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1. 平成29年3月期の連結業績（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 税引前利益 当期利益
親会社の所有者に
帰属する当期利益

当期包括利益
合計額

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年3月期 11,134,169 △8.8 91,597 △12.1 200,271 121.1 155,786 130.7 155,350 149.5 152,509 ―

28年3月期 12,207,957 △12.3 104,231 △35.1 90,559 △27.3 67,528 △40.1 62,264 △41.0 △144,042 ―

基本的1株当たり当期利益 希薄化後1株当たり当期利益
親会社 帰属持分

当期利益率
資産合計税引前利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

29年3月期 88.08 88.06 11.1 2.9 0.8

28年3月期 35.88 35.88 4.4 1.2 0.9

（参考） 持分法による投資損益 29年3月期 114,725百万円 28年3月期 31,824百万円

（注）１．「売上高」及び「営業利益」は、投資家の便宜を考慮し、日本の会計慣行に従った自主的な表示であり、IFRSで求められている表示ではありません。

　　　２．「売上高」は、取引形態の如何にかかわりなく当社及び連結子会社の関与する全ての取引を含んでおります。　　　

　　　３．「営業利益」は、連結包括利益計算書における「売上総利益」及び「販売費及び一般管理費」（貸倒引当金繰入額を含む）の合計額として表示しております。

　　　４．「基本的1株当たり当期利益」及び「希薄化後1株当たり当期利益」に使用する当期利益は、「親会社の所有者に帰属する当期利益」から当社普通株主に帰属

しない金額を控除し算定しております。

　　　５．「親会社株主帰属持分当期利益率」に使用する親会社株主帰属持分及び当期利益は、「親会社の所有者に帰属する持分」及び「親会社の所有者に帰属する

当期利益」からそれぞれ当社普通株主に帰属しない金額を控除し算定しております。

(2) 連結財政状態

資産合計 資本合計
親会社の所有者に

帰属する持分
親会社所有者帰属

持分比率
1株当たり親会社

帰属持分
百万円 百万円 百万円 ％ 円 銭

29年3月期 6,896,733 1,742,758 1,683,723 24.4 829.49

28年3月期 7,117,686 1,415,202 1,317,052 18.5 758.95

（注）「1株当たり親会社株主帰属持分」に使用する親会社株主帰属持分は、「親会社の所有者に帰属する持分」から当社普通株主に帰属しない金額を控除し算定しております。

(3) 連結キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

29年3月期 324,263 46,504 △258,123 704,972

28年3月期 359,132 △174,596 △36,268 600,840

2. 配当の状況

年間配当金
配当金総額（合計） 配当性向（連結）

親会社 帰属
持分配当率（連結）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 百万円 ％ ％

28年3月期 ― 10.50 ― 10.50 21.00 36,447 58.5 2.6

29年3月期 ― 9.50 ― 13.50 23.00 39,918 26.1 2.9

30年3月期(予想) ― 12.50 ― 12.50 25.00 26.2

（注）「親会社株主帰属持分配当率（連結）」に使用する親会社株主帰属持分は、「親会社の所有者に帰属する持分」から当社普通株主に帰属しない金額を控除して

算定しております。

3. 平成30年3月期の連結業績予想（平成29年4月1日～平成30年3月31日）
（％表示は、対前期増減率）

親会社の所有者に帰属する当期利益 基本的1株当たり当期利益
百万円 ％ 円 銭

通期 170,000 9.4 95.59

（注）「基本的1株当たり当期利益」に使用する当期利益は、「親会社の所有者に帰属する当期利益」から当社普通株主に帰属しない金額を控除し算定しております。



※ 注記事項

(1) 期中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）　：　有

減少3社　（社名）Atlantis Investorco Limited、Atlantis Midco Limited、Seajacks International Limited

（注）詳細は、【添付資料】P.7「3.サマリー情報（その他）に関する事項　(1)当連結会計年度における重要な子会社の異動」をご覧下さい。

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更

① IFRSにより要求される会計方針の変更 　：　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

(3) 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） 29年3月期 1,737,940,900 株 28年3月期 1,737,940,900 株

② 期末自己株式数 29年3月期 2,587,938 株 28年3月期 2,580,195 株

③ 期中平均株式数 29年3月期 1,735,357,836 株 28年3月期 1,735,368,048 株

（参考）個別業績の概要

平成29年3月期の個別業績（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年3月期 5,407,811 △11.7 △45,752 ― 42,529 △82.7 63,565 △67.6

28年3月期 6,127,775 △16.4 △19,777 ― 246,190 218.6 196,212 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
円 銭 円 銭

29年3月期 36.63 36.62

28年3月期 113.05 ―

(2) 個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

29年3月期 3,747,100 592,074 15.8 341.04

28年3月期 3,696,698 562,495 15.2 324.10

（参考） 自己資本 29年3月期 591,894百万円 28年3月期 562,495百万円

※ 決算短信は監査の対象外です

※ 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予想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仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項は、【添付資料】P.7「1.(5)今後の見通し」をご覧下さい。

（決算補足説明資料及び決算説明会内容の入手方法）

決算補足説明資料は平成29年5月9日（火）に当社ホームページに掲載いたします。また、当社は平成29年5月11日（木）に、機関投資家・アナリスト向け説明会を開催する予定
であり、その模様（動画）については、当日使用する資料とともに、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。
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