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当社は、平成15年10月１日付で、旧東急建設株式会社（現　ＴＣプロパティ-ズ株式会社）の建設事業部門を分割承継しましたが、

分割前の旧東急建設株式会社の平成15年９月中間期の連結業績につきまして、下記のとおりお知らせいたします。

なお、平成16年３月期の連結業績予想につきましては、当社（新東急建設株式会社）について記載しております。

１. 15年 9月中間期の連結業績（平成 15年 4月 1日 ～ 平成 15年 9月 30日）
(1)連結経営成績 (注)金額は百万円未満を切り捨て

　　　　売    上    高 　　　　 営　業　利　益 　　　経　常　利　益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

15年 9月中間期 210,489 112.2 2,191 - △ 1,006 -
14年 9月中間期 99,171 △ 24.9 △ 2,411 - △ 5,473 -
15年 3月期 380,516 11,097 5,613

　        １ 株 当 た り 中 間     潜在株式調整後１株当

           ( 当 期 ） 純 利 益     たり中間(当期）純利益

百万円 ％ 円 銭 円　　銭

15年 9月中間期 △ 910 - △0　　 71　　 -
14年 9月中間期 △ 7,777 - △6　　 05　　 -
15年 3月期 171 0　　 13　　 -
(注)①持分法投資損益    15年 9月中間期         △162百万円   14年 9月中間期        △228 百万円   15年 3月期         106 百万円

     ②１株当たり中間（当期）純利益の計算内容(連結)　 中間（当期）純利益－普通株式に帰属しない金額※

普通株式＋後配株式－自己株式

※普通株式に帰属しない金額はありません。

     ③期中平均株式数（連結）　

     ④会計処理の方法の変更　　 有

     ⑤売上高、営業利益、経常利益、中間(当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2)連結財政状態
      　  総  資  産         　株  主  資　本      株主資本比率 　１株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

15年 9月中間期 418,181 135,450 32.4 43　　 16　　
14年 9月中間期 518,646 47,847 9.2 37　　 24　　
15年 3月期 484,110 54,232 11.2 42　　 21　　
(注)①１株当たり株主資本の計算内容(連結)　                                      株主資本 － 優先株式×発行価額

普通株式＋後配株式－自己株式

　　 ②期末発行済株式数（連結）

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

　　　キャッシュ・フロー 　　　キャッシュ・フロー 　キャッシュ・フロー 期　 末 　残 　高
百万円 百万円 百万円 百万円

15年 9月中間期 19,263 △ 562 △ 13,139 19,571
14年 9月中間期 △ 11,802 △ 19,482 △ 12,372 10,127
15年 3月期 △ 373 △ 5,278 △ 35,029 13,097

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項
    連結子会社数  9　社   持分法適用非連結子会社数　0　社   持分法適用関連会社数　4　社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況
    連結（新規）1　社  （除外）0　社   持分法（新規）0　社  （除外）　1　社

２. 16年 3月期の新東急建設連結業績予想（ 平成 15年 4月 10日  ～  平成 16年 3月 31日 ）
　 　　　　  売   上   高 　　　　経　常　利　益 　 当　期　純　利　益

百万円 百万円 百万円

通　　期 186,895 9,693 △ 34,831
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  △63 円 52 銭 

(注) 上記の予想は、発表日現在で入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって
　    予想数値と異なる可能性があります。
　    なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料５ページをご参照下さい。

  中間(当期）純利益

15年  9月中間期 1,284,891,110 株

普通株式    　 784,891,110 株

後配株式    500,000,000 株

15年  9月中間期 1,284,849,209 株

普通株式    　 784,849,209 株

後配株式    500,000,000 株

14年  9月中間期 1,284,974,200 株

普通株式    　 784,974,200 株

後配株式    500,000,000 株

15年  3月期    1,284,949,103 株

普通株式    　 784,949,103 株

後配株式    500,000,000 株

14年  9月中間期 1,284,958,675 株

普通株式    　 784,958,675 株

後配株式    500,000,000 株

15年  3月期    1,284,900,641 株

普通株式    　 784,900,641 株

後配株式    500,000,000 株



 

 当社は、本年10月１日付で、会社分割により旧東急建設株式会社（現 ＴＣプロパティーズ株式会社、以下「旧
東急建設」という。）から建設事業を承継いたしましたが、以下の項目の記載にあたり、 
 「１．企業集団の状況」 
 「３．経営成績及び財政状態」のうち 
  経営成績 
  （１）当中間期の概況 
  財政状態 
 「４．中間連結財務諸表」 
は、分割前の旧東急建設について記載しております。 
 
 「２．経営方針」 
 「３．経営成績及び財政状態」のうち 
  経営成績 
  （２）通期の見通し 
は、分割後の東急建設株式会社について記載しております。 
 
１．企 業 集 団 の 状 況 

 
当社企業集団は、東急グループの構成員として開発事業の分野を担い、当社、子会社９社、関連会

社４社で構成され、建設事業を中心に不動産、ゴルフ場、ホテル等の事業を展開しております。 
当社企業集団の事業に係わる位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであり

ます。 
 

  建 設 事 業   当社を中心に事業を行っております。当社は、子会社の東建産業㈱、田園都市
設備工業㈱、東急リニューアル㈱及び関連会社の世紀東急工業㈱、東急グリーン
システム㈱に工事の一部を発注しております。また、子会社の東建産業㈱は、建
設資機材の販売・賃貸等を行っており、当社は、その一部を購入・賃借しており
ます。海外においては、関連会社のCH.KARNCHANG-TOKYU CONSTRUCTION CO.,LTD.
等が事業を行っております。 

なお、親会社の東京急行電鉄㈱より工事の一部を継続的に受注しております。 
  不動産事業等   当社が主として営んでおり、子会社の田浦開発㈱が開発事業を行っております。

また、子会社の㈱思い川東急ゴルフ倶楽部、㈱四日市東急ゴルフ倶楽部がゴルフ
場を運営しております。このほか、子会社の㈱シティ弘前ホテルがホテルを運営
し、子会社の㈱ライフシステムズが有料老人ホームを経営しております。 

 
 事業の系統図は次のとおりであります。 

得    意    先 

 

東京急行電鉄㈱（親会社）

 

  

 

建 設 事 業 不動産事業等 

当     社 

 

 

 

建 設 事 業 不動産事業等 
主要な連結子会社 
 東建産業㈱ 
 田園都市設備工業㈱ 
 東急リニューアル㈱ 
主要な関連会社 
 世紀東急工業㈱ 
 東急グリーンシステム㈱ 

 

 
主要な連結子会社 
 ㈱思い川東急ゴルフ倶楽部 
 ㈱四日市東急ゴルフ倶楽部 
 ㈱シティ弘前ホテル 
 ㈱ライフシステムズ 
 田浦開発㈱ 
主要な関連会社 
 ㈱水戸プロパティー 
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２．経 営 方 針 

 

（１）経営の基本方針 

当社は、平成 15 年４月にＴＣホールディングズ株式会社として設立され、同年 10 月１日に旧東

急建設株式会社（現 ＴＣプロパティーズ株式会社）の建設事業部門を商号と共に引き継ぎ、新た

に東急建設株式会社としてスタートいたしました。 

当社は、旧東急建設の企業理念についても承継しており、「安心感のある快適な生活環境づくり」

を事業領域と定め、今後ますます多様化する価値観に対応し、生活者にとって価値のある商品・サ

ービスを提供していくことで、お客様と社員各々の夢を実現してまいります。そして、2010 年まで

に「投資家満足、顧客満足、社員満足の３つの指標で斯界の最高水準を実現する」という企業ビジョ

ンの達成に向け、戦略的かつ現実的な経営計画を立案し、実行してまいります。 

また同時に、環境経営、コンプライアンス経営を標榜する東急グループの一員として、信頼され、

愛される東急ブランドの確立に向け、建設業の立場から最大限の努力を行ってまいります。 

 

（２）利益配分に関する基本方針等 

利益配分については、株主への安定的な配当の継続を重視するとともに、当期の業績や今後の

経営環境などを勘案しながら決定することを基本方針としています。 

当社は、旧東急建設が策定した会社分割を柱とする「新Ｐrofit
プ ロフ ィ ット

計画」（平成15～17年度）にお

いて生まれた会社であり、資産の時価による引き継ぎや増資などにより、安定した財務基盤を形

成しています。 

しかしながら、当期（平成16年３月期）においては、旧東急建設から承継した営業権の一括償

却を検討しており、最終損益が赤字となる見込みであることから、配当は見送らせていただく所

存です。 

当社は、「新Ｐrofit計画」に掲げている次期（平成17年３月期）の利益処分からの配当開始を実

現させるべく、最善の努力を行ってまいります。 

 

（３）投資単位引下げに関する基本方針 

 当社では、証券市場における当社株式の流動性を高めるとともに、旧東急建設の株主にとって新

たに配賦される当社の株式数が四分の一になることを考慮し、投資単位を100株としています。 

 

（４）中期的な会社の事業計画 

当社は、旧東急建設が取り組んできた「新Ｐ rofit計画」を引き続き推進してまいります。本計画

における建設事業計画の概要は以下のとおりです。 

 

経営方針 

1．基 本 戦 略  

 ○ 環境の変化を先取りした建設事業の収益構造改革による企業再生（健全で自立した企業へ） 

2．基 本 方 針 

  ○ キャッシュフロー経営のさらなる推進を図る 

 ○ 建設業本業で企業価値の最大化を図る 
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個別戦略の要点 

○ 受注の70％を占める首都圏に経営資源を集中（地方、海外拠点の効率化を追求） 

○ 得意分野である鉄道工事に注力 

○ 利益の90％を占めるロイヤルカスタマー（優良顧客）に営業力を集中 

○ マンション、戸建てなど住環境創造事業に注力 

○ 首都圏のリニューアル事業に注力 

 

目標とする経営指標 

1．配当開始予定    平成 17 年３月期の利益処分により配当可能 

2．売上高経常利益率   4.0％以上 

3．営業キャッシュフロー   計画３ヶ年平均 100 億円以上 

4．インタレスト・カバレッジ・レシオ 15 倍以上 

5．有利子負債のｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰに対する比率 １以下 

（国土交通省基準） 

 

（５）対処すべき課題 

当社の収益力ならびに財務基盤を将来的にも安定したものとするためには、建設投資の先細りが

予想される中にあって安定した受注量を確保し、いかなる経営環境においても常に利益を確保でき

る強い体質の組織を作り上げていかなければなりません。 

そのため、当社は以下の課題に注力してまいります。 

○ 価格競争力の強化による採算性の向上 

○ 不採算工事の徹底排除の継続 

○ 技術の伝承（個人的なノウハウの共有、ナレッジマネジメントの推進） 

○ 新たなロイヤルカスタマーの開拓 

○ お客様の信頼獲得による東急ブランドおよび東急建設ブランドの価値向上 

 

（６）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方およびその施策 

当社は、基本的に旧東急建設の経営組織をそのまま引継いでいます。 

取締役は15名であり、旧東急建設と比べて３名少なくなっています。社外取締役（３名）のう

ち１名は東急グループ以外で当社に資本参加している企業のＣＥＯを招聘しており、取締役会の

監査機能を強化しています。任期については、各事業年度の経営責任を明確にするとともに経営

体制を機動的に構築するため、１年としています。さらに、代表取締役を中心に４名からなる経

営会議を適宜開催しており、重要な経営方針や経営課題について審議を行い、意思決定の迅速化

を実現しています。 

執行役員（専任）は14名であり、取締役と同様に任期を１年にしています。執行役員制につい

ては、業務執行における意思決定の迅速化および部門機能の強化を目的に、旧東急建設において

平成12年７月から導入しており、当社においてもその機能を十分に発揮できる経営システムの確

立に努めてまいります。 

また、社外監査役（３名）のうち１名は企業法務に精通した弁護士を招聘しており、コンプラ

イアンス経営に則した業務監査機能の強化を図っています。 
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（７）東急グループとの関係における基本方針 

当社は現在、資本の上では東急グループのリーディングカンパニーである東京急行電鉄株式会

社の持分法適用会社という位置付けにあります。 

同社は、旧東急建設の親会社として今回の会社分割を柱とした「新Ｐrofit計画」の策定にご協力

いただき、また資本政策においては、本年８月に旧東急建設ならびに当社（当時はＴＣホールディ

ングズ）が実施しました第三者割当増資に応じていただくなど、当社が健全な財務基盤のもとで

スタートできるようにお力添えをいただいております。 

営業面では、同社をはじめ東急グループ各社からの受注が毎年20％前後と堅調に推移してきて

おり、当社にとっても今後の収益の大きな柱となるものです。 

当社は、東急グループの構成員として、今後とも東京急行電鉄ならびに東急グループ各社と密

接な関係を継続していく所存です。 
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３．経営成績及び財政状態 

 

 経 営 成 績  

 

（１）当中間期の概況 

当中間期のわが国経済は、輸出が堅調に推移するなか、設備投資が持ち直すなど一部に明るい兆

しがみられましたが、厳しい雇用・所得環境を背景に個人消費は依然として低水準にとどまり、回

復に向けた歩調は極めて緩やかものとなりました。 

建設業界におきましては、企業収益の改善に伴い、製造業を中心に民間建設投資が増加の動きを

示しましたものの、公共工事は減少基調が顕著となるなど、受注環境は総じて厳しい状況で終始い

たしました。 

このような状況のもと、当中間連結会計期間は売上高2,104億89百万円（前年同期比112.2％増）、

営業利益21億91百万円（前年同期は営業損失24億11百万円）、経常損失10億6百万円（前年同期は

経常損失54億73百万円）となりました。また、退職給付引当金取崩益などを特別利益に計上したも

のの、販売用不動産評価損などを特別損失に計上した結果、当中間純損失は９億10百万円（前年同

期は中間純損失77億77百万円）となりました。 

 

なお、事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりです。 

 （建 設 事 業） 

受注高は、鉄道およびマンションを中心とした民間工事が大幅に増加したことにより1,313億98百

万円（前年同期比32.7％増）となりました。完成工事高は、民間工事が増加したほか、主な要因と

して完成工事高の計上基準に工事進行基準を採用したことにより1,953億28百万円（前年同期比

107.4％増）、営業利益は、44億14百万円（前年同期は営業損失9億55百万円）となりました。 

 （不動産事業等） 

「新Ｐrofit計画」に基づき資金回収を図るために販売用不動産の売却を進めた結果、不動産事

業等売上高は、151億60百万円（前年同期比204.4％増）となりました。利益面では販売用不動産の

売却等により営業損失1億21百万円（前年同期は営業利益8億25百万円）となりました。 

 

（２）通期の見通し 

今後の見通しにつきましては、引き続き輸出と設備投資をけん引役として緩やかな回復が持続す

るものと期待されておりますが、米国経済の動向や円高の進行など、先行きは不透明であり、なお

予断を許さない状況が続くものと予想されます。 

 

これらの状況を踏まえ、新東急建設の平成 16 年３月期決算の業績予想につきましては、次のとお

りであります。 

（連結業績見通し）             （個別業績見通し） 

売 上 高 186,895 百万円（前期比 －％）  売 上 高 183,139 百万円（前期比 －％） 

経 常 利 益  9,693 百万円（前期比 －％）  経 常 利 益  8,297 百万円（前期比 －％） 

当期純損失  34,831 百万円（前期比 －％）  当期純損失  36,318 百万円（前期比 －％） 

                      受 注 高 140,000 百万円（前期比 －％） 
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（注） 当社は平成 15 年４月 10 日に設立され、平成 15 年 10 月１日付で会社分割により旧東急建設か

ら建設事業部門を承継し前期の実績が無いため、前期との比較は省略しております。 

 

（ご参考）旧東急建設の建設事業部門業績（個別） 

     単位 百万円 

    平成 16 年３月期 平成 15 年３月期 比較増減 

 完成工事高  371,695 361,123 10,572 

 完成工事総利益  24,683 24,670 13 

 受注高  270,040 262,920 7,119 

（注）平成 16 年３月期の建設事業部門業績予想については、[上期の旧東急建設の建設事業

部門＋下期の新東急建設の建設事業部門]の業績数値を記載しております。 

 

財 政 状 態 

 

当中間連結会計期間末の財政状態につきましては、総資産4,181億81百万円（前期比659億28百万

円減）、負債の部合計2,890億39百万円（前期比1,407億72百万円減）となり、資本の部合計は1,354

億50百万円（前期比812億17百万円増）となりました。 

また、連結キャッシュ・フローにつきましては、以下のとおりです。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、未成工事受入金等の減少、仕入債務の減少などがあった

ものの、未成工事支出金の減少などにより、192億円の資金増加となりました。投資活動によるキ

ャッシュ・フローは、事業用地等を取得したことなどにより、5億円の資金減少となりました。財

務活動によるキャッシュ・フローは、新株発行により資金が増加したものの、有利子負債の返済

（削減）などにより131億円の資金減少となりました。なお、有利子負債残高は1,362億円となり、

前期比38.8％減少しております。 

以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前期末残高と比較して64億円増加し、195億円

となりました。 

 

なお、当社企業集団のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 

 平成 13年９月期 平成 14年３月期 平成 14年９月期 平成 15年３月期 平成 15年９月期

自己資本比率（％） 0.3 9.9 9.2 11.2 32.4

時価ベースの自己

資本比率（％） 
9.8 17.2 17.1 13.8 28.6

債務償還年数（年） － － － － 7.1

インタレスト・カ

バレッジ・レシオ 
－ － － － 8.9

※ 自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 
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１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式、優先株式控除後）により算出

しております。なお、平成15年９月期は上場廃止日の終値により算出しております。 

３．営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フロー

を使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち短期借入金お

よび長期借入金を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算

書の利息の支払額を使用しております。 

４．平成13年９月期、平成14年３月期、平成14年９月期、平成15年３月期の債務償還年数、インタレ

スト・カバレッジ・レシオは営業キャッシュ・フローがマイナスのため、記載しておりません。 
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ファイル名:ＢＳ 更新日時:2003/11/10 20:27 印刷日時:03/11/10 20:27 

４．中間連結財務諸表 
① 中間連結貸借対照表 

 

  
前中間連結会計期間末
(平成14年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成15年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成15年３月31日) 

比較増減

区分 
注記 
番号 

金額 
(百万円) 

構成比
(％)

金額 
(百万円) 

構成比
(％)

金額 
(百万円) 

構成比 
(％) 

金額 
(百万円) 

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

現金預金  10,127 19,571 5,423  14,148

     受取手形・完成工事未収入金等 ※１ 42,138 84,509 97,961  △13,452

未成工事支出金等  149,224 20,654 77,605  △56,951

販売用不動産 ※２ 55,740 54,021 56,918  △2,897

繰延税金資産  ― 2,205 2,203  2

その他 ※３ 12,993 12,208 18,896  △6,687

貸倒引当金  △48 △93 △100  6

流動資産合計  270,175 52.1 193,077 46.2 258,908 53.5 △65,831

Ⅱ 固定資産    

有形固定資産    

土地 ※４ 182,483 165,273 164,883  389

その他 ※５ 17,495 18,009 17,445  564

有形固定資産計  199,979 183,282 182,329  953

無形固定資産  5,181 1,706 1,691  14

投資その他の資産    

 投資有価証券 ※６ ― 21,555 19,996  1,559

 その他 ※７ 55,818 30,990 33,634  △2,644

貸倒引当金 ※８ △12,508 △12,431 △12,450  19

投資その他の資産計  43,310 40,115 41,180  △1,065

固定資産合計  248,471 47.9 225,104 53.8 225,201 46.5 △97

資産合計  518,646 100 418,181 100 484,110 100 △65,928
      

(負債の部)    
Ⅰ 流動負債    

支払手形・工事未払金等  74,656 92,699 117,400  △24,701

短期借入金  185,955 128,656 167,256  △38,600

未成工事受入金等  118,549 28,127 60,043  △31,916

引当金  1,885 1,946 2,081  △134

その他  11,195 15,189 12,374  2,814

流動負債合計  392,243 75.6 266,618 63.7 359,156 74.2 △92,537

Ⅱ 固定負債    

長期借入金  59,386 7,563 55,431  △47,868

引当金  3,713 494 3,653  △3,159

持分法適用に伴う負債  3,202 ― ―  ―

その他  12,190 14,364 11,571  2,793

固定負債合計  78,493 15.2 22,421 5.4 70,656 14.6 △48,234

負債合計  470,737 90.8 289,039 69.1 429,812 88.8 △140,772

    
(少数株主持分)    

少数株主持分  62 0.0 △6,308 △1.5 64 0.0 △6,372
    
    (資本の部)    

Ⅰ 資本金  36,833 7.1 76,833 18.4 36,833 7.6 40,000

Ⅱ 資本剰余金  25,010 4.8 65,010 15.5 25,010 5.1 40,000

Ⅲ 利益剰余金  △14,350 △2.8 △7,311 △1.7 △6,401 △1.3 △910

Ⅳ その他有価証券評価差額金  363 0.1 950 0.2 △1,185 △0.2 2,136

Ⅴ 為替換算調整勘定  △6 △0.0 △22 △0.0 △17 △0.0 △5

Ⅵ 自己株式  △2 △0.0 △10 △0.0 △6 △0.0 △3

資本合計  47,847 9.2 135,450 32.4 54,232 11.2 81,217
負債、少数株主持分及び 
資本合計 

 518,646 100 418,181 100 484,110 100 △65,928
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ファイル名:ＰＬ 更新日時:2003/11/10 11:08 印刷日時:03/11/10 11:13 

② 中間連結損益計算書 

 

  

前中間連結会計期間 

(自 平成14年４月１日 

至 平成14年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成15年４月１日 

至 平成15年９月30日)

比較増減 

前連結会計年度 

(自 平成14年４月１日 

至 平成15年３月31日)

区分 
注記 

番号 

金額 

(百万円) 

百分比

(％) 

金額 

(百万円) 

百分比

(％) 

金額 

(百万円) 

金額 

(百万円) 

百分比

(％) 

Ⅰ 売上高   
完成工事高  94,191 195,328 101,137 371,387
不動産事業等売上高  4,980 15,160 10,180 9,129

売上高合計  99,171 100 210,489 100 111,317 380,516 100
Ⅱ 売上原価   

完成工事原価  89,893 186,345 96,451 346,822
不動産事業等売上原価  3,655 14,499 10,843 6,447

売上原価合計  93,549 94.3 200,844 95.4 107,295 353,269 92.8
売上総利益   
完成工事総利益  4,297 8,983 4,685 24,565
不動産事業等総利益  1,324 660 △663 2,682
売上総利益合計  5,621 5.7 9,644 4.6 4,022 27,247 7.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 8,032 8.1 7,452 3.6 △580 16,149 4.3
営業利益  ― ― 2,191 1.0 2,191 11,097 2.9
営業損失  2,411 △2.4 ― ― △2,411 ― ―

Ⅳ 営業外収益   
受取利息  58 23 △35 90
受取配当金  83 95 12 128
還付消費税  4 37 32 ―
持分法による投資利益  ― ― ― 106
雑収入  84 61 △23 256

営業外収益合計  231 0.2 218 0.1 △13 581 0.2

Ⅴ 営業外費用   

支払利息  2,579 2,394 △184 5,307
新株発行費  ― 325 325 ―
持分法による投資損失  228 162 △65 ―
雑支出  486 533 46 757

営業外費用合計  3,294 3.3 3,416 1.6 121 6,065 1.6
経常利益  ― ― ― ― ― 5,613 1.5
経常損失  5,473 △5.5 1,006 △0.5 △4,467 ― ―

Ⅵ 特別利益   
      前期損益修正益  66 17 △48 1,410

固定資産売却益  ― 85 85 ―
投資有価証券売却益  5 23 17 223
役員退職慰労引当金取崩益  ― 47 47 ―
退職給付引当金取崩益  ― 3,293 3,293 ―

特別利益合計  71 0.1 3,467 1.6 3,395 1,634 0.4
Ⅶ 特別損失   

      前期損益修正損  ― 175 175 ―
固定資産売却損  ― 20 20 2,189
固定資産除却損  45 15 △29 82
固定資産土地等評価損  ― ― ― 2,121
投資有価証券売却損  52 18 △34 223
投資有価証券評価損  81 ― △81 414
ゴルフ会員権等評価損  48 48 0 ―
選択定年転進支援金  883 114 △769 993
販売用不動産評価損  1,138 1,078 △59 2,720
会社分割関連費用  ― 138 138 ―
金利スワップ解約損  ― 669 669 ―
訴訟和解金等  ― 619 619 ―
長期借入金解約違約金  ― 313 313 ―
その他特別損失  ― 12 12 230
特別損失合計  2,250 2.3 3,225 1.5 975 8,974 2.4
税金等調整前中間(当期) 
純損失 

 7,652 △7.7 764 △0.4 △6,887 1,726 △0.5

法人税、住民税及び事業税  143 146 2 295
法人税等調整額  △22 0.1 △7 0.0 14 △2,199 △0.5
少数株主利益  3 0.0 7 0.0 3 6 0.0
当期純利益  ― ― ― ― ― 171 0.0
中間純損失  7,777 △7.8 910 △0.4 △6,867 ― ―
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ファイル名:連結剰余金 更新日時:2003/11/10 11:08 印刷日時:03/11/10 13:13 

③ 中間連結剰余金計算書 

 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成14年４月１日
至 平成14年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成15年４月１日
至 平成15年９月30日)

比較増減 
前連結会計年度 

(自 平成14年４月１日
至 平成15年３月31日)

区分 
金額 

(百万円) 
金額 

(百万円) 
金額 

(百万円) 
金額 

(百万円) 

(資本剰余金の部)   

Ⅰ 資本剰余金期首残高   

資本準備金期首 
残高 93,094 － △93,094  93,094

その他資本剰余金 
期首残高 － 93,094 25,010 25,010 25,010 △68,084 － 93,094

Ⅱ 資本剰余金増加高   

   資本減少による 
   増加額 25,010 － △25,010  25,010

   増資による優先 
   株式の発行 － 25,010 40,000 40,000 40,000 14,989 － 25,010

Ⅲ 資本剰余金減少高   

   欠損填補による 
   減少額 93,094 93,094 － － △93,094 △93,094 93,094 93,094

Ⅳ 資本剰余金中間期末 
  (期末)残高  25,010 65,010 40,000 25,010

   

(利益剰余金の部)   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  △108,963 △6,401 102,562 △108,963

Ⅱ 利益剰余金増加高   

当期純利益 － － －  171

資本剰余金取崩額 93,094 － △93,094  93,094

資本減少による 
欠損填補額 9,296 102,390 － － △9,296 △102,390 9,296 102,562

Ⅲ 利益剰余金減少高   

中間純損失 7,777 7,777 910 910 6,867 6,867 － －

Ⅳ 利益剰余金中間期末 
  (期末)残高  △14,350 △7,311 7,038 △6,401
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ファイル名:ＣＦ 更新日時:2003/11/10 11:09 印刷日時:03/11/10 13:01 

④ 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 

 

前中間連結会計期間 

(自 平成14年４月１日

至 平成14年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成15年４月１日 

至 平成15年９月30日) 

前連結会計年度の 

要約連結キャッシュ・

フロー計算書 

(自 平成14年４月１日

至 平成15年３月31日)

区分 
金額 

(百万円) 

金額 

(百万円) 

金額 

(百万円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前中間(当期)純損失(△) △7,652 △764 △1,726

減価償却費 844 734 1,625

受取利息及び受取配当金 △141 △119 △218

支払利息 2,579 2,394 5,307

固定資産売却損益(益：△) ― △64 2,189

販売用不動産評価損 1,138 1,078 2,720

売上債権の増減額(増加：△) 49,290 13,358 △6,532

未成工事支出金の増減額(増加：△) △34,678 57,155 36,887

たな卸資産の増減額(増加：△) △2,058 10,865 △3,217

仕入債務の増減額(減少：△) △41,544 △31,880 1,199

未成工事受入金等の増減額(減少：△) 25,253 △31,916 △33,252

その他 △2,101 695 △100

小計 △9,070 21,537 4,881

利息及び配当金の受取額 148 160 217

利息の支払額 △2,601 △2,173 △5,164

法人税等の支払額 △279 △261 △308

営業活動によるキャッシュ・フロー △11,802 19,263 △373

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形・無形固定資産の取得による支出 △19,600 △2,884 △20,497

有形・無形固定資産の売却による収入 7 1,240 15,488

投資有価証券の取得による支出 △323 △63 △486

投資有価証券の売却による収入 452 1,153 2,059

貸付けによる支出 △51 △50 △1,961

貸付金の回収による収入 32 41 117

投資活動によるキャッシュ・フロー △19,482 △562 △5,278

Ⅲ 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(減少：△) △7,973 △60,769 △35,631

長期借入れによる収入 9,100 ― 26,480

長期借入金の返済による支出 △13,497 △32,366 △25,873

株式の発行による収入 ― 80,000 ―

その他 △1 △3 △5

財務活動によるキャッシュ・フロー △12,372 △13,139 △35,029

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △39 △27 △44

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △43,696 5,534 △40,726

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 53,823 13,097 53,823

Ⅶ 連結追加に伴う現金及び現金同等物の増加額 ― 940 ―

Ⅷ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 10,127 19,571 13,097
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ファイル名:連結会計方針 更新日時:2003/11/10 16:26 印刷日時:03/11/10 16:59 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

１．連結の範囲に関す
る事項 

全ての子会社(８社)を連結
している。 

連結子会社名 
東建産業株式会社 
田園都市設備工業株式
会社 
東急リニューアル株式
会社 
株式会社シティ弘前ホ
テル 
株式会社ライフシステ
ムズ 
株式会社思い川東急ゴ
ルフ倶楽部 
株式会社四日市東急ゴ
ルフ倶楽部 
GUAM PACIFIC TOKYU 
CONSTRUCTION,INC. 

全ての子会社(９社)を連結
している。 

連結子会社名 
東建産業株式会社 
田園都市設備工業株式
会社 
東急リニューアル株式
会社 
株式会社シティ弘前ホ
テル 
株式会社ライフシステ
ムズ 
株式会社思い川東急ゴ
ルフ倶楽部 
株式会社四日市東急ゴ
ルフ倶楽部 
田浦開発株式会社 
GUAM PACIFIC TOKYU 
CONSTRUCTION,INC. 
 

なお、田浦開発株式会社
は、議決権所有比率の増
加に伴い当中間連結会計
期間より連結の範囲に含
めている。 

全ての子会社(８社)を連結
している。 

連結子会社名 
東建産業株式会社 
田園都市設備工業株式
会社 
東急リニューアル株式
会社 
株式会社シティ弘前ホ
テル 
株式会社ライフシステ
ムズ 
株式会社思い川東急ゴ
ルフ倶楽部 
株式会社四日市東急ゴ
ルフ倶楽部 
GUAM PACIFIC TOKYU 
CONSTRUCTION,INC. 

２．持分法の適用に関
する事項 

全ての関連会社(５社)に対
する投資について、持分法
を適用している。 
持分法適用の関連会社名は
次のとおり。 

世紀東急工業株式会社 
田浦開発株式会社 
株式会社水戸プロパティ
ー 
東急グリーンシステム株
式会社 
CH.KARNCHANG-TOKYU 
CONSTRUCTION CO.,LTD. 

全ての関連会社(４社)に対
する投資について、持分法
を適用している。 
持分法適用の関連会社名は
次のとおり。 

世紀東急工業株式会社 
株式会社水戸プロパティ
ー 
東急グリーンシステム株
式会社 
CH.KARNCHANG-TOKYU 
CONSTRUCTION CO.,LTD.

 
なお、田浦開発株式会社
は、議決権所有比率の増
加に伴い連結子会社にな
ったため、当中間連結会
計期間から持分法の適用
から除外している。 

全ての関連会社(５社)に対
する投資について、持分法
を適用している。 
持分法適用の関連会社名は
次のとおり。 

世紀東急工業株式会社 
田浦開発株式会社 
株式会社水戸プロパティ
ー 
東急グリーンシステム株
式会社 
CH.KARNCHANG-TOKYU 
CONSTRUCTION CO.,LTD.

３．連結子会社の中間
決算日（決算日）
等に関する事項 

連結子会社のうち、 
GUAM PACIFIC TOKYU 
CONSTRUCTION,INC. 

の中間決算日は６月30日で
ある。中間連結財務諸表の
作成にあたっては、同中間
決算日現在の中間財務諸表
を使用している。ただし、
７月１日から中間連結決算
日の９月30日までの期間に
発生した重要な取引につい
ては、連結上必要な調整を
行っている。上記以外の連
結子会社の中間決算日は中
間連結財務諸表提出会社と
同一である。 

同左 
 

連結子会社のうち、 
GUAM PACIFIC TOKYU 
CONSTRUCTION,INC. 

の決算日は12月31日であ
る。連結財務諸表の作成に
あたっては、同決算日現在
の財務諸表を使用してい
る。ただし、１月１日から
連結決算日の３月31日まで
の期間に発生した重要な取
引については、連結上必要
な調整を行っている。上記
以外の連結子会社の事業年
度は連結財務諸表提出会社
と同一である。 
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ファイル名:連結会計方針 更新日時:2003/11/10 16:26 印刷日時:03/11/10 16:59 

 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

４．会計処理基準に関
する事項 

(1) 重要な資産の評価
基準及び評価方法 

有価証券 
① 満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)
② その他有価証券 

時価のあるもの 
中間決算日の市場
価格等に基づく時
価法 
(評価差額は全部
資本直入法により
処理し、売却原価
は移動平均法によ
り 算 定 し て い
る。) 

時価のないもの 
移動平均法による
原価法 

有価証券 
① 満期保有目的の債券

同左 
② その他有価証券 

時価のあるもの 
同左 

 
 
 
 
 
 
 
 
時価のないもの 

同左 

有価証券 
① 満期保有目的の債券

同左 
② その他有価証券 

時価のあるもの 
決算期末日の市場
価格等に基づく時
価法 
(評価差額は全部
資本直入法により
処理し、売却原価
は移動平均法によ
り 算 定 し て い
る。) 

時価のないもの 
同左 

 デリバティブ 
時価法 

デリバティブ 
同左 

デリバティブ 
同左 

 たな卸資産 
① 未成工事支出金等

(未成工事支出金、
不動産事業支出金) 
個別法による原価法

たな卸資産 
① 未成工事支出金等

(未成工事支出金、
不動産事業支出金) 

同左 

たな卸資産 
① 未成工事支出金等

(未成工事支出金、
不動産事業支出金) 

同左 
 ② 未成工事支出金等

(材料貯蔵品) 
総平均法による原価
法によっているが、
一部の国内連結子会
社は、最終仕入原価
法によっている。 

② 未成工事支出金等
(材料貯蔵品) 

同左 
 
 
 

 

② 未成工事支出金等
(材料貯蔵品) 

同左 
 
 
 

 
 ③ 販売用不動産 

個別法による原価法
によっているが、在
外連結子会社は、個
別法による低価法に
よっている。 

③ 販売用不動産 
個別法による原価法
によっている。 

③ 販売用不動産 
同左 

(2) 重要な減価償却資
産の減価償却の方
法 

有形固定資産 
定率法(ただし、平成10
年４月１日以降に取得し
た建物(建物付属設備を
除く)については定額法)
を採用しているが、一部
の国内連結子会社及び在
外連結子会社は定額法を
採用している。 
なお、主要な物件の耐用
年数は以下のとおりであ
る。 

その他（建物） 
       20～65年 

有形固定資産 
同左 

 
 

有形固定資産 
同左 

 
 

(3) 繰延資産の処理方
法 

 
―――――― 

新株発行費は、支出時に全
額費用として処理してい
る。 

 
―――――― 

(4) 重要な引当金の計
上基準 

貸倒引当金 
売上債権、貸付金等の貸
倒損失に備えるため、一
般債権については貸倒実
績率により、貸倒懸念債
権等特定の債権について
は個別に回収可能性を検
討し、回収不能見込額を
計上している。 

貸倒引当金 
同左 

貸倒引当金 
同左 
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ファイル名:連結会計方針 更新日時:2003/11/10 16:26 印刷日時:03/11/10 16:59 

 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

 完成工事補償引当金 
完成工事のかし担保等の
費用に充てるため、過年
度の実績率に基づく見込
額を計上している。 

完成工事補償引当金 
同左 

完成工事補償引当金 
同左 

 賞与引当金 
従業員に対して支給する
賞与に充てるため、支給
見込額基準により計上し
ている。 

賞与引当金 
同左 
 

賞与引当金 
同左 
 

 退職給付引当金 
従業員の退職給付に備え
るため、当連結会計年度
末における退職給付債務
及び年金資産の見込額に
基づき、当中間連結会計
期間末において発生して
いると認められる額を計
上している。 
なお、会計基準変更時差
異(18,836百万円)につい
ては、15年による均等額
を費用処理している。 
数理計算上の差異は、各
連結会計年度の発生時に
おける従業員の平均残存
勤務期間以内の一定の年
数(10年)による定額法に
より按分した額をそれぞ
れ発生の翌連結会計年度
から費用処理することと
している。 

退職給付引当金 
従業員の退職給付に備え
るため、当連結会計年度
末における退職給付債務
及び年金資産の見込額に
基づき、当中間連結会計
期間末において発生して
いると認められる額を計
上している。 
なお、会計基準変更時差
異(18,836百万円)につい
ては、15年による均等額
を費用処理している。 
数理計算上の差異は、各
連結会計年度の発生時に
おける従業員の平均残存
勤務期間以内の一定の年
数(10年)による定額法に
より按分した額をそれぞ
れ発生の翌連結会計年度
から費用処理することと
している。 
また、中間連結財務諸表
提出会社は、「新Profit
計画」に基づく人事諸施
策の一環として退職一時
金制度を平成15年９月30
日付で廃止することと
し、これに伴う退職給付
引当金取崩益3,293百万
円を特別利益に計上して
いる。 

退職給付引当金 
従業員の退職給付に備え
るため、当連結会計年度
末における退職給付債務
及び年金資産の見込額に
基づき計上している。 
なお、会計基準変更時差
異(18,836百万円)につい
ては、15年による均等額
を費用処理している。 
数理計算上の差異は、各
連結会計年度の発生時に
おける従業員の平均残存
勤務期間以内の一定の年
数(10年)による定額法に
より按分した額をそれぞ
れ発生の翌連結会計年度
から費用処理することと
している。 

 役員退職慰労引当金 
役員の退職慰労金の支給
に充てるため、内規に基
づく中間期末要支給額を
計上している。 
なお、「経営再建計画」
の実施に伴う措置とし
て、平成10年４月から平
成14年３月に至る期間に
ついては支給額の計算対
象期間に含めないことと
し、また、「Profit計
画」の趣旨を勘案し、支
給計算除外期間を平成14
年４月から平成15年３月
に至る期間まで延長する
こととし、当中間連結会
計期間は繰入をしていな
い。 
 
 
 
 

役員退職慰労引当金 
 
  
 
 
 ――――――― 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（追加情報） 
役員退職慰労金制度の廃止

平成15年４月１日付で役
員退職慰労金制度を廃止

役員退職慰労引当金 
役員の退職慰労金の支給
に充てるため、内規に基
づく期末要支給額を計上
している。 
なお、「経営再建計画」
の実施に伴う措置とし
て、平成10年４月から平
成14年３月に至る期間に
ついては支給額の計算対
象期間に含めないことと
し、また、「Profit計
画」の趣旨を勘案し、支
給計算除外期間を平成14
年４月から平成15年３月
に至る期間まで延長する
こととし、当連結会計年
度は繰入をしていない。
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ファイル名:連結会計方針 更新日時:2003/11/10 16:26 印刷日時:03/11/10 16:59 

 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

  

したため、既に計上済み
の役員退職慰労引当金の
全額47百万円を役員退職
慰労引当金取崩益として
特別利益に計上してい
る。 

 

(5) 重要な外貨建資産
及び負債の本邦通
貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、中
間連結決算日の直物為替相
場により円貨に換算し、換
算差額は損益として処理し
ている。 
なお、在外子会社等の資産
及び負債ならびに収益及び
費用は、当該子会社等の中
間決算日の直物為替相場に
より円貨に換算し、換算差
額は資本の部における為替
換算調整勘定に含めてい
る。 

同左 外貨建金銭債権債務は、連
結決算日の直物為替相場に
より円貨に換算し、換算差
額は損益として処理してい
る。 
なお、在外子会社等の資産
及び負債ならびに収益及び
費用は、当該子会社等の決
算日の直物為替相場により
円貨に換算し、換算差額は
資本の部における為替換算
調整勘定に含めている。 

(6) 重要なリース取引
の処理方法 

リース物件の所有権が借主
に移転すると認められるも
の以外のファイナンス・リ
ース取引については、通常
の賃貸借取引に係る方法に
準じた会計処理によってい
る。 

同左 同左 

(7) 重要なヘッジ会計
の方法 

① ヘッジ会計の方法 
原則として繰延ヘッジ
処理によっている。 
なお、特例処理の要件
を満たしている金利ス
ワップについては、特
例処理によっている。

① ヘッジ会計の方法 
同左 

① ヘッジ会計の方法 
同左 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対
象 
ヘッジ手段 金利スワ

ップ 
ヘッジ対象 借入金 

② ヘッジ手段とヘッジ対
象 

同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対
象 

同左 

 ③ ヘッジ方針 
中間連結財務諸表提出
会社の内規である「リ
スク管理方針」に基づ
き、金利変動リスクを
ヘッジしている。 

③ ヘッジ方針 
同左 

③ ヘッジ方針 
連結財務諸表提出会社
の内規である「リスク
管理方針」に基づき、
金利変動リスクをヘッ
ジしている。 

 ④ ヘッジ有効性評価の方
法 
ヘッジ対象のキャッシ
ュ・フロー変動の累計
とヘッジ手段のキャッ
シュ・フロー変動の累
計を半期毎に比較し、
両者の変動額等を基礎
にして、ヘッジの有効
性を評価している。 
ただし、特例処理によ
っている金利スワップ
については、有効性の
評価を省略している。

④ ヘッジ有効性評価の方
法 
ヘッジ対象のキャッシ
ュ・フロー変動の累計
とヘッジ手段のキャッ
シュ・フロー変動の累
計を半期毎に比較し、
両者の変動額等を基礎
にして、ヘッジの有効
性を評価している。 
ただし、特例処理によ
っている金利スワップ
については、有効性の
評価を省略している。
なお、金利スワップ取
引は平成15年９月30日
付で解約したため、繰
延ヘッジ損失等669百
万円を金利スワップ解
約損として特別損失に
計上している。 

④ ヘッジ有効性評価の方
法 
ヘッジ対象のキャッシ
ュ・フロー変動の累計
とヘッジ手段のキャッ
シュ・フロー変動の累
計を半期毎に比較し、
両者の変動額等を基礎
にして、ヘッジの有効
性を評価している。 
ただし、特例処理によ
っている金利スワップ
については、有効性の
評価を省略している。
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ファイル名:連結会計方針 更新日時:2003/11/10 16:26 印刷日時:03/11/10 16:59 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

(8) その他中間連結財
務諸表（連結財務
諸表）作成のため
の基本となる重要
な事項 

―――――― 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
消費税等の会計処理 

消費税等に相当する額の
会計処理は、税抜方式に
よっている。 
 

―――――― 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①完成工事高の計上基準 
 工事進行基準を採用して

いる。 
 但し、工期が１年以内の

工事については工事完成
基準によっている。 

 なお、工事進行基準によ
った完成工事高は86,782
百万円である。 

 
（会計方針の変更） 
 完成工事高の計上基準

は、長期大規模工事（工
期 24カ月以上に亘り、
且つ請負の対価の額が
100億円以上の工事）に
限り工事進行基準、その
他の工事については工事
完成基準を採用していた
が、当中間連結会計期間
より工事進行基準を採用
している。但し、工期が
１年以内の工事について
は工事完成基準によって
いる。この変更は国際的
な会計基準の動向とスピ
ード感のある経営環境へ
の変化に対応するととも
に各連結会計年度の施工
実績を適切かつ適時に経
営成績に反映させる目的
で行ったものである。 

 この結果、従来の方法に
よった場合と比べ、完成
工事高が86,782百万円増
加し、経常損失及び税金
等調整前中間純損失が
6,023百万円それぞれ減
少している。また、この
うち過年度施工に係わる
完成工事高は32,631百万
円、完成工事総利益は
645百万円である。 

 なお、セグメント情報に
与える影響は、（セグメ
ント情報）に記載してい
る。 

 
 
②消費税等の会計処理 

同左 
 
 
 

―――――― 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

―――――― 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
①消費税等の会計処理 

同左 
 
 
 

②自己株式及び法定準備金
の取崩等に関する会計基
準 
「自己株式及び法定準備
金の取崩等に関する会計
基準」（企業会計基準第
１号）が平成14年４月１
日以後に適用されること
になったことに伴い、当
連結会計年度から同会計
基準によっている。 
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ファイル名:連結会計方針 更新日時:2003/11/10 16:26 印刷日時:03/11/10 16:59 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

   

 これによる当連結会計年
度の損益に与える影響は
軽微である。 
 なお、連結財務諸表規則
の改正により、当連結会
計年度における連結貸借
対照表の資本の部及び連
結剰余金計算書について
は、改正後の連結財務諸
表規則により作成してい
る。 
 

 ―――――― 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

―――――― 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③１株当たり情報 
「１株当たり当期純利益
に関する会計基準」
（企業会計基準第２
号）及び「１株当たり
当期純利益に関する会
計基準の適用指針」
（企業会計基準適用指
針第４号）が平成14年
４月１日以後開始する
連結会計年度に係る連
結財務諸表から適用さ
れることになったこと
に伴い、当連結会計年
度から同会計基準及び
適用指針によってい
る。 
 なお、当連結会計年度
において従来と同様の
方法によった場合も同
額である。 
 

５．中間連結（連結）
キャッシュ・フロ
ー計算書における
資金の範囲 

中間連結キャッシュ・フロ
ー計算書における資金(現
金及び現金同等物)は、手
許現金、随時引き出し可能
な預金及び容易に換金可能
であり、かつ、価値の変動
について僅少なリスクしか
負わない取得日から３カ月
以内に償還期限の到来する
短期投資からなる。 

同左 連結キャッシュ・フロー計
算書における資金(現金及
び現金同等物)は、手許現
金、随時引き出し可能な預
金及び容易に換金可能であ
り、かつ、価値の変動につ
いて僅少なリスクしか負わ
ない取得日から３カ月以内
に償還期限の到来する短期
投資からなる。 
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ファイル名:連結追加情報 更新日時:2003/11/10 16:22 印刷日時:03/11/10 17:08 

表示方法の変更 

 （中間連結貸借対照表関係） 
 

前中間連結会計期間 
(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

 
―――――― 

 
 
 

前中間連結会計期間において、「投資その他の資産」の
「その他」に含めていた「投資有価証券」は、資産総額
の100分の５を超えたため、当中間連結会計期間より区
分掲記することとした。 
なお、前中間連結会計期間の「投資その他の資産」の
「その他」に含まれる当該金額は、23,207百万円であ
る。 

 

追加情報 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

(自己株式及び法定準備金取崩等会
計) 
当中間連結会計期間から「自己株式
及び法定準備金の取崩等に関する会
計基準」(企業会計基準第１号)を適
用している。これによる当中間連結
会計期間の損益に与える影響は軽微
である。 
なお、中間連結財務諸表規則の改正
により、当中間連結会計期間におけ
る中間連結貸借対照表の資本の部及
び中間連結剰余金計算書について
は、改正後の中間連結財務諸表規則
により作成している。 

（未払賞与に対応する社会保険料負
担額の費用処理方法） 
従来、賞与に対応する社会保険料会
社負担額については支出時の費用と
して処理していたが、厚生年金保険
法等の改正により、平成15年４月か
ら保険料算定方式に総報酬制が導入
されたことに伴い、当中間連結会計
期間から未払賞与に対応する負担額
を費用処理する方法に変更した。こ
の変更により、前連結会計年度末の
未払賞与に対応する負担額174百万
円を特別損失の前期損益修正損に計
上し、当中間連結会計期間末の未払
賞与に対応する負担額170百万円を
未払費用に計上している。この結
果、従来の方法によった場合と比
べ、経常損失は４百万円減少し、税
金等調整前中間純損失は170百万円
増加している。 
 

―――――― 
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ファイル名:連結注記 更新日時:2003/11/10 16:29 印刷日時:03/11/10 17:00 

注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

 
前中間連結会計期間末 
(平成14年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成15年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成15年３月31日) 

１ 有形固定資産の減価償却累計額 

28,319百万円 

１ 有形固定資産の減価償却累計額

27,825百万円

１ 有形固定資産の減価償却累計額

27,626百万円

２ 担保資産 

(イ)下記の資産は、長期借入金

45,844百万円及び短期借入金

30,945百万円(うち長期借入

金よりの振替分17,126百万

円)の担保に供している。 

２ 担保資産 

(イ)下記の資産は、長期借入金

6,341百万円及び短期借入金

61,416百万円(うち長期借入

金よりの振替分37,804百万

円)の担保に供している。 

２ 担保資産 

(イ)下記の資産は、長期借入金

41,818百万円及び短期借入金

33,007百万円(うち長期借入

金よりの振替分17,602百万

円)の担保に供している。 

※１ 受取手形 4,276百万円 

※２ 販売用不動産 17,743 

※３ その他 169 

※４ 土地 156,514 

※５ その他 7,643 

※７ その他 12,863 

 計 199,211 
 

※１ 受取手形 2,648百万円

※２ 販売用不動産 10,382 

※４ 土地 142,735 

※５ その他 6,795 

※６ 投資有価証券 4,167 

 計 166,731 
 

※１ 受取手形 4,393百万円

※２ 販売用不動産 18,362 

※３ その他 209 

※４ 土地 144,149 

※５ その他 7,409 

※６ 投資有価証券 9,853 

 計 184,379 
 

(ロ)差入保証金の代用として、下

記の資産を担保に差入れてい

る。 

(ロ)差入保証金の代用として、下

記の資産を担保に差入れてい

る。 

(ロ)差入保証金の代用として、下

記の資産を担保に差入れてい

る。 

 ※７ その他       10百万円  ※３ その他          10百万円  ※６ 投資有価証券    10百万円

 

―――――― 

(ハ)長期預り保証金に対して下記

の資産を担保に供してい

る。 

 

―――――― 

  ※７ その他     11百万円

３ 偶発債務(保証債務) 

          5,322百万円 

３ 偶発債務(保証債務) 

          1,224百万円 

３ 偶発債務(保証債務) 

          5,671百万円 

(注) 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。 

 

(注) 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。 

 

(注) 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。 

 

 

―――――― ―――――― 

４ ※１このほか受取手形 

           裏書譲渡高

５百万円

４ 有価証券の貸付 

 ※７ その他         386百万円 

(136,581千タイ 

バーツ) 

４ 有価証券の貸付 

 ※６ 投資有価証券   592百万円

(212,990千タイ

バーツ)

５ 有価証券の貸付 

 ※６ 投資有価証券   409百万円

(146,132千タイ

バーツ)

５ 貸出コミットメントに係る貸出

未実行残高 

５ 貸出コミットメントに係る貸出

未実行残高 

６ 貸出コミットメントに係る貸出

未実行残高 

総額 2,630百万円

貸出実行残高 1,718 

差引額 912 
 

総額 230百万円

貸出実行残高 40 

差引額 190 

総額 2,630百万円

貸出実行残高 1,668 

差引額 962 

なお、上記貸出コミットメント

においては、借入金の使途、財

政状態から必要資金を把握しそ

の限度内で貸出をしているた

め、必ずしも全額が実行される

ものではない。 

なお、上記貸出コミットメント

においては、借入金の使途、財

政状態から必要資金を把握しそ

の限度内で貸出をしているた

め、必ずしも全額が実行される

ものではない。 

なお、上記貸出コミットメント

においては、借入金の使途、財

政状態から必要資金を把握しそ

の限度内で貸出をしているた

め、必ずしも全額が実行される

ものではない。 
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ファイル名:連結注記 更新日時:2003/11/10 16:29 印刷日時:03/11/10 17:00 

 
前中間連結会計期間末 
(平成14年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成15年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成15年３月31日) 

６ ※７ その他(破産債権、更生

債権等)と※８ 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「その他(破産債権、更

生債権等)」については、当該

貸倒引当金(当中間連結会計期

間末39,850百万円)を債権から

直接減額することとしている。 

６ ※７ その他(破産債権、更生

債権等)と※８ 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「その他(破産債権、更

生債権等)」については、当該

貸倒引当金(当中間連結会計期

間末27,878百万円)を債権から

直接減額することとしている。

７ ※７ その他(破産債権、更生

債権等)と※８ 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「その他(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

42,648百万円)を債権から直接

減額することとしている。 

 

 

 

(中間連結損益計算書関係) 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

１ ※１ このうち、主要な費目及
び金額は次のとおりであ
る。 

従業員給与手当 2,802百万円
賞与引当金繰入額 470 
退職給付費用 482 
地代家賃 812 
雑費 1,118 
  

 

  ※１ このうち、主要な費目及
び金額は次のとおりであ
る。 

従業員給与手当 2,430百万円
賞与引当金繰入額 451 
退職給付費用 469 
雑費 1,155 

 

  ※１ このうち、主要な費目及
び金額は次のとおりであ
る。 

従業員給与手当 5,756百万円
賞与引当金繰入額 485 
退職給付費用 935 
雑費 2,511 

 

２ 当社企業集団の売上高は、通常
の営業の形態として、上半期に
比べ下半期に完成する工事の割
合が大きいため、連結会計年度
の上半期の売上高と下半期の売
上高との間に著しい相違があ
り、上半期と下半期の業績に季
節的変動がある。 

 
――――― 

 
――――― 

 
 

 

 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 
 

前中間連結会計期間 
(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

現金及び現金同等物の中間期末残高
と中間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14年９月30日) 
現金預金勘定 10,127百万円 
現金及び現金同等物 10,127 
  

現金及び現金同等物の中間期末残
高と中間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15年９月30日)
現金預金勘定 19,571百万円
現金及び現金同等物 19,571 
  

現金及び現金同等物の期末残高と連
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15年３月31日)
現金預金勘定 5,423百万円

取得日から３カ月 
以内に償還期限の 
到来する短期投資 
(短期貸付金) 

7,674 

現金及び現金同等物 13,097 
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ファイル名:連結有価証券 更新日時:2003/11/10 11:11 印刷日時:03/11/10 13:18 

(有価証券関係) 
(前中間連結会計期間末)(平成14年９月30日) 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 
中間連結貸借 

対照表計上額(百万円)
時価 

(百万円) 
差額 

(百万円) 
(1) 国債・地方債等 312 323 10

(2) 社債 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

合計 312 323 10
 
２ その他有価証券で時価のあるもの 

 
取得原価 
(百万円) 

中間連結貸借 
対照表計上額(百万円)

差額 
(百万円) 

(1) 株式 12,137 12,745 608
(2) 債券  

国債・地方債等 10 10 0

社債 2 2 0
(3) その他 45 37 △8

合計 12,195 12,795 600
（注）当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のあるものについて76百万円減損処理を行っている。 

 
３ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

その他有価証券 
非上場株式(店頭売買株式を除く)  1,348 百万円 

 
(当中間連結会計期間末)(平成15年９月30日) 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 
中間連結貸借 

対照表計上額(百万円)
時価 

(百万円) 
差額 

(百万円) 
(1) 国債・地方債等 122 124 1

(2) 社債 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―
合計 122 124 1

 
２ その他有価証券で時価のあるもの 

 
取得原価 
(百万円) 

中間連結貸借 
対照表計上額(百万円)

差額 
(百万円) 

(1) 株式 9,511 11,024 1,512
(2) 債券  

国債・地方債等 10 10 0

(3) その他 45 39 △ 6
合計 9,566 11,073 1,506

 
３ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

その他有価証券 
非上場株式(店頭売買株式を除く)   1,476 百万円 
 
(前連結会計年度末)(平成15年３月31日) 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 
連結貸借対照表 
計上額(百万円) 

時価 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

(1) 国債・地方債等 212 217 4
(2) 社債 ― ― ―
(3) その他 ― ― ―

合計 212 217 4
 
２ その他有価証券で時価のあるもの 

 
取得原価 
(百万円) 

連結貸借対照表 
計上額(百万円) 

差額 
(百万円) 

(1) 株式 10,517 9,339 △1,177
(2) 債券  

国債・地方債等 10 10 0
(3) その他 45 35 △10

合計 10,572 9,385 △1,187
（注）当連結会計年度において、その他有価証券で時価のあるものについて408百万円減損処理を行っている。 

 
３ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

その他有価証券 
非上場株式(店頭売買株式を除く)   1,478百万円 
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ファイル名:セグメント 更新日時:2003/11/10 16:30 印刷日時:03/11/10 16:57 

(セグメント情報) 
 事業の種類別セグメント情報 

 

前中間連結会計期間(平成14年４月１日～平成14年９月30日) 

 
建設事業 
(百万円) 

不動産事業等
(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 94,191 4,980 99,171 ― 99,171

(2) セグメント間の内部売上高又は振替高 42 10 53 (53) ―
計 94,233 4,990 99,224 (53) 99,171

営業費用 95,189 4,165 99,355 2,227 101,582
営業利益（又は営業損失） △955 825 △130 (2,280) △2,411

 

当中間連結会計期間(平成15年４月１日～平成15年９月30日) 

 
建設事業 
(百万円) 

不動産事業等
(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 195,328 15,160 210,489 ― 210,489

(2) セグメント間の内部売上高又は振替高 321 9 331 (331) ―
計 195,650 15,170 210,820 (331) 210,489

営業費用 191,235 15,291 206,526 1,770 208,297
営業利益（又は営業損失） 4,414 △121 4,293 (2,102) 2,191

 

前連結会計年度(平成14年４月１日～平成15年３月31日) 

 
建設事業 
(百万円) 

不動産事業等
(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 371,387 9,129 380,516 ― 380,516

(2) セグメント間の内部売上高又は振替高 134 21 155 (155) ―

計 371,521 9,151 380,672 (155) 380,516
営業費用 357,654 7,500 365,155 4,263 369,419
営業利益（又は営業損失） 13,866 1,650 15,516 (4,418) 11,097
(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中間連結損益計算書(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 
不動産事業等：不動産の販売、賃貸事業及びゴルフ事業・ホテル事業他 

２ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、前中間連結会計期間2,281百万円、当中間連
結会計期間 2,103百万円、前連結会計年度4,420百万円である。その主なものは、中間連結財務諸表(連結財務諸表)提出
会社の本社管理部門に係る費用である。 

３ 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の「４．会計処理基準に関する事項 (8) その他中間連結財
務諸表（連結財務諸表）作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、完成工事高の計上基準は、長期大規模
工事（工期24カ月以上に亘り、且つ請負の対価の額が100億円以上の工事）に限り工事進行基準、その他の工事について
は工事完成基準を採用していたが、当中間連結会計期間より工事進行基準を採用している。但し、工期が１年以内の工
事については工事完成基準によっている。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、当中間連結会計期間
の建設事業の売上高は86,782百万円、営業利益は6,023百万円それぞれ多く計上されている。また、このうち過年度施工
に係わる売上高は32,631百万円、営業利益は645百万円である。 

 
 所在地別セグメント情報 

前中間連結会計期間(平成14年４月１日～平成14年９月30日)、当中間連結会計期間(平成15年４月１日～平成15年９月30日)及び
前連結会計年度(平成14年４月１日～平成15年３月31日) 
 

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合がいずれも90％を超えているため、中間連結財務諸表規則様式第二号
(記載上の注意10)ならびに連結財務諸表規則様式第二号(記載上の注意11)に基づき、所在地別セグメント情報の記載を省略した。 

 
 海外売上高 

前中間連結会計期間(平成14年４月１日～平成14年９月30日)、当中間連結会計期間(平成15年４月１日～平成15年９月30日)及び
前連結会計年度(平成14年４月１日～平成15年３月31日) 
 

海外売上高がいずれも連結売上高の10％未満のため、中間連結財務諸表規則様式第三号(記載上の注意５)ならびに連結財務
諸表規則様式第三号(記載上の注意５)に基づき、海外売上高の記載を省略した。 
 
 
 

(重要な後発事象) 
 

 当社は、平成15年６月25日に開催された定時株主総会および平成15年６月24日に開催された新東急建設株式会社（旧ＴＣホ
ールディングズ株式会社）の臨時株主総会においてそれぞれ承認された分割契約書に基づき、平成15年10月１日付にて会社分
割（人的吸収分割）により建設事業部門を新東急建設株式会社に承継した。 
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５．受注・売上・繰越高

  当社企業集団は、建設事業以外では受注生産形態をとっていないため、連結ベースでの事業別受注・
売上・繰越高の状況は作成していない。
  なお、当社単独の事業状況は次のとおりである。

１．受  注  高 （単位　百万円）

　 　 前 中 間 会 計 期 間 　 当 中 間 会 計 期 間 　 前 事 業 年 度

 （
自平成14年４月 1日
至平成14年９月30日 ) （

自平成15年４月 1日
至平成15年９月30日 )   （

自平成14年４月 1日
至平成15年３月31日 )

建 建 築 73,758 98,792 25,033 33.9 198,412

設
土 木 24,095 31,248 7,152 29.7 64,507

事

業 計 97,853 130,040 32,186 32.9 262,920

不動産事業等 － － － － －

合       計 97,853 130,040 32,186 32.9 262,920

２．売　上　高 （単位　百万円）

　 　 前 中 間 会 計 期 間 　 当 中 間 会 計 期 間 　 前 事 業 年 度

　 （
自平成14年４月 1日
至平成14年９月30日 ) （

自平成15年４月 1日
至平成15年９月30日 )   （

自平成14年４月 1日
至平成15年３月31日 )

建 建 築 75,330 132,017 56,686 75.3 235,671

設
土 木 13,821 57,009 43,187 312.5 125,452

事

業 計 89,152 189,026 99,874 112.0 361,123

不動産事業等 3,739 12,540 8,801 235.4 6,706

合       計 92,891 201,566 108,675 117.0 367,830

３．繰　越　高 （単位　百万円）

　 　 前中間会計期間末 　 当中間会計期間末 　 前 事 業 年 度 末

　 （ 平成14年９月30日現在 ) （ 平成15年９月30日現在 )   （ 平成15年３月31日現在 )

建 建 築 251,841 182,929 △ 68,912 △ 27.4 216,154

設
土 木 184,981 88,002 △ 96,979 △ 52.4 113,763

事

業 計 436,823 270,932 △ 165,891 △ 38.0 329,918

不動産事業等 － － － － －

合       計 436,823 270,932 △ 165,891 △ 38.0 329,918

区    分 増減率

（％）
比較増減

区    分

区    分

増減率

（％）
比較増減

増減率

（％）
比較増減

増減率

（％）
比較増減

－23－



 

  当中間会計期間の当社における主な受注工事及び完成工事は次のとおりである。

受　注　工　事

発 注 者 工 事 名 工 事 場 所

（建築工事）

日本鉄道建設公団 常磐新線六町駅舎新築工事 東 京 都

日本道路公団 東名高速道路足柄ＳＡ下り線休憩施設改修工事 静 岡 県

学校法人日本大学 日本大学高等学校・中学校キャンパス再開発に伴う校舎新築工事 神 奈 川 県

トナミ運輸株式会社 トナミ運輸相模支店新築工事 神 奈 川 県

株式会社イエローハット ホームセンターサンコー東バイパス店本館棟新築工事 熊 本 県

北海道空港株式会社 千歳駅前ターミナルビル付帯駐車場施設新築工事 北 海 道

東京急行電鉄株式会社 赤田７３街区集合住宅新築工事 神 奈 川 県

（土木工事）

国土交通省 宮城県月浜第一水門建設工事 宮 城 県

農林水産省 新矢作川用水地区平坂幹線水路小間工区工事 愛 知 県

東京都財務局 平成１５年度環状８号線北町・若木トンネル築造・擁壁工事 東 京 都

日本鉄道建設公団 東北新幹線金浜橋新設工事 青 森 県

東京急行電鉄株式会社 東急大井町線改良・延伸工事に伴う等々力駅改良その１工事 東 京 都

完  成　工　事

発 注 者 工 事 名 工 事 場 所

（建築工事）

福岡県宝珠山村 宝珠山村保健福祉センター新築工事 福 岡 県

株式会社大京 ライオンズガーデン船橋夏見台新築工事 千 葉 県

三井不動産株式会社 パークコート二子玉川新築工事 東 京 都

凸版印刷株式会社 凸版印刷幸手工場Ｃ棟新築工事 埼 玉 県

株式会社ディーエイチシー 赤沢日帰り温泉館新築工事 静 岡 県

東急不動産株式会社 グランドゲート宝塚新築工事 兵 庫 県

東京急行電鉄株式会社 東急長津田社員アパート新築工事 神 奈 川 県

（土木工事）

山梨県 釜無川流域下水道釜無川浄化センター水処理施設建設工事 山 梨 県

静岡県 太田川河川総合開発（道路関連)付替県道５号トンネル工事 静 岡 県

株式会社新日鉄都市開発 西浦賀三丁目宅地造成工事 神 奈 川 県

京浜急行電鉄株式会社 京急蒲田駅付近連続立体交差事業第２工区本線その２工事 東 京 都

東京急行電鉄株式会社 東急大井町線上野毛～二子玉川間跨線道路橋（富士見橋）架替工事 東 京 都
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平成 16年 3月期 ６．個別中間財務諸表の概要    平成 15年 11月 13日

（旧東急建設株式会社分）

上   場   会   社   名     東急建設株式会社 上場取引所 東

コード番号       1720 本社所在都道府県

（ＵＲＬ　http://const.tokyu.com/） 東京都

代　　　表　　　者　　役職名　取締役社長 氏名　山田　豊彦　　　

問合せ先責任者　　役職名　財務部長 氏名　濱名　　節 TEL (03) 5466 - 5048
中間決算取締役会開催日　 平成  15年  11月  13日（旧東急建設） 中間配当制度の有無　　   有

中間配当支払開始日　　 平成  －年  －月  －日 単元株制度採用の有無　　有（１単元　100株）

当社は、平成15年10月１日付で、旧東急建設株式会社（現　ＴＣプロパティーズ株式会社）の建設事業部門を分割承継しましたが、

分割前の旧東急建設株式会社の平成15年９月中間期の業績につきまして、下記のとおりお知らせいたします。

なお、平成16年３月期の業績予想につきましては、当社（新東急建設株式会社）について記載しております。

１. 15年  9月中間期の業績(平成 15年 4月 1日 ～ 平成 15年 9月 30日）
(1)経営成績             (注)金額は百万円未満を切り捨て

　　　　　売　　上　　高 　　　　 営　業　利　益 　　　  経　常　利　益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

15年 9月中間期  201,566 117.0   　1,878 －  △1,161 －

14年 9月中間期    92,891 △ 23.2  △2,591 －  △5,406 －

15年 3月期  367,830  　 10,848      5,266  

　　　　中間（当期）純利益 　　　　　１株当たり中間     潜在株式調整後１株当

  　　　　　（当期）純利益     たり中間(当期）純利益

百万円 ％ 円 銭 円　　銭

15年 9月中間期     △1,038 －  △  0 81 -
14年 9月中間期   △10,255 －  △  7 98 -
15年 3月期     △2,662   △  2 07 -
(注)①1株当たり中間（当期）純利益の計算内容 中間(当期)純利益－普通株式に帰属しない金額※

          　　普通株式＋後配株式－自己株式

※普通株式に帰属しない金額はありません。

     ②期中平均株式数      　　　　　　　

　　　　　15年 9月中間期   1,284,893,360 株 14年 9月中間期    1,284,976,450 株 15年  3月期  1,284,951,353 株
　　　　　普通株式　　          784,893,360 株 普通株式               784,976,450 株 普通株式　　　　    784,951,353 株　　　　

　　　　　後配株式              500,000,000 株 後配株式               500,000,000 株 後配株式   　  　   500,000,000 株
     ③会計処理の方法の変更　　　 有

     ④売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2)配当状況
１株当たり １株当たり

中間配当金 年間配当金
円　銭 円　銭

15年 9月中間期             0   00             　－

14年 9月中間期             0   00             　－

15年 3月期             　　－           0   00

(3)財政状態
         　 総   資   産       　株  主  資　本         株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 　　銭

15年 9月中間期 409,223 139,006 34.0 45 92

14年 9月中間期 513,978 51,933 10.1 40 42

15年 3月期 479,611 57,992 12.1 45 13

(注)①1株当たり株主資本の計算内容 株主資本－優先株式×発行価額

          　　普通株式＋後配株式－自己株式

　　 ②期末発行済株式数    　

　　　　　15年 9月中間期   1,284,851,459 株 14年 9月中間期    1,284,960,925 株 15年  3月期    1,284,902,891 株　　　　　　　　　　

　　　　　普通株式　　          784,851,459 株 普通株式              784,960,925 株 普通株式　　　　 784,902,891 株　　　　

　　　　　後配株式              500,000,000 株 後配株式              500,000,000 株 後配株式   　  　500,000,000 株

　 　③期末自己株式数    　

　　　　　15年 9月中間期          148,541 株 14年 9月中間期         39,075 株 15年  3月期            97,109 株

　　　　　普通株式　　               148,541 株 普通株式                  39,075 株 普通株式               97,109 株

　　　　　後配株式                            - 株 後配株式                         - 株 後配株式   　 　              - 株

２. 16年  3月期の新東急建設業績予想（ 平成 15年 4月 10日  ～  平成 16年 3月 31日 ）
売上高 経常利益 当期純利益 １株当たり年間配当金

期末
百万円 百万円 百万円 円　銭 円　銭

通　　期 183,139 8,297 △ 36,318       0    00         0    00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   △ 66 円 23 銭 

（注）上記の予想は、発表日現在で入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって
       予想数値と異なる可能性があります。
　　   なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料５ページをご参照下さい。

－25－



22222ファイル名:ＢＳ（単体）.doc 更新日時:2003/11/10 16:50 印刷日時:03/11/10 16:55 

― 26 ― 

  中間財務諸表等 

  中間財務諸表 

① 中間貸借対照表 

 

  
前中間会計期間末 
(平成14年９月30日)

当中間会計期間末 
(平成15年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成15年３月31日) 
比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 

(資産の部)     

Ⅰ 流動資産     

現金預金  7,917 17,461 4,679   12,782

受取手形 ※１ 12,013 5,808 15,003   △9,195 

完成工事未収入金  26,021 73,942 78,132   △4,189

不動産事業等未収入金  2,596 2,960 2,556   403

有価証券 ※２ 189 282 329   △46

未成工事支出金等  148,599 19,255 76,803   △57,547

不動産事業支出金  21 373 150   222

販売用不動産 ※３ 55,758 45,745 56,935   △11,190

その他  12,432 13,844 20,279   △6,434

貸倒引当金 △45 △92 △95  3

流動資産合計 
 

265,505 51.7 179,582 43.9 254,774 

 
 

53.1  △75,192

Ⅱ 固定資産     

有形固定資産     

土地 ※４ 184,139 166,928 166,539   388

その他 ※５ 14,321 15,085 14,229   855

有形固定資産計  198,461 182,014 180,769   1,244

無形固定資産  5,044 1,401 1,524   △122

投資その他の資産     

投資有価証券 ※６ 28,190 26,317 24,676   1,641

破産債権、更生債権等 ※７ 20,295 20,236 20,262   △25

その他 ※８ 8,949 12,057 10,010   2,046

貸倒引当金 ※７ △12,468 △12,386 △12,406   19

投資その他の資産計  44,967 46,225 42,542   3,682

固定資産合計  248,473 48.3 229,640 56.1 224,836 46.9  4,803

資産合計  513,978 100 409,223 100 479,611 100  △70,388
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前中間会計期間末 

(平成14年９月30日)
当中間会計期間末 
(平成15年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成15年３月31日) 
比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

支払手形  42,103 40,134 48,717   △8,583

工事未払金  28,622 42,894 64,019   △21,125

不動産事業等未払金  189 752 271   480

短期借入金  185,955 127,245 168,321   △41,075

未払法人税等  161 166 275   △109

未成工事受入金  116,662 26,142 58,079   △31,936

不動産事業受入金  1,368 1,428 1,428   △0

引当金  1,753 1,835 1,974   △139

その他 ※９ 10,501 14,290 11,320   2,969

流動負債合計  387,318 75.4 254,891 62.3 354,409 73.9  △99,517

Ⅱ 固定負債     

長期借入金  59,386 6,729 55,431   △48,702

繰延税金負債  253 635 ―   635

退職給付引当金  3,469 ― 3,419   △3,419

役員退職慰労引当金  47 ― 47   △47

開発事業損失引当金  3,202 ― ―   ―

長期預り保証金  8,365 7,961 8,310   △349

固定負債合計  74,726 14.5 15,325 3.7 67,209 14.0  △51,883

負債合計  462,044 89.9 270,216 66.0 421,618 87.9  △151,401

(資本の部)     

Ⅰ 資本金  36,833 7.1 76,833 18.8 36,833 7.7  40,000

Ⅱ 資本剰余金     

資本準備金  ― 40,000 ―   40,000

その他資本剰余金  25,010 25,010 25,010   ―

  資本剰余金合計  25,010 4.9 65,010 15.9 25,010 5.2  40,000

Ⅲ 利益剰余金     

中間(当期)未処理損失  10,255 3,700 2,662   1,038

利益剰余金合計  △10,255 △2.0 △3,700 △0.9 △2,662 △0.6  △1,038

Ⅳ その他有価証券評価差額金  349 0.1 873 0.2 △1,182 △0.2  2,055

Ⅴ 自己株式  △2 △0.0 △9 △0.0 △5 △0.0  △3

資本合計  51,933 10.1 139,006 34.0 57,992 12.1  81,013

負債資本合計  513,978 100 409,223 100 479,611 100  △70,388
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② 中間損益計算書 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成14年４月１日
至 平成14年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成15年４月１日
至 平成15年９月30日)

比較増減 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成14年４月１日
至 平成15年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円) 金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   

完成工事高  89,152 189,026 99,874 361,123

不動産事業等売上高  3,739 12,540 8,801 6,706

売上高合計  92,891 100 201,566 100 108,675 367,830 100

Ⅱ 売上原価   

完成工事原価  84,819 179,903 95,083 336,453

不動産事業等売上原価  2,618 12,455 9,836 4,366

売上原価合計  87,438 94.1 192,358 95.4 104,920 340,820 92.7

売上総利益   

完成工事総利益  4,332 9,122 4,790 24,670

不動産事業等総利益  1,120 84 △1,035 2,340

売上総利益合計  5,453 5.9 9,207 4.6 3,754 27,010 7.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費  8,044 8.7 7,329 3.7 △715 16,162 4.4

営業利益  ― ― 1,878 0.9 1,878 10,848 2.9

営業損失  2,591 △2.8 ― ― △2,591 ― ―

Ⅳ 営業外収益   

受取利息  49 19 △30 74

その他 ※１ 182 195 12 392

営業外収益合計  232 0.3 214 0.1 △18 466 0.1

Ⅴ 営業外費用   

支払利息  2,579 2,396 △182 5,308

新株発行費  ― 325 325 ―

その他  467 532 65 739

営業外費用合計  3,046 3.3 3,254 1.6 207 6,048 1.6

経常利益  ― ― ― ― ― 5,266 1.4

経常損失  5,406 △5.8 1,161 △0.6 △4,244 ― ―

Ⅵ 特別利益   

   前期損益修正益  67 14 △52 1,412

   固定資産売却益  ― 85 85 ―

   投資有価証券売却益  5 23 17 223

   役員退職慰労引当金取崩益  ― 47 47 ―

   退職給付引当金取崩益  ― 3,293 3,293 ―

       特別利益合計  72 0.1 3,464 1.7 3,392 1,636 0.4

Ⅶ 特別損失   

前期損益修正損  ― 175 175 ―

固定資産売却損  ― 12 12 2,188
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前中間会計期間 

(自 平成14年４月１日
至 平成14年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成15年４月１日
至 平成15年９月30日)

比較増減 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成14年４月１日
至 平成15年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円) 金額(百万円)
百分比
(％)

   固定資産除却損  45 15 △29 81

   固定資産土地等評価損  ― ― ― 2,121

   投資有価証券売却損  52 18 △34 223

   投資有価証券評価損  81 ― △81 414

   関係会社株式評価損等  2,533 ― △2,533 2,522

   ゴルフ会員権等評価損  48 48 0 ―

   選択定年転進支援金  883 114 △769 993

   販売用不動産評価損  1,138 1,078 △59 2,720

   会社分割関連費用  ― 138 138 ―

   金利スワップ解約損  ― 669 669 ―

   訴訟和解金等  ― 619 619 ―

   長期借入金解約違約金  ― 313 313 ―

   その他特別損失  ― ― ― 225

    特別損失合計  4,784 5.2 3,204 1.5 △1,580 11,490 3.0

   税引前中間（当期）純損失  10,117 △10.9 901 △0.4 △9,216 4,588 △1.2

   法人税、住民税及び事業税  138 137 △1 262

   法人税等調整額  ― 0.1 ― 0.1 ― △2,188 △0.5

   中間（当期）純損失  10,255 △11.0 1,038 △0.5 △9,217 2,662 △0.7

   前期繰越損失  9,296 2,662 △6,633 9,296

   減資による繰越損失填補額  9,296 ― △9,296 9,296

   中間（当期）未処理損失  10,255 3,700 △6,555 2,662
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 
前中間会計期間 

(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

有価証券 

① 満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)

有価証券 

① 満期保有目的の債券

同左 

有価証券 

① 満期保有目的の債券

同左 

 ② 子会社株式及び関連

会社株式 

移動平均法による原

価法 

② 子会社株式及び関連

会社株式 

同左 

② 子会社株式及び関連

会社株式 

同左 

 ③ その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場

価格等に基づく時

価法 

(評価差額は全部

資本直入法により

処理し、売却原価

は移動平均法によ

り算定) 

時価のないもの 

移動平均法による

原価法 

③ その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

時価のないもの 

同左 

③ その他有価証券 

時価のあるもの 

期末日の市場価格

等に基づく時価法

(評価差額は全部

資本直入法により

処理し、売却原価

は移動平均法によ

り算定) 

 

時価のないもの 

同左 

 デリバティブ 

時価法 

デリバティブ 

同左 

デリバティブ 

同左 

 たな卸資産 

① 未成工事支出金 

個別法による原価

法 

② 不動産事業支出金 

個別法による原価

法 

③ 販売用不動産 

個別法による原価

法 

④ 材料貯蔵品 

総平均法による原

価法 

たな卸資産 

① 未成工事支出金 

同左 

 

② 不動産事業支出金 

同左 

 

③ 販売用不動産 

同左 

 

④ 材料貯蔵品 

同左 

たな卸資産 

① 未成工事支出金 

同左 

 

② 不動産事業支出金 

同左 

 

③ 販売用不動産 

同左 

 

④ 材料貯蔵品 

同左 

２ 固定資産の減価償

却の方法 

有形固定資産 

定率法(ただし、平成10

年４月１日以降に取得し

た建物(建物付属設備を

除く)については定額法)

を採用している。 

なお、主要な物件の耐用

年数は以下のとおりであ

る。 

建物    47～65年

有形固定資産 

同左 

有形固定資産 

同左 

３ 繰延資産の処理方

法 

 

――――― 

新株発行費は、支出時に全

額費用として処理してい

る。 

 

 

――――― 
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前中間会計期間 

(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

４ 引当金の計上基準 貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の貸

倒損失に備えるため、一

般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検

討し、回収不能見込額を

計上している。 

貸倒引当金 

同左 

貸倒引当金 

同左 

 完成工事補償引当金 

完成工事のかし担保等の

費用に充てるため、過年

度の実績率に基づく見込

額を計上している。 

完成工事補償引当金 

同左 

完成工事補償引当金 

同左 

 賞与引当金 

従業員に対して支給する

賞与に充てるため、支給

見込額基準により計上し

ている。 

賞与引当金 

同左 

賞与引当金 

同左 

 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備え

るため、当事業年度末に

おける退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づ

き、当中間会計期間末に

おいて発生していると認

められる額を計上してい

る。 

なお、会計基準変更時差

異(18,632百万円)につい

ては、15年による均等額

を費用処理している。 

数理計算上の差異は、各

事業年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数

(10年)による定額法によ

り按分した額をそれぞれ

発生の翌事業年度から費

用処理することとしてい

る。 

退職給付引当金 

従業員の退職給付に備え

るため、当事業年度末に

おける退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づ

き、当中間会計期間末に

おいて発生していると認

められる額を計上してい

る。 

なお、会計基準変更時差

異(18,632百万円)につい

ては、15年による均等額

を費用処理している。 

数理計算上の差異は、各

事業年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数

(10年)による定額法によ

り按分した額をそれぞれ

発生の翌事業年度から費

用処理することとしてい

る。  

また、平成15年４月24日

開催の取締役会におい

て、「新Profit計画」に

基づく人事諸施策の一環

として退職一時金制度を

平成15年９月30日付で廃

止することを決議した。

これに伴い、退職給付引

当金取崩益3,293百万円

を特別利益に計上してい

る。          

 

 

退職給付引当金 

従業員の退職給付に備え

るため、当事業年度末に

おける退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づ

き計上している。 

なお、会計基準変更時差

異(18,632百万円)につい

ては、15年による均等額

を費用処理している。 

数理計算上の差異は、各

事業年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数

(10年)による定額法によ

り按分した額をそれぞれ

発生の翌事業年度から費

用処理することとしてい

る。 
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前中間会計期間 

(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給

に充てるため、内規に基

づく中間期末要支給額を

計上している。 

なお、平成11年３月24日

開催の取締役会におい

て、「経営再建計画」の

実施に伴う措置として、

平成10年４月から平成14

年３月に至る期間につい

ては支給額の計算対象期

間に含めないことを決議

した。 

また、平成14年９月25日

開催の取締役会におい

て、「Profit計画」の趣

旨を勘案し、支給計算除

外期間を平成14年４月か

ら平成15年３月に至る期

間まで延長することを決

議し、当中間会計期間は

繰入をしていない。 

役員退職慰労引当金 

 

――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追加情報） 

役員退職慰労金制度の廃止

平成15年４月１日付で役

員退職慰労金制度を廃止

したため、既に計上済み

の役員退職慰労引当金の

全額47百万円を役員退職

慰労引当金取崩益として

特別利益に計上してい

る。 

 

役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給

に充てるため、内規に基

づく期末要支給額を計上

している。 

なお、平成11年３月24日

開催の取締役会におい

て、「経営再建計画」の

実施に伴う措置として、

平成10年４月から平成14

年３月に至る期間につい

ては支給額の計算対象期

間に含めないことを決議

した。 

また、平成14年９月25日

開催の取締役会におい

て、「Profit計画」の趣

旨を勘案し、支給計算除

外期間を平成14年４月か

ら平成15年３月に至る期

間まで延長することを決

議し、当事業年度は繰入

をしていない。 

 開発事業損失引当金 

関係会社が行う開発事業

において、将来負担する

ことが見込まれる損失見

込額(債務保証履行に伴

う損失見込額を含む)を

計上している。 

 

 

開発事業損失引当金 

 

――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開発事業損失引当金 

 

――――― 
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前中間会計期間 

(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

５ 完成工事高の計上

基準 

完成工事高の計上は、工事

完成基準によっているが、

長期大規模工事（工期24カ

月以上に亘り、且つ請負の

対価の額が100億円以上の

工事）については、工事進

行基準を採用している。 

なお、当中間会計期間の工

事進行基準による完成工事

高は 1,007百万円である。

完成工事高の計上基準は、

工事進行基準を採用してい

る。但し、工期が１年以内

の工事については工事完成

基準によっている。 

なお、当中間会計期間の工

事進行基準によった完成工

事高は86,782百万円であ

る。 

 

（会計方針の変更） 

完成工事高の計上基準は、

従来、長期大規模工事（工

期24カ月以上に亘り、且つ

請負の対価の額が100億円

以上の工事）に限り工事進

行基準、その他の工事につ

いては工事完成基準を採用

していたが、当中間会計期

間より工事進行基準を採用

している。但し、工期が１

年以内の工事については工

事完成基準によっている。

この変更は国際的な会計基

準の動向とスピード感のあ

る経営環境への変化に対応

するとともに各事業年度の

施工実績を適切かつ適時に

経営成績に反映させる目的

で行ったものである。この

結果、従来の方法によった

場合と比べ完成工事高が

86,782百万円増加し、経常

損失及び税引前中間純損失

が5,963百万円それぞれ減

少している。また、このう

ち過年度施工に係わる完成

工事高は32,631百万円、完

成工事総利益は639百万円

である。 

 

完成工事高の計上は、工事

完成基準によっているが、

長期大規模工事（工期24カ

月以上に亘り、且つ請負の

対価の額が100億円以上の

工事）については、工事進

行基準を採用している。 

なお、工事進行基準による

完成工事高は 2,596百万円

である。 

６ 外貨建の資産及び

負債の本邦通貨へ

の換算基準 

外貨建金銭債権債務は、中

間決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差

額は損益として処理してい

る。 

同左 外貨建金銭債権債務は、期

末日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は

損益として処理している。

７ リース取引の処理

方法 

リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によってい

る。 

 

 

同左 同左 
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前中間会計期間 

(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

８ ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 

原則として繰延ヘッジ

処理によっている。 

なお、特例処理の要件

を満たしている金利ス

ワップについては特例

処理によっている。 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対

象 

ヘッジ手段…金利スワ

ップ 

ヘッジ対象…借入金 

② ヘッジ手段とヘッジ対

象 

同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対

象 

同左 

 ③ ヘッジ方針 

内規の「リスク管理方

針」に基づき、金利変

動リスクをヘッジして

いる。 

③ ヘッジ方針 

同左 

③ ヘッジ方針 

同左 

 ④ ヘッジ有効性評価の方

法 

ヘッジ対象のキャッシ

ュ・フロー変動の累計

とヘッジ手段のキャッ

シュ・フロー変動の累

計を半期毎に比較し、

両者の変動額等を基礎

にして、ヘッジ有効性

を評価している。 

ただし、特例処理によ

る金利スワップについ

ては、有効性の評価を

省略している。 

④ ヘッジ有効性評価の方

法 

ヘッジ対象のキャッシ

ュ・フロー変動の累計

とヘッジ手段のキャッ

シュ・フロー変動の累

計を半期毎に比較し、

両者の変動額等を基礎

にして、ヘッジ有効性

を評価している。 

ただし、特例処理によ

る金利スワップについ

ては、有効性の評価を

省略している。 

 

なお、金利スワップ取

引は平成15年９月30日

付で解約したため、繰

延ヘッジ損失等669百

万円を金利スワップ解

約損として特別損失に

計上している。 

 

④ ヘッジ有効性評価の方

法 

ヘッジ対象のキャッシ

ュ・フロー変動の累計

とヘッジ手段のキャッ

シュ・フロー変動の累

計を半期毎に比較し、

両者の変動額等を基礎

にして、ヘッジ有効性

を評価している。 

ただし、特例処理によ

る金利スワップについ

ては、有効性の評価を

省略している。 

 

９ 消費税等に相当す

る額の会計処理 

消費税等に相当する額の会

計処理は、税抜方式によっ

ている。 

 

同左 同左 
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前中間会計期間 

(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

10 その他中間財務諸

表（財務諸表）作

成のための重要な

事項 

 

――――― 

 

 

――――― 

 

①自己株式及び法定準備

金の取崩等に関する会

計基準 

「自己株式及び法定準備

金の取崩等に関する会計

基準」（企業会計基準第

１号）が平成14年４月１

日以後に適用されること

になったことに伴い、当

事業年度から同会計基準

によっている。これによ

る当事業年度の損益に与

える影響は軽微である。

なお、財務諸表等規則の

改正により、当事業年度

における貸借対照表の資

本の部については、改正

後の財務諸表等規則によ

り作成している。 

②１株当たり情報 

「１株当たり当期純利益

に関する会計基準」（企

業会計基準第２号）及び

「１株当たり当期純利益

に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適

用指針第４号）が平成14

年４月１日以後開始する

事業年度に係る財務諸表

から適用されることにな

ったことに伴い、当事業

年度から同会計基準及び

適用指針によっている。

なお、当事業年度におい

て従来と同様の方法によ

った場合も同額である。
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 追加情報 

 

前中間会計期間 
(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

（自己株式及び法定準備金取崩等会 

 計） 

 当中間期から「自己株式及び法定

準備金の取崩等に関する会計基準」 

（企業会計基準第１号）を適用して

いる。 

これによる当中間期の損益に与える

影響は軽微である。 

なお、中間財務諸表等規則の改正に

より、当中間期における中間貸借対

照表の資本の部については、改正後

の中間財務諸表等規則により作成し

ている。 

これに伴い、前中間期において「有

価証券」に含めていた「自己株式」

は、当中間期においては資本に対す

る控除項目として資本の部の末尾に

表示している。 

（未払賞与に対応する社会保険料負

担額の費用処理方法） 

 従来、賞与に対応する社会保険料

会社負担額については支出時の費用

として処理していたが、厚生年金保

険法等の改正により、平成15年４月

から保険料算定方式に総報酬制が導

入されたことに伴い、当中間会計期

間から未払賞与に対応する負担額を

費用処理する方法に変更した。この

変更により、前事業年度末の未払賞

与に対応する負担額174百万円を特

別損失の前期損益修正損に計上し、

当中間会計期間末の未払賞与に対応

する負担額170百万円を未払費用に

計上している。この結果、従来の方

法によった場合に比べ、経常損失は

４百万円減少し、税引前中間純損失

は170百万円増加している。 

 

 

 

――――― 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

前中間会計期間末 
(平成14年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成15年９月30日) 

前事業年度末 
(平成15年３月31日) 

１ 有形固定資産の減価償却累計額 
24,739百万円 

１ 有形固定資産の減価償却累計額
24,551百万円

１ 有形固定資産の減価償却累計額
24,265百万円

２ 担保資産 
  下記の資産は、長期借入金 
    45,844百万円及び短期借入 
  金30,945百万円（うち長期 
  借入金よりの振替分17,126 
  百万円）の担保に供してい 
  る。 

２ 担保資産 
(イ)下記の資産は、長期借入金 
    6,341百万円及び短期借入 
  金61,416百万円（うち長期 
  借入金よりの振替分37,804 
  百万円）の担保に供してい 
  る。 

２ 担保資産 
  下記の資産は、長期借入金 
    41,818百万円及び短期借入 
  金33,007百万円(うち長期 
  借入金よりの振替分17,602 
  百万円)の担保に供してい 
  る。 

※１ 受取手形 4,276百万円 

※２ 有価証券 169 

※３ 販売用不動産 17,743 

※４ 土地 157,298 

※５ その他 7,230 

(有形固定資産)  

※６ 投資有価証券 12,105 

 計 198,824 
 

※１ 受取手形 2,648百万円

※３ 販売用不動産 10,382 

※４ 土地 143,520 

※５ その他 6,399 

(有形固定資産)  

※６ 投資有価証券 4,167 

 計 167,118 
 

※１ 受取手形 4,393百万円

※２ 有価証券 209 

※３ 販売用不動産 18,362 

※４ 土地 144,933 

※５ その他 7,004 

(有形固定資産)  

※６ 投資有価証券 8,791 

 計 183,697 
 

 
 

―――――― 

 
(ロ)長期預り保証金に対して下 
    記の資産を担保に供してい 
   る。 

  ※８ その他     11百万円
    （投資その他の資産） 

 
 

―――――― 

３ 偶発債務(保証債務) 
5,992百万円 

 (注)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。 

３ 偶発債務(保証債務) 
2,572百万円

 (注)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。 

３ 偶発債務(保証債務) 
6,461百万円

 (注)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。 

４ 有価証券の貸付 
  ※６ 投資有価証券 

386百万円 
(136,581千タイ 

バーツ)

４ 有価証券の貸付 
  ※６ 投資有価証券 

592百万円
(212,990千タイ

バーツ)

４ 有価証券の貸付 
  ※６ 投資有価証券 

409百万円
(146,132千タイ

  バーツ)

５ 貸出コミットメントに係る貸出

未実行残高 

５ 貸出コミットメントに係る貸出

未実行残高 

    （イ）子会社とのキャッシュマ

          ネジメントシステムによ

          るもの 

５ 貸出コミットメントに係る貸出

未実行残高 

    （イ）子会社とのキャッシュマ

          ネジメントシステムによ

          るもの 

総額 2,630百万円

貸出実行残高 1,718 

差引額 912 
 

総額 500百万円

貸出実行残高 20 

差引額 480 

総額 500百万円

貸出実行残高 － 

差引額 500 

なお、上記貸出コミットメント

においては、借入金の使途、財

政状態から必要資金を把握しそ

の限度内で貸出をしているた

め、必ずしも全額が実行される

ものではない。 

 

 

 

 

なお、上記貸出コミットメント

においては、借入金の使途、財

政状態から必要資金を把握しそ

の限度内で貸出をしているた

め、必ずしも全額が実行される

ものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

なお、上記貸出コミットメント

においては、借入金の使途、財

政状態から必要資金を把握しそ

の限度内で貸出をしているた

め、必ずしも全額が実行される

ものではない。 
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前中間会計期間末 
(平成14年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成15年９月30日) 

前事業年度末 
(平成15年３月31日) 

 

―――――― 

  （ロ）その他個別貸出コミット

     メントによるもの 

総額 2,630百万円

貸出実行残高 1,708 

差引額 922 

なお、上記貸出コミットメント

においては、借入金の使途、財

政状態から必要資金を把握しそ

の限度内で貸出をしているた

め、必ずしも全額が実行される

ものではない。 

  （ロ）その他個別貸出コミット

     メントによるもの 

総額 2,630百万円

貸出実行残高 1,668 

差引額 962 

なお、上記貸出コミットメント

においては、借入金の使途、財

政状態から必要資金を把握しそ

の限度内で貸出をしているた

め、必ずしも全額が実行される

ものではない。 

６ ※７ 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(当中間会計期間末39,802百

万円)を債権から直接減額する

こととしている。 

６ ※７ 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(当中間会計期間末40,962百

万円)を債権から直接減額する

こととしている。 

６ ※７ 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(当事業年度末42,977百万円)

を債権から直接減額することと

している。 

７ ※９ 仮払消費税等及び仮受消

費税等は、相殺のうえ、

金額的重要性が乏しいた

め、流動負債の「その

他」に含めて表示してい

る。 

 

     

―――――― 

 

―――――― 

 

―――――― 

７ 当中間会計期間の発行済株式数

の増加内訳について 

   第三者割当増資による優先株

   式の発行 

  ・発行済株式数 

   甲種優先株式 80,000,000株

   乙種優先株式 80,000,000株

  ・発行価額の総額 

       80,000,000,000円 

   （甲種優先株式１株につき 

             500円）

   （乙種優先株式１株につき 

             500円）

  ・資本組入額の総額 

       40,000,000,000円 

   （甲種優先株式１株につき 

             250円）

   （乙種優先株式１株につき 

             250円）

 

―――――― 
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(中間損益計算書関係) 

前中間会計期間 
(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

１ ※１ その他営業外収益のうち

主なものは次のとおりで

ある。 

 受取配当金 91百万円
 

１ ※１ その他営業外収益のうち

主なものは次のとおりで

ある。 

 受取配当金 97百万円

 還付消費税 36 
 

１ ※１ その他営業外収益のうち

主なものは次のとおりで

ある。 

 受取配当金 136百万円

 遅延損害金 57 
 

２ 当社の売上高は、通常の営業形

態として、上半期に比べ下半期

に完成する工事の割合が大きい

ため、事業年度の上半期の売上

高と下半期の売上高との間に著

しい相違があり、上半期と下半

期の業績に季節的変動がある。 

当中間期末に至る一年間の売上

高は次のとおりである。 

前事業年度 
下半期 

226,111百万円 

当中間期 92,891 

合計 319,002 
 

 

―――――― 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

―――――― 

３ 減価償却実施額 

有形固定資産 489百万円

無形固定資産 15 

    

２ 減価償却実施額 

有形固定資産 425百万円

無形固定資産 4 
 

２ 減価償却実施額 

有形固定資産 924百万円

無形固定資産 9 
 

 
(有価証券関係) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

１ 前中間会計期間末(平成14年９月30日) 

 中間貸借対照表計上額 時価 差額 

関連会社株式 859 百万円 714 百万円 △145 百万円 

２ 当中間会計期間末(平成15年９月30日) 

 中間貸借対照表計上額 時価 差額 

関連会社株式 859 百万円 1,284 百万円 424 百万円 

３ 前事業年度末(平成15年３月31日) 

 貸借対照表計上額 時価 差額 

関連会社株式 859 百万円 550 百万円 △309 百万円 

 

※ 子会社株式は、前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても時価のあるものがない

ため、記載していない。 

 

(重要な後発事象) 

当社は、平成15年６月25日に開催された定時株主総会および平成15年６月24日に開催された新東 

急建設株式会社（旧ＴＣホールディングズ株式会社）の臨時株主総会においてそれぞれ承認され  

た分割契約書に基づき、平成15年10月１日付にて会社分割（人的吸収分割）により建設事業部門  

を新東急建設株式会社に承継した。 
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