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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２四半期
連結累計期間

第８期
当第２四半期
連結累計期間

第７期
前第２四半期
連結会計期間

第８期 
当第２四半期 
連結会計期間

第７期

会計期間

自  平成21年
    ４月１日
至  平成21年
    ９月30日

自  平成22年
    ４月１日
至  平成22年
    ９月30日

自  平成21年
    ７月１日
至  平成21年
    ９月30日

自  平成22年 
    ７月１日 
至  平成22年 
    ９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) 100,817 107,933 58,431 58,229 236,655 

経常利益 (百万円) 961 3,435 1,090 1,805 4,912 

四半期（当期）純利益 (百万円) 1,408 4,378 1,049 2,318 1,901 

純資産額 (百万円) ― ― 27,037 31,297 27,936 

総資産額 (百万円) ― ― 164,011 136,032 162,893 

１株当たり純資産額 (円) ― ― 253.01 292.69 261.35 

１株当たり四半期（当期）純利益 (円) 13.19 41.01 9.83 21.71 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 (％) ― ― 16.5 23.0 17.1 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 928 4,595 ― ― 28,301 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △172 1,082 ― ― △2,395

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 34 △9,725 ― ― △25,107

現金及び現金同等物の 
四半期末（期末）残高 

(百万円) ― ― 13,531 9,420 13,526 

従業員数 (人) ― ― 2,581 2,583 2,563 
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当第２四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２四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９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９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) 2,583

従業員数(人) 2,478
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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２四半期連結会計期間 

 
  当第２四半期連結会計期間 

 
  

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７月１日 
至 平成22年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間

（百万円）
前年同四半期比

（％）

建設事業（建築） 27,121 ―

建設事業（土木） 5,144 ―

合計 32,266 ―

報告セグメントの名称
（自 平成22年７月１日 
至 平成22年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間

（百万円）
前年同四半期比

（％）

建設事業（建築） 46,766 ―

建設事業（土木） 10,679 ―

不動産事業 783 ―

合計 58,229 ―

東京急行電鉄㈱   10,559百万円 18.1％   

東京急行電鉄㈱    11,808百万円 20.3％   
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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２四半期会計期間 

 
当第２四半期会計期間 

 
  

２ 完成工事のうち主なものは、次のとおりである。 

前第２四半期会計期間 

 
  

当第２四半期会計期間 

 
  

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９月30日) 

前第２四半期累計期間
建築工事 224,724 60,176 284,900 78,838 206,062

土木工事 50,010 31,118 81,128 19,409 61,718

計 274,734 91,294 366,029 98,247 267,781

(自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日) 

当第２四半期累計期間
建築工事 197,635 56,630 254,266 85,329 168,936

土木工事 64,716 9,511 74,227 18,935 55,292

計 262,352 66,141 328,493 104,265 224,228

(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７月１日 
至 平成21年９月30日) 

前第２四半期会計期間
建築工事 1,063 45,552 46,615 

土木工事 4,474 6,037 10,512 

計 5,537 51,590 57,128 

(自 平成22年７月１日 
至 平成22年９月30日) 

当第２四半期会計期間
建築工事 1,791 43,663 45,454 

土木工事 5,217 5,473 10,690 

計 7,008 49,137 56,145 

東京急行電鉄㈱   10,249百万円 17.9％   

東京急行電鉄㈱  11,599百万円 20.7％   

東京急行電鉄㈱ たまプラーザ テラス ゲートプラザ(２期)新築工事 

東京急行電鉄㈱ たまプラーザ テラス ゲートプラザ(３期)新築工事 

 
東京急行電鉄㈱ (仮称)大岡山シニア住宅計画新築工事 

 

東京地下鉄㈱ 13号線渋谷一工区土木工事
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③ 繰越工事高(平成22年９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２四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２四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。 

  

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２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、輸出の増加や、個人消費の持ち直しを背景に企

業収益は改善の動きが見られる等、緩やかな回復基調をたどってきたが、高水準にとどまる失業率を

はじめ雇用情勢は厳しく、また円高や株安の影響等から、景気は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、公共投資が減少するとともに、企業の設備投資も依然として低水準で推移し

たほか、住宅着工戸数は贈与税減税等の住宅取得支援策の効果等により持ち直しているものの低調で

あったことから、受注環境は総じて厳しいものとなった。 

 このような情勢下において当社グループは、中期経営計画に基づき、安定的な受注の確保に向け、

価値提案を念頭においた注力顧客へのアプローチ強化や東急グループ各社との連携強化による新規顧

客開拓を推し進めるとともに、顧客の信頼をより一層高めるべく、協力会社との協働体制の深耕によ

り、更なる施工品質の向上と安全管理の強化に取り組んできた。また、原価情報の全社共有化や集中

調達の実施等により工事原価や間接経費の削減にも努める等、収益力の強化を図ってきた。 

 当第２四半期連結会計期間の業績は、売上高は前年同四半期比202百万円減の58,229百万円、利益

面では営業利益は前年同四半期比634百万円増の1,851百万円、同じく経常利益は714百万円増の1,805

百万円を、それぞれ計上した。これに、貸倒引当金戻入額182百万円や受取遅延損害金375百万円等を

特別利益に計上し、特別損失や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比1,269百

万円増の2,318百万円となった。 

  

区分 官公庁(百万円) 民間(百万円) 計(百万円)

建築工事 18,393 150,542 168,936 

土木工事 37,624 17,668 55,292 

計 56,018 168,210 224,228 

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】

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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   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、厳しい受注環境のなか、国内において大型店舗や教育施設の受注があったこ

とから、27,121百万円の受注高となった。 

 完成工事高については、手持工事の進捗が鈍化していること等により、46,766百万円となった。

また、セグメント利益については、建設コスト低減の取組み等による工事採算の向上に努めたこ

と、販売費及び一般管理費の縮減を図ったこと等が寄与し、1,645百万円となった。 
  

  （建設事業（土木）） 

受注面については、公共投資の減少や民間設備投資の低迷の影響により国内の受注が伸び悩んだ

ことに加え、為替相場の変動により過年度に外貨建で契約した海外工事の請負金額の円貨額が減少

した結果、5,144百万円の受注高となった。 

 完成工事高については、10,679百万円となった。また、セグメント利益については、建築工事同

様にコスト削減に努めたことにより、860百万円となった。 
  

  （不動産事業） 

売上高については、販売用不動産の売却や不動産賃貸等により783百万円、セグメント利益につい

ては、163百万円となった。 
  

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２四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、未成工事支出金が

2,303百万円増加した一方、売上債権の回収が進み受取手形・完成工事未収入金等が21,705百万円減

少し、また、現金預金が4,105百万円、投資有価証券が1,037百万円、それぞれ減少した。この結果、

総資産は、前連結会計年度末から26,860百万円減少し、136,032百万円となった。 

 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14,348百万円、

短期借入金が8,999百万円、未成工事受入金が3,720百万円それぞれ減少したこと等により、負債合計

は30,222百万円減少し、104,734百万円となった。 

 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384百万円減少した一方、四半期純利益を4,378百万円計上したこと等に

より、前連結会計年度末と比較して3,361百万円増加し、31,297百万円となった。 
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（２）キャッシュ・フローの状況 

当第２四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、営業活動

による資金収支の減少等により、第１四半期連結会計期間末残高より13,382百万円減少し、9,420百

万円（前年同四半期末残高は13,531百万円）となった。 
  

  （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結会計期間において営業活動による資金収支は、売上債権の増加や仕入債務の

減少等の資金減少要因により、14,431百万円の資金減少（前年同四半期は4,397百万円の資金減

少）となった。 
  

  （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結会計期間において投資活動による資金収支は、有形及び無形固定資産の取得

による支出があったものの、長期貸付金の回収による収入や関係会社株式の売却による収入等に

より、1,094百万円の資金増加（前年同四半期は70百万円の資金減少）となった。 
  

  （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結会計期間において財務活動による資金収支は、リース債務の返済による支出

等により、19百万円の資金減少（前年同四半期は9,982百万円の資金増加）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、輸出の下支えや金融緩和政策の効果等を背景に、景気の緩やかな回復は

続くものと期待されるが、円高や海外景気の下振れ懸念に加え、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することから、今後も予断を許さない状況が続くものと思われる。 

 建設業界においては、住宅着工戸数は減税等の効果により緩やかな回復が続くものと見込まれる

が、公共投資は減少傾向であることに加え、企業の設備投資の本格的な回復にはなお時間を要すると

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、このような状況に対処すべく、引き続き注力顧客へのアプローチ強化と

新規顧客開拓の積極化を図り、安定的な受注の確保に向け取り組んでいくほか、資機材等の調達時の

価格交渉力の向上を図ることに加え、間接経費の厳格な支出管理を行う等、収益力を一層強化してい

く。また、鉄道工事をはじめとする当社得意分野において防災関連技術の開発を推し進めるほか、生

物多様性に対応した環境配慮設計等の社会的要請の高い分野での研究開発に注力する等、建設周辺分

野の育成にも努めていく。 

  

（４）研究開発活動 

当第２四半期連結会計期間における研究開発費は151百万円であった。 

 なお、当第２四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２四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】 

  

 
  

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２四半期会計期間末

現在発行数(株) 
(平成22年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成22年11月９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７月１日～ 
平成22年９月30日 

─ 106,761 ─ 16,354 ─ 3,893 
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(6) 【大株主の状況】 

      平成22年９月30日現在 

 
(注) １  東京急行電鉄株式会社は上記のほか、当社株式7,500千株を退職給付信託に拠出しており、議決権行使につ

いては同社が指図権を留保している。 

２ みずほ信託退職給付信託大成建設口再信託受託者資産管理サービス信託の所有株式数4,000千株の議決権行

使については、大成建設株式会社が指図権を留保している。 

３ あいおい損害保険株式会社は、平成22年10月１日付でニッセイ同和損害保険株式会社と合併し、あいおいニ

ッセイ同和損害保険株式会社となっている。 

なお、ニッセイ同和損害保険株式会社は、平成22年９月30日現在当社株式を924千株（発行済株式総数に対

する所有株式数の割合0.87％）所有している。 

  
(7) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

   平成22年９月30日現在 

 
 (注) 「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。 

  

  

氏名又は名称 住所
所有株式数 
(千株)

発行済株式
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

東京急行電鉄株式会社 東京都渋谷区南平台町５番６号 15,161 14.20 

フェニックス・キャピタル株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目２番１号 4,000 3.75 

三井住友海上火災保険株式会社 東京都中央区新川二丁目27番２号 4,000 3.75 

みずほ信託退職給付信託大成建設口
再信託受託者資産管理サービス信託 

東京都中央区晴海一丁目８番12号 4,000 3.75 

中央三井信託銀行株式会社 東京都港区芝三丁目33番１号 3,900 3.65 

日本興亜損害保険株式会社 東京都千代田区霞が関三丁目７番３号 3,826 3.58 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 3,821 3.58 

清水建設株式会社 東京都港区芝浦一丁目２番３号 3,000 2.81 

あいおい損害保険株式会社 東京都渋谷区恵比寿一丁目28番１号 2,489 2.33 

フェニックス・キャピタル・パート
ナーズ・フォー投資事業組合 

東京都千代田区丸の内二丁目２番１号 2,410 2.26 

計 ― 46,609 43.66 

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 

13,540 
― ―

完全議決権株式（その他） 
普通株式 

106,708,060 
10,670,806 ―

単元未満株式 
普通株式 

39,605 
― 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 ― 10,670,806 ―
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② 【自己株式等】 

   平成22年９月30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。 

役職の異動 

 
  

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 13,540 ─ 13,540 0.01 

計 ― 13,540 ─ 13,540 0.01 

２ 【株価の推移】

月別 平成22年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

高(円) 298 273 245 235 233 248 

低(円) 267 226 221 220 212 218 

３ 【役員の状況】

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２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び前第２四半期連

結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９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２四半期連結会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び当第２四半期連結累

計期間（平成22年４月１日から平成22年９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２四半期連結会計期間（平成21年７

月１日から平成21年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９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２四半期連結会計期間（平成22年７月１日

から平成22年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年９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
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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２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 9,420 13,526

受取手形・完成工事未収入金等 64,749 86,455

未成工事支出金 ※1  16,889 ※1  14,586

不動産事業支出金 2,177 2,209

販売用不動産 2,691 3,004

材料貯蔵品 84 84

繰延税金資産 2,809 3,002

その他 6,286 7,773

貸倒引当金 △1,162 △1,329

流動資産合計 103,948 129,312

固定資産   

有形固定資産 ※2  13,942 ※2  14,131

無形固定資産 332 351

投資その他の資産   

投資有価証券 13,145 14,182

長期貸付金 302 1,048

繰延税金資産 1,109 717

その他 ※3  3,488 ※3  3,756

貸倒引当金 ※3  △236 ※3  △608

投資その他の資産合計 17,809 19,097

固定資産合計 32,084 33,580

資産合計 136,032 162,893

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 69,948 84,296

短期借入金 93 9,092

未払法人税等 183 261

未成工事受入金 20,028 23,748

完成工事補償引当金 1,037 1,395

工事損失引当金 ※1  441 ※1  462

賞与引当金 1,314 1,231

預り金 5,114 5,936

その他 962 2,321

流動負債合計 99,124 128,747

固定負債   

長期借入金 4,586 4,633

退職給付引当金 518 1,195

その他 505 379

固定負債合計 5,610 6,209

負債合計 104,734 134,956
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 10,941 7,203

自己株式 △38 △37

株主資本合計 31,151 27,413

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 125 509

為替換算調整勘定 △32 △24

評価・換算差額等合計 93 485

少数株主持分 53 37

純資産合計 31,297 27,936

負債純資産合計 136,032 162,893

― 15 ―



(2)【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 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高   

完成工事高 100,066 106,116

不動産事業売上高 750 1,817

売上高合計 100,817 107,933

売上原価   

完成工事原価 93,232 97,830

不動産事業売上原価 475 1,215

売上原価合計 93,708 99,045

売上総利益   

完成工事総利益 6,834 8,285

不動産事業総利益 274 602

売上総利益合計 7,109 8,888

販売費及び一般管理費 ※1  5,921 ※1  5,526

営業利益 1,187 3,361

営業外収益   

受取利息 6 11

受取配当金 77 232

持分法による投資利益 18 12

その他 46 33

営業外収益合計 149 289

営業外費用   

支払利息 156 68

コミットメントフィー － 62

その他 218 85

営業外費用合計 375 216

経常利益 961 3,435

特別利益   

貸倒引当金戻入額 509 746

関係会社株式売却益 － 25

受取遅延損害金 － 375

特別利益合計 509 1,147

特別損失   

投資有価証券評価損 － 23

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 － 72

税金等調整前四半期純利益 1,470 4,510

法人税、住民税及び事業税 78 77

法人税等調整額 △15 37

法人税等合計 62 115

少数株主損益調整前四半期純利益 － 4,394

少数株主利益又は少数株主損失（△） △0 15

四半期純利益 1,408 4,378
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【第２四半期連結会計期間】 

(単位：百万円)

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高   

完成工事高 58,110 57,445

不動産事業売上高 321 783

売上高合計 58,431 58,229

売上原価   

完成工事原価 53,917 53,017

不動産事業売上原価 202 585

売上原価合計 54,119 53,603

売上総利益   

完成工事総利益 4,192 4,427

不動産事業総利益 119 197

売上総利益合計 4,312 4,625

販売費及び一般管理費 ※1  3,094 ※1  2,774

営業利益 1,217 1,851

営業外収益   

受取利息 2 6

受取配当金 9 8

為替差益 － 19

持分法による投資利益 17 12

その他 23 14

営業外収益合計 52 61

営業外費用   

支払利息 85 31

シンジケートローン手数料 － 28

コミットメントフィー － 31

その他 92 16

営業外費用合計 178 107

経常利益 1,090 1,805

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1 182

関係会社株式売却益 － 25

受取遅延損害金 － 375

特別利益合計 1 582

特別損失   

投資有価証券評価損 － 23

特別損失合計 － 23

税金等調整前四半期純利益 1,092 2,364

法人税、住民税及び事業税 37 39

法人税等調整額 5 9

法人税等合計 43 49

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,314

少数株主損失（△） △0 △3

四半期純利益 1,049 2,318
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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 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 1,470 4,510

減価償却費 238 220

貸倒引当金の増減額（△は減少） △244 △538

退職給付引当金の増減額（△は減少） △769 △677

受取利息及び受取配当金 △83 △243

支払利息 156 68

持分法による投資損益（△は益） △18 △12

売上債権の増減額（△は増加） 15,786 21,705

未成工事支出金の増減額（△は増加） △6,930 △2,303

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,143 344

未収入金の増減額（△は増加） 202 189

立替金の増減額（△は増加） △281 1,206

破産更生債権等の増減額（△は増加） 1,201 253

仕入債務の増減額（△は減少） △13,297 △14,348

未払金の増減額（△は減少） △942 △1,522

未成工事受入金の増減額（△は減少） 7,205 △3,720

預り金の増減額（△は減少） △769 △822

その他 411 402

小計 1,188 4,712

利息及び配当金の受取額 128 111

利息の支払額 △161 △70

法人税等の支払額 △227 △158

営業活動によるキャッシュ・フロー 928 4,595

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 △153 △175

投資有価証券の取得による支出 △18 －

投資有価証券の売却による収入 － 51

関係会社株式の売却による収入 － 525

長期貸付金の回収による収入 － 677

その他 0 4

投資活動によるキャッシュ・フロー △172 1,082

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） 99 △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

リース債務の返済による支出 △34 △39

その他 6 0

財務活動によるキャッシュ・フロー 34 △9,725

現金及び現金同等物に係る換算差額 △65 △57

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 725 △4,105

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 13,531 9,420
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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９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

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 

 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９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

（四半期連結損益計算書関係） 

１ 前第２四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２四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２四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、11百万円である。 

２ 「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２四半期連結累計期間

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） 

１ 前第２四半期連結累計期間において、区分掲記していた投資活動によるキャッシュ・フローの「投資有価証

券の取得による支出」は、金額的重要性が乏しくなったため、当第２四半期連結累計期間では投資活動による

キャッシュ・フローの「その他」に含めて表示することとした。  

 なお、当第２四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、△20百万円である。 

２ 前第２四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２四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２四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。 

 

 

 

(自 平成22年７月１日 
至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間

（四半期連結損益計算書関係） 

１ 前第２四半期連結会計期間において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「シンジケートローン手数

料」は、営業外費用総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結会計期間では区分掲記することとし

た。 

 なお、前第２四半期連結会計期間の「営業外費用」の「その他」に含まれる当該金額は、22百万円である。 

２ 前第２四半期連結会計期間において、「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２四半期連結会計期間では区分掲記することとした。 

 なお、前第２四半期連結会計期間の「営業外費用」の「その他」に含まれる当該金額は、４百万円である。 

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２四半期連結会計期間

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。 
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【注記事項】 

(四半期連結貸借対照表関係) 

  

 
  

当第２四半期連結会計期間末
（平成22年９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  

               2,774百万円 

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 13

 計 134

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. 

245百万円

   

 合計(イ)＋(ロ) 380

 

(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、146百万円である。 

 

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２四半期連結会計期間末1,969百万

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。 
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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) 

  

 
  

(自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日) 

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

※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 1,885百万円

賞与引当金繰入額 290  

退職給付費用 247 

貸倒引当金繰入額 295 

※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 1,858百万円

賞与引当金繰入額 343  

退職給付費用 225 

  

(自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日) 

前第２四半期連結会計期間
(自 平成22年７月１日 
至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間

※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 959百万円

賞与引当金繰入額 116  

退職給付費用 123 

貸倒引当金繰入額 190 

※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 924百万円

賞与引当金繰入額 139  

退職給付費用 111 

  

(自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日) 

前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年９月30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21年９月30日現在) 

現金預金勘定 13,531 百万円 

現金及び現金同等物 13,531 

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９月30日現在) 

現金預金勘定 9,420 百万円 

現金及び現金同等物 9,420 
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(株主資本等関係) 

当第２四半期連結会計期間末(平成22年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日

至 平成22年９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２四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２四半期連結会

計期間末後となるもの 

該当事項なし。 

株式の種類
当第２四半期連結会計
期間末株式数（株）

普通株式 106,761,205 

株式の種類
当第２四半期連結会計 
期間末株式数（株）

普通株式 13,596 

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

─ 22 ─



(セグメント情報等) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日) 

 
  

前第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９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 

 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２四半期連結累計期間の建設事業の売上高が749百万円、営業利益が149百万円

増加している。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前第２四半期連結会計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日)及び前第２四半期連結累

計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

  

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が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２四半期連結会計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日)及び前第２四半期連結累

計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９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 58,110 321 58,431 ― 58,431 

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

計 58,113 326 58,440 (8) 58,431 

営業利益 2,172 71 2,244 (1,026) 1,217 

 
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 100,066 750 100,817 ― 100,817 

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 7 10 17 (17) ―

計 100,073 760 100,834 (17) 100,817 

営業利益 2,972 177 3,149 (1,962) 1,187 
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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２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日) 

 
（注）１ セグメント利益の調整額△1,654百万円には、セグメント間取引消去△187百万円及び各報告セグメントに配

分していない全社費用△1,466百万円が含まれている。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。 

  
当第２四半期連結会計期間(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日) 

 
（注）１ セグメント利益の調整額△818百万円には、セグメント間取引消去△97百万円及び各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△720百万円が含まれている。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) 
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 87,192 18,923 1,817 107,933 ― 107,933 

  セグメント間の内部売上高
 又は振替高 172 ― 15 187 △187 ―

計 87,364 18,923 1,833 108,121 △187 107,933 

セグメント利益 3,126 1,358 530 5,015 △1,654 3,361 

  （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 46,766 10,679 783 58,229 ― 58,229 

  セグメント間の内部売上高
 又は振替高 86 ― 10 97 △97 ―

計 46,853 10,679 793 58,326 △97 58,229 

セグメント利益 1,645 860 163 2,669 △818 1,851 
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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。 

 
  

 
（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２四半期連結会計期間末
（平成22年９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 292.69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９月30日） 

前第２四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間

１株当たり四半期純利益 13.19円 １株当たり四半期純利益 41.01円

 (自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日) 

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

四半期純利益 （百万円) 1,408 4,378 

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) 1,408 4,378 

普通株式の期中平均株式数 (千株) 106,750 106,748 

（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

前第２四半期連結会計期間
（自 平成22年７月１日 
至 平成22年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間

１株当たり四半期純利益 9.83円 １株当たり四半期純利益 21.71円

 (自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日) 

前第２四半期連結会計期間
(自 平成22年７月１日 
至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間

四半期純利益 （百万円) 1,049 2,318 

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) 1,049 2,318 

普通株式の期中平均株式数 (千株) 106,750 106,748 

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。 

― 26 ―



 

  
平成21年11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２四半期連結会計期間

（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成

21年９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９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の

経営成績並びに第２四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  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11月８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２四半期連結会計期間

（平成22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成

22年９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９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の

経営成績並びに第２四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  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11月９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２四半期(自 平成22年７月１日 至 平成22年９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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