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第６期第３四半期（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日) 
 

四 半 期 報 告 書 
 

１ 本書は四半期報告書を金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用

電子情報処理組織(EDINET)を使用し提出したデータに目次及び頁を付して

出力・印刷したものであります。 

２ 本書には、上記の方法により提出した四半期報告書に添付された四半期

レビュー報告書及び上記の四半期報告書と同時に提出した確認書を末尾に

綴じ込んでおります。 
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】 

  

 
  

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日  
  至 平成20年12月31日)

１ 連結の範囲に関する

事項の変更 

 (1)連結の範囲の変更 

田園都市設備工業株式会社については、保有株式を売却したことから、第２四半期

連結会計期間より連結の範囲から除外している。 

 (2)変更後の連結子会社の数 

３社 

２ 持分法の適用に関す

る事項の変更 

 (1)持分法適用関連会社の変更  

あすか創建株式会社については、同社が自己株式を取得し、それに伴い同社に対す

る持分比率が増加したことから、第２四半期連結会計期間より持分法適用の範囲に

含めている。 

 (2)変更後の持分法適用関連会社の数  

４社 

３ 会計処理基準に関す

る事項の変更 

 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

たな卸資産 

 ①未成工事支出金、不動産事業支出金及び販売用不動産 

従来、個別法による原価法によっていたが、第１四半期連結会計期間より

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月

５日）が適用されたことに伴い、個別法による原価法（貸借対照表価額につ

いては収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定している。 

これによる当第３四半期連結累計期間に係る損益及びセグメント情報に与え

る影響は軽微である。 

   ②材料貯蔵品 

従来、主として総平均法による原価法によっていたが、第１四半期連結会計

期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成

18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法

（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によ

り算定している。 

これによる当第３四半期連結累計期間に係る損益及びセグメント情報に与え

る影響は軽微である。 
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【注記事項】 

(四半期連結貸借対照表関係) 

  

 
  

 当第３四半期連結会計期間末  
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末  
(平成20年３月31日)

１ ※２  有形固定資産の減価償却累計額 

                            2,528百万円 

１ ※２  有形固定資産の減価償却累計額 

                            2,429百万円 

２ 偶発債務(保証債務) 

(イ)連結会社以外の会社等の借入金に対する保証を行

っている。 

 
  (注) ※の保証金額は、他社分担保証額を除いた

当社の保証債務額である。 

全国漁港・漁村振興 
漁業協同組合連合会 

※157百万円

㈱オハラ 66

計 223

２ 偶発債務(保証債務) 

(イ)連結会社以外の会社等の借入金に対する保証を行

っている。 

 
  (注) ※の保証金額は、他社分担保証額を除いた

当社の保証債務額である。 

全国漁港・漁村振興 
漁業協同組合連合会 

※157百万円

㈱オハラ 79

計 237

(ロ)連結会社以外の会社の工事入札、履行、支払に対

する保証を行っている。 

 

CH.KARNCHANG-TOKYU  
CONSTRUCTION CO.,LTD. 

263百万円

合計(イ)＋(ロ) 487

(ロ)連結会社以外の会社の工事入札、履行、支払に対

する保証を行っている。 

 

CH.KARNCHANG-TOKYU  
CONSTRUCTION CO.,LTD. 

281百万円

合計(イ)＋(ロ) 518

３ ※３ その他（破産債権、更生債権等）と貸倒引当

金の直接減額表示 

債権全額に貸倒引当金を設定している「破産

債権、更生債権等」については、当該貸倒引

当金(当第３四半期連結会計期間末3,196百万

円)を債権から直接減額することとしてい

る。 

３ ※３ その他（破産債権、更生債権等）と貸倒引当

金の直接減額表示 

債権全額に貸倒引当金を設定している「破産

債権、更生債権等」については、当該貸倒引

当金(当連結会計年度末363百万円)を債権か

ら直接減額することとしている。 

 

４ ※１ 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理

については、手形交換日をもって決済処理を

している。 

なお、当四半期連結会計期間の末日は金融機

関の休日であったため、次の満期手形が四半

期連結会計期間末日残高に含まれている。 

 
 受取手形 7百万円

 支払手形 81

──────
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(四半期連結損益計算書関係) 

  

 
  

 
  

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

当第３四半期連結累計期間  
(自 平成20年４月１日  
  至 平成20年12月31日)

※１ このうち、主要な費目及び金額は次のとおりであ

る。 

従業員給料手当 3,392百万円

賞与引当金繰入額 198

退職給付費用 278

貸倒引当金繰入額 1,224

当第３四半期連結会計期間  
(自 平成20年10月１日  
 至 平成20年12月31日)

※１ このうち、主要な費目及び金額は次のとおりであ

る。 

従業員給料手当 1,401百万円

賞与引当金繰入額 △217 

退職給付費用 92

貸倒引当金繰入額 89

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日  
  至 平成20年12月31日)

  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

 

           （平成20年12月31日現在） 

現金預金勘定 12,116百万円 

現金及び現金同等物 12,116
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(株主資本等関係) 

当第３四半期連結会計期間末(平成20年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日

至 平成20年12月31日) 

１ 発行済株式の種類及び総数 

 
  

２ 自己株式の種類及び株式数 

 
  

３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会

計期間末後となるもの 

    該当事項はない。 

  

(リース取引関係) 

  
所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っ

ているが、当第３四半期連結会計期間末におけるリース取引残高は前連結会計年度末に比べて著しい

変動が認められないため、記載していない。 

  

(有価証券関係) 

  
当第３四半期連結会計期間末における有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前

連結会計年度末に比べて著しい変動が認められないため、記載していない。 

  

(デリバティブ取引関係) 

  
当社グループは、デリバティブ取引を行っていないので、該当事項はない。 

  

株式の種類
当第３四半期連結会計
期間末株式数（株）

普通株式 106,761,205

株式の種類
当第３四半期連結会計 
期間末株式数（株）

普通株式 10,826

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年６月25日 
定時株主総会

普通株式 533 5.00 平成20年３月31日 平成20年６月26日 利益剰余金
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平成21年２月10日

東急建設株式会社 

取締役会 御中 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている東

急建設株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間

(平成20年10月１日から平成20年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20

年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及

び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成

責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明すること

にある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビ

ューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公

正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行

われた。 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、東急建設株式会社及び連結子会社の平成20

年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の

経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる

事項がすべての重要な点において認められなかった。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

  

 

 

 

  

独立監査人の四半期レビュー報告書

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 

公認会計士  唐 澤    洋   

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 

公認会計士  松 尾  浩 明 

(注) １ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。 

２ 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 










