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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

  

 
(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ていない。 

   ２ 売上高には、消費税等は含まれていない。 

   ３ 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載していな

い。 

  

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第７期

前第１四半期連結 
累計（会計）期間

第８期
当第１四半期連結 
累計（会計）期間

第７期

会計期間
自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日

自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日

自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日

売上高 (百万円) 42,385 49,704 236,655 

経常利益又は経常損失（△） (百万円) △129 1,629 4,912 

四半期（当期）純利益 (百万円) 358 2,060 1,901 

純資産額 (百万円) 25,804 28,958 27,936 

総資産額 (百万円) 149,660 141,609 162,893 

１株当たり純資産額 (円) 241.45 270.74 261.35 

１株当たり四半期（当期）純利益 (円) 3.36 19.30 17.81 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期（当期）純利益 

(円) ─ ─ ─

自己資本比率 (％) 17.2 20.4 17.1 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 5,326 19,027 28,301 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △101 △12 △2,395

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △9,947 △9,705 △25,107

現金及び現金同等物の 
四半期末（期末）残高 

(百万円) 8,057 22,803 13,526 

従業員数 (人) 2,574 2,595 2,563 
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当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容につ

いて、重要な変更はない。また、主要な関係会社に異動はない。 

  

  

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はない。 

  

  

(1) 連結会社の状況 

平成22年６月30日現在

 
 (注)  従業員数は就業人員数である。 

  

  

(2) 提出会社の状況 

平成22年６月30日現在

 
 (注)  従業員数は就業人員数である。 

  

  

２ 【事業の内容】

３ 【関係会社の状況】

４ 【従業員の状況】

従業員数(人) 2,595

従業員数(人) 2,485

― 3 ―



第２ 【事業の状況】 

 「第２ 事業の状況」における各事項の記載については、消費税等抜きの金額で表示している。 

  

(1) 受注実績 

 
（注） 当社グループでは建設事業以外では受注生産を行っていない。 

  

(2) 売上実績 

 
（注）１ 当社グループでは生産実績を定義することが困難であるため「生産の状況」は記載していない。 

２ 売上高総額に対する割合が100分の10以上の相手先別の売上高及びその割合は次のとおりである。 

  前第１四半期連結会計期間 

 
  当第１四半期連結会計期間 

 
  

１ 【生産、受注及び販売の状況】

報告セグメントの名称
（自 平成22年４月１日 

至 平成22年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間

（百万円）
前年同四半期比

（％）

建設事業（建築） 31,326 ―

建設事業（土木） 4,354 ―

合計 35,680 ―

報告セグメントの名称
（自 平成22年４月１日 

至 平成22年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間

（百万円）
前年同四半期比

（％）

建設事業（建築） 40,425 ―

建設事業（土木） 8,244 ―

不動産事業 1,034 ―

合計 49,704 ―

東京急行電鉄㈱    7,810百万円 18.4％   

東京急行電鉄㈱    10,906百万円 21.9％   
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① 受注工事高、完成工事高及び繰越工事高 

 
(注) １ 前事業年度以前に受注した工事で、契約の変更により請負金額の増減がある場合は、期中受注工事高にそ

の増減額を含む。従って、期中完成工事高にもかかる増減額が含まれる。また、前事業年度以前に外貨建

で受注したもので、当期中の為替相場の変動により請負金額の増減がある場合についても同様の処理をし

ている。 

２ 期末繰越工事高は（期首繰越工事高＋期中受注工事高－期中完成工事高）である。 

  
② 完成工事高 

 
(注) １ 完成工事高総額に対する割合が100分の10以上の相手先別の完成工事高及びその割合は、次のとおりであ

る。 

前第１四半期会計期間 

 
当第１四半期会計期間 

 
  

２ 完成工事のうち主なものは、次のとおりである。 

前第１四半期会計期間 

なお、参考のため提出会社個別の事業の状況は次のとおりである。

建設事業における受注工事高及び完成工事高の状況

期別 区分

期首繰越 

工事高 

(百万円)

期中受注 

工事高 

(百万円)

計 

(百万円)

期中完成 

工事高 

(百万円)

期末繰越 

工事高 

(百万円)

(自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日) 

前第１四半期累計期間
建築工事 224,724 16,352 241,076 32,222 208,854

土木工事 50,010 8,833 58,843 8,897 49,945

計 274,734 25,185 299,920 41,119 258,800

(自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日) 

当第１四半期累計期間
建築工事 197,635 30,409 228,044 39,874 188,169

土木工事 64,716 4,366 69,082 8,244 60,838

計 262,352 34,775 297,127 48,119 249,007

(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

前事業年度
建築工事 224,724 151,992 376,717 179,082 197,635

土木工事 50,010 62,289 112,299 47,583 64,716

計 274,734 214,282 489,017 226,665 262,352

期別 区分 官公庁(百万円) 民間(百万円) 計(百万円)

(自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日) 

前第１四半期会計期間
建築工事 500 31,721 32,222 

土木工事 2,926 5,970 8,897 

計 3,427 37,692 41,119 

(自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日) 

当第１四半期会計期間
建築工事 1,699 38,175 39,874 

土木工事 4,164 4,080 8,244 

計 5,864 42,255 48,119 

東京急行電鉄㈱  7,777百万円 18.9％   

東京急行電鉄㈱    10,874百万円 22.6％   

京浜急行電鉄㈱ 
〔京急蒲田駅付近連続立体交差事業〕第２工区本線土木(その

11)工事 

 

東京急行電鉄㈱ 
田園都市線二子玉川～溝の口間複々線化工事(土木工事溝の口

工区その４) 

 
㈱ユニマットリバティー ホテルブリーズベイマリーナ増築工事 

 

東京急行電鉄㈱ 
田園都市線二子玉川～溝の口間複々線化工事(土木工事第２工

区その７) 

 
学校法人中央大学 中央大学附属中学校新築工事(建築工事) 
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当第１四半期会計期間 

 
  

③ 繰越工事高(平成22年６月30日現在) 

 
(注) 繰越工事のうち主なものは、次のとおりである。 

 
  

当第１四半期連結会計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動

等又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はない。 

  

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はない。 

  

パーフェクト リバティー教団 新錬成会館新築工事 

 
東京急行電鉄㈱ 東急虎ノ門ビル新築工事 

 
北海道空港㈱ 新千歳空港連絡施設新築工事 

 

二子玉川東地区市街地再開発組合 
二子玉川東地区第一種市街地再開発事業に係る施設建築物 

新築工事(Ⅱ-ｂ街区) 

 

学校法人桑沢学園 (仮称)東京造形大学新棟建築計画 

区分 官公庁(百万円) 民間(百万円) 計(百万円)

建築工事 17,990 170,179 188,169 

土木工事 41,017 19,820 60,838 

計 59,008 189,999 249,007 

渋谷新文化街区プロジ

ェクト推進協議会 
渋谷新文化街区プロジェクト新築工事(Ａ工事) 平成29年３月 完成予定 

   
二子玉川東地区市街地

再開発組合 

二子玉川東地区第一種市街地再開発事業に係る施

設建築物新築工事(Ⅰｂ街区) 
平成22年11月 完成予定 

２ 【事業等のリスク】

３ 【経営上の重要な契約等】
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文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において、当社グループが判断したもので

ある。 

（１）業績の状況 

①経営成績の分析 

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、輸出は緩やかに増加し、生産や個人消費は持ち

直している等、景気は自律的回復への基盤が整いつつあるが、失業率が高水準にある等、依然として

厳しい状況が続いている。 

 建設業界においては、企業の設備投資は下げ止まりがみられるものの、依然として低水準であるこ

とに加え、公共投資は国・地方の予算減少に伴い低調に推移し、住宅の新規着工戸数も引き続き低水

準に留まる等、受注環境は厳しい状況となった。 

 このような情勢下において当社グループは、収益力の更なる強化と財務基盤の再構築を図るべく、

本年３月に見直した中期経営計画の施策に基づき、安定的な受注の確保に向け、注力顧客へのアプロ

ーチ強化や新規顧客開拓の積極化を推し進めてきたほか、間接コストの徹底的な削減に取り組んでき

た。また、顧客から一層の信頼を獲得すべく、安全・品質管理の更なる充実に努めてきた。 

  当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高は前年同四半期と比べ7,319百万円増の49,704百万

円、営業利益は1,509百万円（前年同四半期は30百万円の営業損失）、経常利益は1,629百万円（前年

同四半期は129百万円の経常損失）を、それぞれ計上した。これに、貸倒引当金戻入額565百万円を特

別利益に計上し、税金費用等を加味した結果、四半期純利益は前年同四半期と比べ1,701百万円増の

2,060百万円となった。 
  

  セグメントの業績は次のとおりである。 

  （建設事業（建築）） 

受注面については、厳しい受注環境であったが、国内外において大型工事を受注したことが寄与

し、31,326百万円の受注高を確保した。 

 完成工事高については、40,425百万円となった。また、セグメント利益については、1,481百万円

となった。 
  

  （建設事業（土木）） 

受注面については、厳しい受注環境のなか国内における受注が伸び悩み、また、海外では為替相

場の下振れの影響を受け過年度契約済工事の受注高が目減りした結果、4,354百万円の受注高にとど

まった。 

 完成工事高については、8,244百万円となった。また、セグメント利益については、497百万円と

なった。 
  

  （不動産事業） 

売上高については、販売用不動産の売却等により1,034百万円、セグメント利益については、367

百万円となった。 
  

セグメント別の記載において、完成工事高及び不動産事業売上高については「外部顧客への売上
高」について記載し、セグメント利益については「調整額」考慮前の金額によっている。 

  

②財政状態の分析 

当第１四半期連結会計期間末の資産の部は、前連結会計年度末と比較して、現金預金が3,277百万

円、有価証券が6,000百万円、未成工事支出金が2,139百万円それぞれ増加した一方、売上債権の回収

が進み受取手形・完成工事未収入金等が30,094百万円減少した。この結果、総資産は、前連結会計年

度末から21,283百万円減少し、141,609百万円となった。 

 負債の部は、前連結会計年度末と比較して、支払手形・工事未払金等の仕入債務が9,220百万円、

短期借入金が8,999百万円、未成工事受入金が3,942百万円それぞれ減少したこと等により、負債合計

は22,305百万円減少し、112,650百万円となった。 

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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純資産の部は、配当を640百万円実施したことにより利益剰余金が減少し、株式相場の影響により

その他有価証券評価差額金が440百万円減少した一方、四半期純利益を2,060百万円計上したこと等に

より、前連結会計年度末と比較して1,022百万円増加し、28,958百万円となった。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、財務活動

による資金収支の減少があったものの、それを上回る営業活動による資金収支の増加等により、前連

結会計年度末残高より9,277百万円増加し、22,803百万円（前年同四半期末残高は8,057百万円）とな

った。 
  

  （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結会計期間において営業活動による資金収支は、仕入債務の減少等の資金減少

要因があったものの、売上債権の減少等の資金増加要因により、19,027百万円の資金増加（前年

同四半期は5,326百万円の資金増加）となった。 
  

  （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結会計期間において投資活動による資金収支は、投資有価証券の売却による収

入等があったものの、有形及び無形固定資産の取得による支出等により、12百万円の資金減少

（前年同四半期は101百万円の資金減少）となった。 
  

  （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結会計期間において財務活動による資金収支は、短期借入金の減少や配当金の

支払額等により、9,705百万円の資金減少（前年同四半期は9,947百万円の資金減少）となった。

  

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題 

今後の見通しについては、アジアを中心とした海外経済の改善や政策効果等を背景とした企業収益

の改善が続くなか、景気は自律的な回復へ向かうことが期待されるが、欧州経済の下振れによる円高

等の懸念や国内におけるデフレの影響等、景気の下押しリスクが存在し、先行きはなお予断を許さな

い状況が続くものと考えられる。 

 建設業界においては、住宅着工戸数は関連政策の効果等もあり緩やかな持ち直しが見込まれるが、

公共投資は引き続き低調に推移することが予想され、企業の設備投資回復にはなお時間を要するもの

と思われることから、受注環境は引き続き厳しいものと予想される。 

 当社グループにおいては、引き続き中期経営計画に基づき、注力顧客へのアプローチ強化や新規顧

客開拓の積極化等を進め、安定的な受注の確保を図るほか、海外事業の育成・強化や環境・防災関連

ニーズへの対応強化、間接コストの削減等の施策を着実に推し進め、収益力の一層強化を図る。ま

た、保有資産の見直し等、財務基盤の再構築に取り組み、将来の収益基盤の確立に向けて邁進してい

く所存である。  

  

（４）研究開発活動 

当第１四半期連結会計期間における研究開発費は143百万円であった。 

 なお、当第１四半期連結会計期間において、研究開発活動の状況に重要な変更はない。 
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第３ 【設備の状況】 

(1) 主要な設備の状況 

 当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はない。 

  

  

(2) 設備の新設、除却等の計画 

 特記事項なし。 
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第４ 【提出会社の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項なし。 

  

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 

該当事項なし。 

  

(4) 【ライツプランの内容】 

該当事項なし。 

  

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

 
  

(6) 【大株主の状況】 

当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握していない。 

  

１ 【株式等の状況】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 400,000,000 

計 400,000,000 

種類
第１四半期会計期間末

現在発行数(株) 
(平成22年６月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成22年８月10日)

上場金融商品取引所名 
又は登録認可金融商品 

取引業協会名
内容

普通株式 106,761,205 106,761,205 
東京証券取引所
（市場第一部）

単元株式数は10株

計 106,761,205 106,761,205 ― ―

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(千株)

発行済株式
総数残高 
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金 
増減額 

(百万円)

資本準備金
残高 

(百万円)

平成22年４月１日～ 
平成22年６月30日 

─ 106,761 ─ 16,354 ─ 3,893 
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(7) 【議決権の状況】 

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認でき

ず、記載することができないことから、直前の基準日である平成22年３月31日現在の株主名簿による

記載をしている。 

① 【発行済株式】 

   平成22年３月31日現在 

 
(注) １ 「完全議決権株式（その他）」及び「単元未満株式」の欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名

義の株式がそれぞれ590株（議決権59個）及び５株含まれている。 

２ 単元未満株式数には当社所有の自己株式６株が含まれている。 
  

② 【自己株式等】 

   平成22年３月31日現在  

 
  

【当該四半期累計期間における月別 高・ 低株価】 
  

 
(注) 高・ 低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。 

  

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりで

ある。 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等） 
（自己保有株式）
普通株式 
       11,250 

― ―

完全議決権株式（その他） 
普通株式 

    106,707,730 10,670,773 ―

単元未満株式 
普通株式 

42,225 
― １単元（10株）未満の株式

発行済株式総数 106,761,205 ― ―

総株主の議決権 ― 10,670,773 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義

所有株式数 
(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

（自己保有株式） 
 東急建設株式会社 

東京都渋谷区渋谷一丁目16番14号 11,250 ─ 11,250 0.01 

計 ― 11,250 ─ 11,250 0.01 

２ 【株価の推移】

月別 平成22年４月 ５月 ６月

高(円) 298 273 245 

低(円) 267 226 221 

３ 【役員の状況】

 役員の異動

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏  名 異動年月日

取締役相談役 代表取締役会長 市 川 正 美 平成22年８月９日
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第５ 【経理の状況】 

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成

19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に準拠して作成し、「建設業法施行規

則」（昭和24年建設省令第14号）に準じて記載している。 

 なお、前第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び前第１四半期連

結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づ

き、当第１四半期連結会計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）及び当第１四半期連結累

計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて

作成している。 

  

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結会計期間（平成21年４

月１日から平成21年６月30日まで）及び前第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月

30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、並びに、当第１四半期連結会計期間（平成22年４月１日

から平成22年６月30日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日ま

で）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けている。

  

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

２  監査証明について

― 12 ―



１【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)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 16,803 13,526

受取手形・完成工事未収入金等 56,360 86,455

有価証券 6,000 －

未成工事支出金 ※1  16,726 ※1  14,586

不動産事業支出金 2,204 2,209

販売用不動産 2,769 3,004

材料貯蔵品 88 84

繰延税金資産 2,883 3,002

その他 5,666 7,773

貸倒引当金 △1,031 △1,329

流動資産合計 108,470 129,312

固定資産   

有形固定資産 ※2  14,087 ※2  14,131

無形固定資産 344 351

投資その他の資産   

投資有価証券 13,558 14,182

長期貸付金 1,009 1,048

繰延税金資産 1,108 717

その他 ※3  3,506 ※3  3,756

貸倒引当金 ※3  △476 ※3  △608

投資その他の資産合計 18,707 19,097

固定資産合計 33,139 33,580

資産合計 141,609 162,893

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 75,076 84,296

短期借入金 93 9,092

未払法人税等 97 261

未成工事受入金 19,805 23,748

完成工事補償引当金 1,278 1,395

工事損失引当金 ※1  374 ※1  462

賞与引当金 1,985 1,231

預り金 6,902 5,936

その他 1,042 2,321

流動負債合計 106,656 128,747

固定負債   

長期借入金 4,586 4,633

退職給付引当金 856 1,195

その他 551 379

固定負債合計 5,994 6,209

負債合計 112,650 134,956
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 16,354 16,354

資本剰余金 3,893 3,893

利益剰余金 8,622 7,203

自己株式 △37 △37

株主資本合計 28,833 27,413

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 69 509

為替換算調整勘定 △1 △24

評価・換算差額等合計 68 485

少数株主持分 57 37

純資産合計 28,958 27,936

負債純資産合計 141,609 162,893
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

売上高   

完成工事高 41,956 48,670

不動産事業売上高 428 1,034

売上高合計 42,385 49,704

売上原価   

完成工事原価 39,314 44,812

不動産事業売上原価 273 629

売上原価合計 39,588 45,442

売上総利益   

完成工事総利益 2,641 3,857

不動産事業総利益 155 404

売上総利益合計 2,796 4,262

販売費及び一般管理費 ※1  2,826 ※1  2,752

営業利益又は営業損失（△） △30 1,509

営業外収益   

受取利息 3 4

受取配当金 68 223

持分法による投資利益 1 0

その他 23 19

営業外収益合計 97 247

営業外費用   

支払利息 70 36

コミットメントフィー － 30

訴訟関連費用 46 －

その他 79 60

営業外費用合計 196 128

経常利益又は経常損失（△） △129 1,629

特別利益   

貸倒引当金戻入額 507 565

特別利益合計 507 565

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 48

特別損失合計 － 48

税金等調整前四半期純利益 377 2,146

法人税、住民税及び事業税 40 38

法人税等調整額 △21 27

法人税等合計 19 65

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,080

少数株主利益又は少数株主損失（△） △0 19

四半期純利益 358 2,060
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６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 377 2,146

減価償却費 111 106

退職給付引当金の増減額（△は減少） △390 △339

受取利息及び受取配当金 △71 △227

支払利息 70 36

持分法による投資損益（△は益） △1 △0

売上債権の増減額（△は増加） 20,138 30,094

未成工事支出金の増減額（△は増加） △3,828 △2,139

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,535 236

未収入金の増減額（△は増加） 251 219

立替金の増減額（△は増加） 629 1,594

破産更生債権等の増減額（△は増加） 1,193 245

仕入債務の増減額（△は減少） △11,378 △9,220

未払金の増減額（△は減少） △1,073 △1,410

未成工事受入金の増減額（△は減少） 2,156 △3,942

預り金の増減額（△は減少） △1,161 965

その他 10 772

小計 5,499 19,138

利息及び配当金の受取額 81 96

利息の支払額 △81 △43

法人税等の支払額 △172 △164

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,326 19,027

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △92 △56

投資有価証券の取得による支出 △9 △9

投資有価証券の売却による収入 － 51

その他 0 3

投資活動によるキャッシュ・フロー △101 △12

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） △9,900 △9,000

長期借入金の返済による支出 △36 △45

配当金の支払額 － △640

その他 △10 △19

財務活動によるキャッシュ・フロー △9,947 △9,705

現金及び現金同等物に係る換算差額 △24 △31

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,748 9,277

現金及び現金同等物の期首残高 12,805 13,526

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,057 22,803
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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】 

  

 
  
【表示方法の変更】 

  

 
  

 （自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間

会計処理基準に関する事 

項の変更 

  

 

  

資産除去債務に関する会計基準の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計

基準第18号 平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用している。 

 これによる損益に与える影響は軽微である。 

（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間

(四半期連結損益計算書関係) 

１ 前第１四半期連結累計期間において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「コミットメントフィー」

は、営業外費用総額の100分の20を超えたため、当第１四半期連結累計期間では区分掲記することとした。 

 なお、前第１四半期連結累計期間の「営業外費用」の「その他」に含まれる当該金額は、６百万円である。 

２ 前第１四半期連結累計期間において、区分掲記していた「営業外費用」の「訴訟関連費用」は、営業外費用

総額の100分の20以下となったため、当第１四半期連結累計期間では「営業外費用」の「その他」に含めて表

示することとした。 

 なお、当第１四半期連結累計期間の「営業外費用」の「その他」に含まれる当該金額は、18百万円である。 

３ 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく財務諸表等規則等

の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用により、当第１四半期連結累計期間

では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示している。 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

   前第１四半期連結累計期間において、投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めていた「投資

有価証券の売却による収入」は、金額的重要性が増したため、当第１四半期連結累計期間では区分掲記するこ

ととした。 

 なお、前第１四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含まれる当該金額

は、０百万円である。 
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【注記事項】 

(四半期連結貸借対照表関係) 

  

 
  

(四半期連結損益計算書関係) 

  

 
  

当第１四半期連結会計期間末
（平成22年６月30日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

１ ※２ 有形固定資産の減価償却累計額  

               2,735百万円 

１ ※２  有形固定資産の減価償却累計額 

                            2,640百万円 

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 

※ 121百万円

 ㈱オハラ 19

 計 141

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 

※ 121百万円

㈱オハラ 26

計 148

(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. 

222百万円

   

 合計(イ)＋(ロ) 363

 

(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. 

165百万円

 

合計(イ)＋(ロ) 313

３ ※１ 損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成

工事支出金と工事損失引当金は、相殺せずに

両建てで表示している。 

損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成

工事支出金のうち、工事損失引当金に対応す

る額は、162百万円である。 

 

３ ※１ 損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成

工事支出金と工事損失引当金は、相殺せずに

両建てで表示している。 

損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成

工事支出金のうち、工事損失引当金に対応す

る額は、296百万円である。 

４ ※３ その他（破産更生債権等）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

更生債権等」については、当該貸倒引当金

（当第１四半期連結会計期間末2,069百万

円）を債権から直接減額することとしてい

る。 

４ ※３  その他（破産更生債権等）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

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2,256百万円）を債権か

ら直接減額することとしている。 

（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

前第１四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 

至 平成22年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間

※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 925百万円

賞与引当金繰入額 174 

退職給付費用 123 

貸倒引当金繰入額 104 

※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 933百万円

賞与引当金繰入額 203  

退職給付費用 113 
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

(株主資本等関係) 

当第１四半期連結会計期間末(平成22年６月30日)及び当第１四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日

至 平成22年６月30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１四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１四半期連結会

計期間末後となるもの 

該当事項なし。 

（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

前第１四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 

至 平成22年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間

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21年６月30日現在) 

 

現金預金勘定 8,057 百万円 

現金及び現金同等物 8,057 

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22年６月30日現在) 

現金預金勘定 

有価証券勘定（譲渡性預金） 

16,803

6,000

 百万円 

現金及び現金同等物 22,803 

株式の種類
当第１四半期連結会計
期間末株式数（株）

普通株式 106,761,205 

株式の種類
当第１四半期連結会計
期間末株式数（株）

普通株式 11,356 

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22年６月24日 
定時株主総会 

普通株式 640 6.00 平成22年３月31日 平成22年６月25日 利益剰余金
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(セグメント情報等) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

  

 
  

(注) １ 事業区分の方法及び各区分に属する主要な事業の内容  

    (1) 事業区分の方法 

         日本標準産業分類及び四半期連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分した。 

    (2) 各区分に属する主要な事業の内容 

         建設事業：土木・建築その他建設工事全般に関する事業 

         不動産事業：不動産の販売、賃貸事業他 

   ２ 会計処理基準等の変更 

   当第１四半期連結会計期間から「工事契約に関する会計基準」を適用している。この変更に伴い、従来

の方法に比較して、当第１四半期連結累計期間の建設事業の売上高が386百万円、営業利益が39百万円減

少している。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

  
全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント
情報の記載を省略した。 

  

【海外売上高】 

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

  
海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略した。 

  

 
建設事業 
(百万円)

不動産事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高   

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高 41,956 428 42,385 ― 42,385 

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 3 5 8 (8) ―

計 41,960 434 42,394 (8) 42,385 

営業利益又は営業損失（△） 799 105 905 (935) △30
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【セグメント情報】 

１  報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

り、経営者が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっている

ものである。 

 当社は、本社に管理本部、営業総本部、土木総本部及び建築総本部を置いて事業を統括し、首都圏を中

心に支店・事業部等を置いて建設工事全般に関する「建設事業」を主力に事業展開しており、「建設事

業」を建築工事と土木工事に分類して管理している。また、兼業事業として、不動産の売買・賃貸他に関

する「不動産事業」を営んでいる。 

 したがって、当社グループは、住宅、商業施設及び教育・研究・文化施設等の建築工事とそれに附帯す

る事業を行う「建設事業（建築）」、鉄道及び道路等の土木工事とそれに附帯する事業を行う「建設事業

（土木）」、不動産の売買・賃貸及び建設事業周辺の新規事業等を行う「不動産事業」の３つを報告セグ

メントとしている。 

  

２  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 

当第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日) 

 
（注）１ セグメント利益の調整額△836百万円には、セグメント間取引消去△90百万円及び各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△745百万円が含まれている。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費で

ある。 

２ 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る。 

  

(追加情報) 

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平

成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20

号  平成20年３月21日)を適用している。 

  

  （単位：百万円）

 

報告セグメント
調整額 

（注）１

四半期連結
損益計算書 

計上額 
（注）２

建設事業 
（建築）

建設事業
（土木）

不動産事業 計

売上高    

  外部顧客への売上高 40,425 8,244 1,034 49,704 ― 49,704 

  セグメント間の内部売上高
 又は振替高 85 ― 5 90 △90 ―

計 40,511 8,244 1,039 49,795 △90 49,704 

セグメント利益 1,481 497 367 2,345 △836 1,509 
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(１株当たり情報) 

  

１  １株当たり純資産額 

 
  

２  １株当たり四半期純利益 

 
（注）１  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していない。 

   ２ １株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

 
  

(重要な後発事象) 

 該当事項なし。 

  

該当事項なし。 

  

当第１四半期連結会計期間末
（平成22年６月30日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

１株当たり純資産額 270.74円 １株当たり純資産額 261.35円

（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

前第１四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 

至 平成22年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間

１株当たり四半期純利益 3.36円 １株当たり四半期純利益 19.30円

 (自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日) 

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間

四半期純利益 （百万円) 358 2,060 

普通株主に帰属しない金額 （百万円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益 （百万円) 358 2,060 

普通株式の期中平均株式数 (千株) 106,750 106,749 

２ 【その他】
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項なし。 
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平成21年８月７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21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間

（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成

21年６月30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21

年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシ

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  湯 本  堅 司 

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。 

 





 

  
平成22年８月９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22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間

（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成

22年６月30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22

年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシ

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  湯 本  堅 司 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 

公認会計士  福 本  千 人 

(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。 

 





 
  

【表紙】  

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成22年８月10日 

【会社名】 東急建設株式会社 

【英訳名】 TOKYU CONSTRUCTION CO., LTD. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 飯 塚 恒 生 

【最高財務責任者の役職氏名】 ― 

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区渋谷一丁目16番14号 

【縦覧に供する場所】 東急建設株式会社 横浜支店 

 (横浜市都筑区中川一丁目４番１号(ハウスクエア横浜内)) 

 東急建設株式会社 名古屋支店 

 (名古屋市中区丸の内二丁目17番18号(名古屋東急ビル内)) 

 東急建設株式会社 大阪支店 

 (大阪市北区豊崎三丁目19番３号(ピアスタワー内)) 

 株式会社東京証券取引所 

 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 



当社代表取締役社長飯塚恒生は、当社の第８期第１四半期(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月

30日)の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認しまし

た。 

  

特記すべき事項はありません。 

  

１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】
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