上高 1 2 1 4 3 △1

売上総利益又は
売上総損失(△)

△76 95 171 60 212 152

(△5.6％) (6.0％) (11.6％) (2.0％) (6.5％) (4.5％)

完成工事総利益又は
完成工事総損失(△)

△76 94 170 59 211 152

(△5.6％) (5.9％) (11.5％) (1.9％) (6.5％) (4.6％)

土木 75 98 23 156 168 12

(12.1％) (13.7％) (1.6％) (12.2％) (12.4％) (0.2％)

建築 △151 △4 147 △97 43 140

(△20.6％) (△0.5％) (20.1％) (△5.5％) (2.3％) (7.8％)

その他事業総利益 1 1 0 1 1 0

(45.7％) (45.2％) (△0.5％) (23.4％) (33.3％) (9.9％)

販売費及び
一般管理費

82 85 3 176 187 11

営業利益又は
営業損失(△)

△158 10 168 △116 25 141

営業外損益 9 10 1 2 0 △2

経常利益又は
経常損失(△)

△150 20 170 △115 25 140

特別損益 △2 △0 2 △6 0 6

税引前当期純利益又は
税引前当期純損失(△)

△152 20 172 △121 25 146

法人税等 △47 4 51 △36 9 45

当期純利益又は
当期純損失(△)

△105 16 121 △86 16 102

（単位未満は四捨五入）

※2022年11月９日付で、通期の業績予想を修正しております。

　


