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親会社等の名称　　東京急行電鉄株式会社　（コード番号：9005） 親会社等における当社の議決権所有比率　17.0%

米国会計基準採用の有無 無 ※同社は議決権所有比率に記載しているもののほか、当社株式

75,000千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おります。なお、同株式数を含めた議

決権所有比率は25.0%であります。

１. 17年 ９月中間期の連結業績（平成 17年 ４月 1日 ～ 平成 17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 ％

17年 ９月中間期 124,889 △ 7.7 2,875 10.1 △ 727 -
16年 ９月中間期 135,312 - 2,611 - 1,577 -
17年 ３月期 304,260 10,261 8,678

　        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

17年 ９月中間期 △ 1,042 - △1 　 31 －
16年 ９月中間期 1,240 - 1 　 32 1 　 29
17年 ３月期 5,201 5 　 16 －
(注)①持分法投資損益    17年 ９月中間期        △3,282百万円   16年 ９月中間期        △654 百万円   17年 ３月期         △598 百万円

     ②期中平均株式数（連結）　

（優先株式の内訳については、次ページをご参照ください。）

     ③会計処理の方法の変更　　 無

     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

     ⑤当社は、平成15年10月１日付の会社分割による建設事業部門の承継後に営業を開始いたしました。

　　　　従いまして、16年９月中間期についての対前年中間期増減率は記載しておりません。

(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

17年 ９月中間期 176,384 30,198 17.1 　　10 95 　
16年 ９月中間期 186,445 26,684 14.3 7　　 40 　
17年 ３月期 200,072 31,041 15.5 11　　 66 　
　　(注)期末発行済株式数（連結）

（優先株式の内訳については、次ページをご参照ください。）

(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

17年 ９月中間期 △ 4,861 △ 4,159 △0 8,246
16年 ９月中間期 △ 1,566 △ 238 △ 3,245 13,611
17年 ３月期 5,835 526 △ 7,750 17,267

(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  ３　社   持分法適用非連結子会社数　-　社   持分法適用関連会社数　３　社

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

２. 18年 ３月期の連結業績予想（ 平成 17年 ４月 １日  ～  平成 18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 294,000 6,700 3,000
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  ２ 円 81 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

17年 ９月中間期 976,755,281 株

普通株式    　 937,255,281 株

優先株式    39,500,000 株

17年 ９月中間期 976,753,018 株

普通株式    　 937,253,018 株

優先株式    39,500,000 株

16年 ９月中間期 976,770,765 株

普通株式    　 937,270,765 株

優先株式    39,500,000 株

17年 ３月期    976,766,211 株

普通株式    　 937,266,211 株

優先株式    39,500,000 株

16年 ９月中間期 976,767,331 株

普通株式    　 937,267,331 株

優先株式    39,500,000 株

17年 ３月期    976,756,915 株

普通株式    　 937,256,915 株

優先株式    39,500,000 株



「期中平均株式数（連結）」 （自己株式数控除後）

17年９月期中 16年９月期中 17年３月期

普通株式 937,255,281 株 937,270,765 株 937,266,211 株

優先株式 39,500,000 株 39,500,000 株 39,500,000 株

Ａ種優先株式 27,000,000 株 27,000,000 株 27,000,000 株

Ｂ種優先株式 12,500,000 株 12,500,000 株 12,500,000 株

「期末発行済株式数（連結）」 （自己株式数控除後）

17年９月期中 16年９月期中 17年３月期

普通株式 937,253,018 株 937,267,331 株 937,256,915 株

優先株式 39,500,000 株 39,500,000 株 39,500,000 株

Ａ種優先株式 27,000,000 株 27,000,000 株 27,000,000 株

Ｂ種優先株式 12,500,000 株 12,500,000 株 12,500,000 株

「１．17年９月中間期の連結業績」指標算式

○１株当たり中間（当期）純利益

中間（当期）純利益－普通株式に帰属しない金額

期中平均普通株式数（連結）

○潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益

中間（当期）純利益－普通株式に帰属しない金額＋中間（当期）純利益調整額

期中平均普通株式数（連結）＋潜在株式数

○１株当たり株主資本

期末資本の部の金額－期末発行済優先株式数×発行価額－普通株式に帰属しない金額

期末発行済普通株式数（連結）

※上記各算式の普通株式に帰属しない金額は、優先中間配当金であります。

「２．18年３月期の連結業績予想」指標算式

○１株当たり予想当期純利益（通期）

予想当期純利益－普通株式に帰属しない予想金額

当期末発行済普通株式数（連結）（当中間期末）

※上記算式の普通株式に帰属しない予想金額は、優先予想年間配当金であります。

　　なお、優先株式償還額については未定のため、当指標の算定に当たっては考慮しておりません。
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１．企業集団の状況 

 

  

 東急建設グループは、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４社、関連会社

５社で構成され、建設事業を中心に事業を展開している。 

 当社グループ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、次のとおりである。 

 

建設事業   当社を中心に事業を行っている。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 

      している。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・賃借している。 

  海外においては、関連会社のCH.KARNCHANG-TOKYU CONSTRUCTION CO.,LTD.が事業を行っている。 

  なお、その他の関係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いる。 
不動産事業等 当社が不動産の販売、賃貸事業等を行っており、一部を子会社に賃貸している。 

 
  事業の系統図は次のとおりである。 

 

得    意    先 
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東京急行電鉄㈱（その他の関係会社）
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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㈱ 
持分法適用関連会社 
  世紀東急工業㈱ 
  東急グリーンシステム㈱ 
   CH.KARNCHANG-TOKYU CONSTRUCTION CO.,LTD. 

 
（注）上記系統図の連結子会社３社及び持分法適用関連会社３社のほか、子会社１社「RAY WILSON CO.」（持分法 

非適用非連結子会社）、関連会社２社「古川ユースウェアサービス株式会社、株式会社港南台リタイアメン

トヴィレッジプロジェクト」（持分法非適用関連会社）がある。 

 



 

 

２．経 営 方 針 

 

（１）経営の基本方針 

当社は「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、お客様一人ひ

とりの夢の実現をお手伝いしてまいります。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を目指しております。 

当社は、具体的な戦略を構築するための基本方針として東急建設のブランドメッセージ 

「Town
ﾀｳﾝ

 Value
ﾊﾞﾘｭｰ

-up
ｱｯﾌﾟ

 Management
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

」を掲げ、建物ひとつひとつではなく、お客様・生活者の視点で“ま

ち”全体を考え、街の価値創造に貢献していく所存でございます。当社の成長の原点は多摩田園都

市をはじめとする渋谷・東急沿線の街づくりですが、営業・技術・施工が一体となり、企画提案か

ら新築・リニューアル・建替え等に至るまで街のライフサイクルに末永く関わっていくことによ

って、街としての価値を高めていこうとするものです。そして、そのノウハウをもって、首都圏エ

リアから広く他の地域へも事業展開してまいります。 

 

（２）利益配分に関する基本方針 

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、当該期の業績や今後

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おります。 

また、内部留保金は、財務体質の強化と将来の事業展開に役立てることといたします。 

当社は、中期３か年経営計画「Value-up３計画」の遂行により、普通株式への配当の早期実現を

目指してまいります。 

 

（３）中長期的な会社の経営戦略および目標とする経営指標 

当社が現在取り組んでいる「Value-up３計画」（平成17～19年度）の概要は、以下のとおりです。 

 

◇ビジョン  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 
       ※斯界：生活環境づくり 
◇基本方針  エンドユーザー志向・付加価値提供を目指した「Town Value-up Management」 

による東急建設ブランドの確立 
◇基本戦略 
① 財務的視点･･･環境の変化を先取りした収益構造改革による企業価値の最大化 
② 顧客の視点･･･生活者志向による生活価値(暮らしの中で心から満足を感じる価値)向上への

貢献 
③ 組織・業務プロセスの視点･･･知識創造活動とプロジェクト推進による競争力の強化 
④ 社員と企業文化の視点･･･････意欲と能力のある社員の創出による DNA改革 

 
◇数値目標（平成１９年度達成目標値） 

      連結売上高        ３,１００億円 
      連結営業利益         １１６億円 
      連結経常利益         １０４億円 
      連結有利子負債残高      １９０億円未満 
      連結営業キャッシュフロー    ７０億円以上 
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   当社のブランドメッセージ「Town Value-up Management」は、個別戦略を具体化していくなかで
常に念頭に置くべき指針であり、建設市場における差別化戦略の基本となるものです。 

当社はこの指針に基づき、地域営業の強化を図り、生活者の視点で商店街活性化の提案や老朽化

マンションの建替え、建物のリニューアルやコンバージョンなど街全体の価値向上に貢献する、街

づくりの会社として新たな企業像の確立を目指すとともに、プロジェクト推進室を中心とする組織

横断的な営業体制の強化により、渋谷、二子玉川、たまプラーザなどの東急沿線地域の再開発など

中長期大型プロジェクトに対して、積極的に参画していく所存でございます。 

なお、中期３か年経営計画「Value-up３計画」の詳細につきましては当社ホームページ

（http://const.tokyu.com/）をご覧ください。 

また、当社は、快適な地球環境の保全に全力をあげて努めることを基本理念とした環境憲章を定

め、建設廃棄物の発生抑制とリサイクル、省エネルギー、省資源などに取り組み、環境の継続的な

改善を実施しております。具体的な取り組みにつきましては、「環境報告書 2005」をご覧くださ

い。（http://const.tokyu.com/ecoreport/index.html） 
 

（４）会社の対処すべき課題 

当社は、減損会計への対応、不採算工事の徹底排除、有利子負債の削減により財務基盤を大幅に

改善し、また、首都圏への経営資源集中、得意分野である鉄道工事やマンション・戸建ての住環境

創造事業への注力、ロイヤルカスタマーへの営業力集中など、戦略面においても一定の成果を収め

てまいりました。さらに、当期より幅広い顧客ニーズに対してより柔軟かつ機動的に対処するため

にＣＳセンターを新設いたしました。 

しかしながら、建設投資の減少基調は中長期的に継続すると予測されるなど、業界を取り巻く環

境はますます厳しくなっております。当社の財務基盤を将来的に安定したものとするためには、安

定した受注量を確保し、本業である建設事業の収益力をさらに強化して、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。 

収益力の強化については、コストセンターを中心に営業・設計・施工の各部門が横断的に取り組

む原価企画活動等により、工事採算の改善を図っておりますものの、公共工事の予算縮減に伴い官

公庁工事の採算性はさらに厳しさを増しており、土木、建築を合わせた全体の利益率は、期初に予

想した水準に達しておりません。 

今後も利益創出活動の強化を全社的に推進するとともに、安全、環境、品質のより一層の向上を

図ってまいります。 

 また、優先株式につきましては、普通株式への転換による希薄化を防止する観点から、当該株式

の発行条件に基づき償還期間内における全額償還の実施を目指しております。 

 

（５）その他 

当社は、当社を代表者とする共同企業体が施工した建物の瑕疵を原因として、当該工事の発注者

から共同企業体構成員である当社他２社に対して、中央建設工事紛争審査会に仲裁の申立てを受け

ております。当社としては、その請求が不当であるとして主張、反論を行っております。 
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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、原油価格の高騰がもたらす影響が懸念されましたが、好調な企業業績

を背景に設備投資が堅調に推移したほか、雇用・所得環境に明るい兆しがみられたことから個人消

費も底堅い動きを示すなど、緩やかな回復基調を辿りました。 

建設業界におきましては、民間建設投資において生産施設や分譲住宅に加え、商業施設にも堅調

な動きがみられたほか、抑制姿勢が続く公共投資も補正予算による一時的な歯止めがかかったもの

の、市場規模の中長期的な縮小傾向から、受注競争は引き続き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1,248億89百万円（前年同期比7.7％減）、

営業利益28億75百万円（前年同期比10.1％増）、経常損失は持分法による投資損失32億82百万円の

計上等により７億27百万円（前年同期は経常利益15億77百万円）となりました。これに、特別損

益・税金費用を加減した結果、中間純損失は10億42百万円（前年同期は中間純利益12億40百万円）

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1,389億22百万円（前年同期比0.6％減）、完成工事高は1,222億７百万円（前年同期比7.9％

減）、「消去又は全社」考慮前の営業利益は36億25百万円（前年同期比11.0％減）となりました。 

 （不動産事業等） 

不動産事業等売上高は26億81百万円（前年同期比1.0％増）、「消去又は全社」考慮前の営業利益

は７億38百万円（前年同期比249.7％増）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、設備投資や個人消費などの民間需要を軸として景気は徐々に上向

くものと予想されますが、原油価格の高止まりによる影響が懸念されるなど、自律的回復軌道の

更なる進展には今しばらく時間を要するものと思われます。 

 

これらの状況を踏まえ、平成 18 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。 

なお、連結業績見通しにつきましては、経常利益および当期純利益において対前期比大幅な減とな

っておりますが、これは当社の持分法適用関連会社である世紀東急工業株式会社が、固定資産の減損

に係る会計基準の適用等により大幅な当期純損失となる平成 18 年３月期業績予想を公表したことに

伴い、持分法による投資損失を計上することによるものであります。 

 

（連結業績見通し）             （個別業績見通し） 

売 上 高 294,000 百万円（前期比  3.4％減） 売 上 高 285,000 百万円（前期比  3.2％減） 

経 常利益  6,700 百万円（前期比 22.8％減） 経 常利益   9,100 百万円（前期比  0.7％増） 

当期純利益   3,000 百万円（前期比 42.3％減） 当期純利益   5,100 百万円（前期比 10.0％減） 

                      受 注 高 293,000 百万円（前期比  0.1％減） 
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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1,763億84百万円（前期比236億88百万

円減）、負債の部合計1,461億69百万円（前期比228億41百万円減）となり、資本の部合計は301億

98百万円（前期比８億42百万円減）となりました。 

また、当社は本年９月に持分法適用関連会社である世紀東急工業株式会社の第三者割当増資（普

通株式10億円、Ａ種優先株式30億円）を引受けた結果、個別中間貸借対照表の投資有価証券が40

億38百万円、中間連結貸借対照表の投資有価証券が10億46百万円それぞれ増加しております。 

 

中間連結キャッシュ・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、売上債権の減少、未成工事受入金等の増加などの増加要

因があったものの、仕入債務の減少、未成工事支出金の増加などの減少要因により、48億61百万

円の資金減少となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、関係会社株式の取得による

支出などにより、41億59百万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、

借入金が若干増加したものの、優先株式への配当金の支払などにより資金減少は微減となりまし

た。なお、有利子負債残高は287億４百万円となり、前期比1.3％増加しております。 

以上の結果、現金及び現金同等物の中間期末残高は、前期末残高と比較して90億20百万円減少し、

82億46百万円となりました。 

 

なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 

 平成 15年９月期 平成 16年３月期 平成 16年９月期 平成 17年３月期 平成 17年９月期

自己資本比率（％） － 12.1 14.3 15.5 17.1

時価ベースの自己

資本比率（％） 
－ 433.3 151.3 107.7 111.1

債務償還年数（年） － 14.1 － 4.9 －

インタレスト・カ

バレッジ・レシオ 
－ 3.5 － 6.3 －

※ 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 

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。 

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．当社グループは、平成15年10月１日付の会社分割による建設事業部門の承継後に営業を開始した

ため、平成15年９月期の計数は記載しておりません。 

５．平成16年９月期及び平成17年９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。 



  ４．中間連結財務諸表等 

   

① 中間連結貸借対照表 

 

  
前中間連結会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17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   13,611 8,246 6,929  1,317

受取手形・完成工事 
未収入金等 

  84,850 80,847 100,396  △19,548

未成工事支出金等   15,252 19,146 12,832  6,314

販売用不動産 ※１  2,742 1,562 2,774  △1,211

繰延税金資産   720 971 1,009  △38

その他   6,146 5,791 17,246  △11,454

貸倒引当金   △190 △214 △261  46

流動資産合計   123,132 66.0 116,351 66.0 140,927 70.4 △24,575

Ⅱ 固定資産      

１ 有形固定資産      

土地 ※２  21,202 19,988 19,988  ―

その他 ※３  3,684 3,325 3,473  △147

有形固定資産計   24,887 23,313 23,461  △147

２ 無形固定資産 ※４  593 565 568  △3

３ 投資その他の資産      

投資有価証券 ※５  10,969 13,550 12,186  1,364

繰延税金資産   21,614 17,834 17,944  △110

その他 ※６  5,257 5,174 5,303  △129

貸倒引当金 ※６  △9 △405 △318  △86

投資その他の 
資産計 

  37,832 36,153 35,114  1,038

固定資産合計   63,313 34.0 60,032 34.0 59,145 29.6 887

資産合計   186,445 100 176,384 100 200,072 100 △23,688
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前中間連結会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17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・工事 
未払金等 

  87,247 75,938 99,294  △23,356

短期借入金   6,000 28,704 6,000  22,704

未成工事受入金等   16,478 21,760 16,244  5,515

完成工事補償引当金   508 428 505  △76

工事損失引当金   ― 87 48  38

賞与引当金   1,294 1,331 1,305  25

預り金   8,484 6,626 10,656  △4,030

その他   1,042 667 1,331  △663

流動負債合計   121,055 64.9 135,544 76.9 135,387 67.7 157

Ⅱ 固定負債      

長期借入金   26,842 ― 22,340  △22,340

退職給付引当金   11,544 10,354 10,967  △612

その他   301 270 316  △45

固定負債合計   38,688 20.8 10,624 6.0 33,623 16.8 △22,998

負債合計   159,743 85.7 146,169 82.9 169,010 84.5 △22,841

      

(少数株主持分)      

少数株主持分   17 0.0 16 0.0 20 0.0 △3

      

(資本の部)      

Ⅰ 資本金   28,401 15.2 28,401 16.1 28,401 14.2 ―

Ⅱ 利益剰余金   △1,888 △1.0 667 0.4 2,073 1.0 △1,405

Ⅲ その他有価証券評価 
  差額金 

  227 0.1 1,186 0.6 622 0.3 563

Ⅳ 為替換算調整勘定   △25 △0.0 △21 △0.0 △21 △0.0 △0

Ⅴ 自己株式   △31 △0.0 △35 △0.0 △34 △0.0 △0

資本合計   26,684 14.3 30,198 17.1 31,041 15.5 △842

負債、少数株主 
持分及び資本合計 

  186,445 100 176,384 100 200,072 100 △23,688
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② 中間連結損益計算書 

 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

比較増減 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17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  132,657  122,207 △10,449  297,319 

不動産事業等売上高  2,654 135,312 100 2,681 124,889 100 26 △10,422 6,941 304,260 100 

Ⅱ 売上原価      

完成工事原価  123,403  113,390 △10,013  273,118 

不動産事業等売上 
原価 

 2,314 125,718 92.9 1,816 115,206 92.2 △498 △10,511 6,337 279,455 91.8

売上総利益      

完成工事総利益  9,253  8,817 △436  24,201 

不動産事業等 
総利益 

 339 9,593 7.1 865 9,682 7.8 525 88 604 24,805 8.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  6,981 5.2 6,806 5.5 △175  14,543 4.8

営業利益   2,611 1.9 2,875 2.3 263  10,261 3.4

Ⅳ 営業外収益      

受取利息  8  4 △4  11 

受取配当金  84  65 △19  138 

為替差益  45  38 △7  ― 

消費税還付加算金  ―  22 22  ― 

雑収入  45 184 0.1 28 158 0.1 △17 △26 79 228 0.1

Ⅴ 営業外費用      

支払利息  471  361 △109  916 

持分法による 
投資損失 

 654  3,282 2,627  598 

雑支出  93 1,219 0.9 117 3,761 3.0 23 2,542 297 1,812 0.6

経常利益   1,577 1.1 ― ― △1,577  8,678 2.9

経常損失   ― ― 727 △0.6 727  ― ―

Ⅵ 特別利益      

   前期損益修正益  ―  49 49  ― 

固定資産売却益  ―  ― ―  194 

償却済債権等取立益  ― ― ― ― 49 0.0 ― 49 26 220 0.1

Ⅶ 特別損失      

固定資産除却損  ―  8 8  11 

投資有価証券売却損  ―  ― ―  53 

投資有価証券評価損  ―  5 5  ― 

関係会社事業損失  ―  253 253  ― 

保有会員権売却損  ― ― ― 1 268 0.2 1 268 ― 65 0.0

税金等調整前 
中間（当期）純利益 

  1,577 1.1 ― ― △1,577  8,833 3.0

税金等調整前 
中間純損失 

  ― ― 946 △0.8 946  ― ―

法人税、住民税 
及び事業税 

 147  133 △14  301 

法人税等調整額  185 333 0.2 △34 99 0.0 △219 △233 3,322 3,624 1.3

少数株主利益   3 0.0 ― ― △3  6 0.0

少数株主損失   ― ― 3 0.0 3  ― ―

中間（当期）純利益   1,240 0.9 ― ― △1,240  5,201 1.7

中間純損失   ― ― 1,042 △0.8 1,042  ― ―

      

 



③ 中間連結剰余金計算書 

 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

比較増減 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

区分 
注記
番号

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   35,401 ― △35,401  35,401

Ⅱ 資本剰余金減少高     

欠損填補のための 
取崩高 

 35,401 35,401 ― ― △35,401 △35,401 35,401 35,401

Ⅲ 資本剰余金中間期末 
  (期末)残高 

  ― ― ―  ―

     

(利益剰余金の部)     

Ⅰ 利益剰余金期首残高   △38,530 2,073 40,603  △38,530

Ⅱ 利益剰余金増加高     

中間（当期）純利益  1,240 ― △1,240  5,201 

資本剰余金取崩に 
よる増加高 

 35,401 36,642 ― ― △35,401 △36,642 35,401 40,603

Ⅲ 利益剰余金減少高     

   中間純損失  ― 1,042 1,042  ― 

   株主配当金  ― ― 363 1,405 363 1,405 ― ―

Ⅳ 利益剰余金中間期末 
  (期末)残高 

  △1,888 667 2,555  2,073
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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16年４月１日

至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17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16年４月１日

至 平成17年３月31日)

区分 
注記

番号
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）純利益 

又は中間純損失(△) 
 1,577 △946 8,833

   減価償却費  298 215 605

   退職給付引当金の増減額(減少：△)  △561 △612 △1,139

   持分法による投資損益(益：△)  654 3,282 598

   受取利息及び受取配当金  △93 △69 △149

   支払利息  471 361 916

   売上債権の増減額(増加：△)  24,745 19,548 9,199

   未成工事支出金の増減額(増加：△)  △4,373 △6,277 △1,942

   たな卸資産の増減額(増加：△)  363 1,174 256

   仕入債務の増減額(減少：△)  △18,057 △23,356 △6,009

   未成工事受入金等の増減額(減少：△)  △1,253 5,515 △1,486

   預り金の増減額(減少：△)  ― △4,030 △13

   未払消費税等の増減額(減少：△）  △2,628 △247 △2,377

   その他  △2,203 1,140 △568

    小計  △1,061 △4,299 6,722

   利息及び配当金の受取額  103 89 160

   利息の支払額  △495 △369 △929

   法人税等の支払額  △114 △281 △116

    営業活動によるキャッシュ・フロー  △1,566 △4,861 5,835

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  △115 △78 △411

   有形・無形固定資産の売却による収入  ― ― 1,597

   投資有価証券の取得による支出  △162 △76 △1,129

   関係会社株式の取得による支出  ― △4,035 △6

   有価証券・投資有価証券 

の売却等による収入 
 10 ― 411

   貸付けによる支出  △0 ― △1

   貸付金の回収による収入  30 30 65

    投資活動によるキャッシュ・フロー  △238 △4,159 526

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：△)  ― 3,386 ―

   長期借入金の返済による支出  △3,240 △3,022 △7,742

配当金の支払  ― △363 ―

   その他  △4 △0 △7

    財務活動によるキャッシュ・フロー  △3,245 △0 △7,750

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  10 0 2

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△)  △5,040 △9,020 △1,384

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  18,652 17,267 18,652

13,611 8,246 17,267Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高  
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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16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 連結の範囲に関
する事項 

(1)連結子会社数 ３社 
連結子会社名は次のとお
り。 
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 

(1)連結子会社数 ３社 

連結子会社名は次のとお

り。 

    同左 

(1)連結子会社数 ３社 

連結子会社名は次のとお

り。 

      同左 

 (2)非連結子会社数 １社 

非連結子会社名は次のと

おり。 

RAY WILSON CO. 

なお、上記の会社は株式

の追加取得により子会社

となったが、小規模会社

であり、総資産、売上

高、中間純損益(持分に見

合う額)及び利益剰余金

(持分に見合う額)等は、

いずれも中間連結財務諸

表に重要な影響を及ぼし

ていないため連結の範囲

から除いている。 

(2)非連結子会社数 １社 

非連結子会社名は次のと

おり。 

同左 

上記の会社は小規模会社

であり、総資産、売上

高、中間純損益(持分に見

合う額)及び利益剰余金

(持分に見合う額)等は、

いずれも中間連結財務諸

表に重要な影響を及ぼし

ていないため連結の範囲

から除いている。 

(2)非連結子会社数 １社 

非連結子会社名は次のと

おり。  

同左 

なお、上記の会社は株式

の追加取得により子会社

となったが、小規模会社

であり、総資産、売上

高、当期純損益(持分に見

合う額)及び利益剰余金

(持分に見合う額)等は、

いずれも連結財務諸表に

重要な影響を及ぼしてい

ないため連結の範囲から

除いている。 

２ 持分法の適用に
関する事項 

関連会社(３社)に対する
投資について、持分法を
適用している。 

関連会社(３社)に対する
投資について、持分法を
適用している。 

関連会社(３社)に対する
投資について、持分法を
適用している。 

 (1)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 
東急グリーンシステム
株式会社 
CH.KARNCHANG-TOKYU 
CONSTRUCTION CO.,LTD. 

(1)持分法適用の関連会社

名は次のとおり。 

同左 

(1)持分法適用の関連会社

名は次のとおり。 

同左 

 (2)持分法非適用の非連結

子会社名及び関連会社名

は次のとおり。 

持分法非適用非連結子会社

RAY WILSON CO. 

持分法非適用関連会社 

古川ユースウェアサー

ビス株式会社 

株式会社港南台リタイア

メントヴィレッジプロジ

ェクト 

上記の持分法非適用の非連

結子会社及び関連会社は、

それぞれ中間純損益及び利

益剰余金等に及ぼす影響が

軽微であり、かつ全体とし

ても重要性がないため、持

分法の適用から除外してい

る。 

(2)持分法非適用の非連結

子会社名及び関連会社名

は次のとおり。 

持分法非適用非連結子会社

同左 

持分法非適用関連会社 

同左 

 

 

 

 

上記の持分法非適用の非連

結子会社及び関連会社は、

それぞれ中間純損益及び利

益剰余金等に及ぼす影響が

軽微であり、かつ全体とし

ても重要性がないため、持

分法の適用から除外してい

る。 

(2)持分法非適用の非連結

子会社名及び関連会社名

は次のとおり。 

持分法非適用非連結子会社

同左 

持分法非適用関連会社 

同左 

 

 

 

 

上記の持分法非適用の非連

結子会社及び関連会社は、

それぞれ当期純損益及び利

益剰余金等に及ぼす影響が

軽微であり、かつ全体とし

ても重要性がないため、持

分法の適用から除外してい

る。 
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前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

３ 連結子会社の中

間決算日(決算

日)等に関する事

項 

連結子会社の中間決算日

は全て中間連結財務諸表

提出会社と同一である。 

同左 連結子会社の事業年度は

全て連結財務諸表提出会

社と同一である。 

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 

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) 

有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

      同左 

有価証券 

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 

移動平均法による原

価法 

時価のないもの 

同左 

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) 

主として総平均法に

よる原価法 

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 

③販売用不動産 

同左 

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 

主として定率法(但し、

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 55年
 

有形固定資産 

同左 

有形固定資産 

同左 
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前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

(3) 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。 

なお、中間連結財務諸表

提出会社は平成15年10月

１日付の会社分割による

建設事業部門の承継後に

営業を開始したため、平

成15年９月30日以前の貸

倒実績率は(旧)東急建設

株式会社(現 ＴＣプロ

パティーズ株式会社)の

実績率を適用している。

貸倒引当金 

同左 

 

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。 

なお、連結財務諸表提出

会社は平成15年10月１日

付の会社分割による建設

事業部門の承継後に営業

を開始したため、平成15

年９月30日以前の貸倒実

績率は(旧)東急建設株式

会社(現 ＴＣプロパテ

ィーズ株式会社)の実績

率を適用している。 

 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。 

なお、中間連結財務諸表

提出会社は平成15年10月

１日付の会社分割による

建設事業部門の承継後に

営業を開始したため、平

成15年９月30日以前の実

績率は(旧)東急建設株式

会社(現 ＴＣプロパテ

ィーズ株式会社)の実績

率を適用している。 

完成工事補償引当金 

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。 

なお、連結財務諸表提出

会社は平成15年10月１日

付の会社分割による建設

事業部門の承継後に営業

を開始したため、平成15

年９月30日以前の実績率

は(旧)東急建設株式会社

(現 ＴＣプロパティー

ズ株式会社)の実績率を

適用している。 

 ―――――――― 工事損失引当金 

当中間連結会計期間末手

持工事のうち損失の発生

が見込まれるものについ

て、将来の損失に備える

ため、その損失見込額を

計上することとしてい

る。 

工事損失引当金 

当連結会計年度末手持工

事のうち損失の発生が見

込まれるものについて、

将来の損失に備えるた

め、その損失見込額を計

上することとしている。

 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 
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前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 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。 

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(５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 

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

基づき計上している。 

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(５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。 

(4) 重要な外貨建の

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、在外関係会社の資

産及び負債ならびに収益

及び費用は、当該関係会

社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

定に含めて計上してい

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、在外関係会社の資

産及び負債ならびに収益

及び費用は、当該関係会

社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

含めて計上している。 

(5) 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 

(6) 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。 

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 
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前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 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、ヘッジ有効性を

評価している。 

④ ヘッジ有効性評価の

方法 

同左 

④ ヘッジ有効性評価の

方法 

         同左 

(7) その他中間連結

財務諸表(連結財

務諸表)作成のた

めの重要な事項 

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、当中間連結会計期

間の工事進行基準による

完成工事高は、82,191百

万円である。 

①完成工事高の計上基準 

同左 

 

 

 

 

なお、当中間連結会計期

間の工事進行基準による

完成工事高は、76,031百

万円である。 

①完成工事高の計上基準 

同左 

 

 

 

 

なお、当連結会計年度の

工事進行基準による完成

工事高は、171,784百万

円である。 

 ②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。 

②消費税等の会計処理 

同左 

②消費税等の会計処理 

同左 

 ③固定資産の減損に係る会
計基準 

固定資産の減損に係る会

計基準(「固定資産の減

損に係る会計基準の設定

に関する意見書」(企業

会計審議会 平成14年８

月９日))及び「固定資産

の減損に係る会計基準の

適用指針」(企業会計基

準適用指針第６号 平成

15年10月31日)が平成16

年３月31日に終了する連

結会計年度に係る連結財

務諸表から適用できるこ

とになったことに伴い、

前連結会計年度から同会

計基準及び同適用指針を

適用している。 

――――――― ――――――― 

    

 

 

   

-   - 16



    

 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

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。 

 

 

表示方法の変更 
 

（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16年４月１日 

至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

 

―――――――――― 

前中間連結会計期間において、営業活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含めていた「預り金の増減額

(減少：△)」は、金額的重要性が増したため、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営業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、△2,185百万

円である。 

 

―――――――――― 

前中間連結会計期間において、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」に含めて

いた「関係会社株式の取得による支出」は、金額的重要性

が増したため、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」に含まれる当

該金額は、△６百万円である。 
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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16年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前連結会計年度末 

(平成17年３月31日) 

１ 有形固定資産の減価償却累計額 

1,470百万円 

１ 有形固定資産の減価償却累計額

1,884百万円

１ 有形固定資産の減価償却累計額

1,710百万円

２ 担保資産 

下記の資産は、長期借入金

26,842百万円及び短期借入金

6,000百万円(長期借入金より

の振替分)の担保に供してい

る。 

※１ 販売用不動産 1,038百万円 

※２ 土地 21,126 

※３ その他 2,860 

※５ 投資有価証券 7,876 

 計 32,902 
 

２ 担保資産 

下記の資産は、短期借入金

25,317百万円(長期借入金よ

りの振替分)の担保に供して

いる。 

 

※１ 販売用不動産 1,032百万円

※２ 土地 19,476 

※３ その他 2,673 

※４ 無形固定資産 436 

※５ 投資有価証券 7,551 

 計 31,170 
 

２ 担保資産 

下記の資産は、長期借入金

22,340百万円及び短期借入金

6,000百万円(長期借入金より

の振替分)の担保に供してい

る。 

※１ 販売用不動産 1,038百万円

※２ 土地 19,476 

※３ その他 2,754 

※４ 無形固定資産 436 

※５ 投資有価証券 8,461 

 計 32,167 
 

３ 偶発債務(保証債務) 

738百万円 

 (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) 

1,102百万円

 (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) 

1,160百万円

 (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 ※６ 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

間連結会計期間末551百万円)を債

権から直接減額することとしてい

る。 

 なお、これにより「破産債権、更

生債権等」の中間連結貸借対照表

残高はない。 

４ ※６ その他（破産債権、更

生債権等）と貸倒引当

金の直接減額表示 

 債権全額に貸倒引当金を設定して

いる「破産債権、更生債権等」に

ついては、当該貸倒引当金(当中

間連結会計期間末638百万円)を債

権から直接減額することとしてい

る。 

  

４ ※６ その他（破産債権、更

生債権等）と貸倒引当

金の直接減額表示 

 債権全額に貸倒引当金を設定して

いる「破産債権、更生債権等」に

ついては、当該貸倒引当金(当連

結会計年度末662百万円)を債権か

ら直接減額することとしている。
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 （中間連結損益計算書関係) 
 

前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 

至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日) 

  ※１ このうち、主要な費目及

び金額は次のとおりであ

る。 
従業員給与手当 2,266百万円 

賞与引当金繰入額 414 

退職給付費用 149 

雑費 1,225 
 

  ※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 2,305百万円

賞与引当金繰入額 424 

退職給付費用 146 

雑費 1,236 
 

 ※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 4,998百万円

賞与引当金繰入額 431 

退職給付費用 301 

貸倒引当金繰入額 449 

雑費 2,689 
 

 

 

(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16年４月１日 

至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17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16年９月30日現在) 

現金預金勘定 13,611百万円 

現金及び現金同等物 13,611 

  

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17年９月30日現在)

現金預金勘定 8,246百万円

現金及び現金同等物 8,246 
 

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17年３月31日現在)

現金預金勘定 6,929百万円

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） 

10,337 

現金及び現金同等物 17,267 
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(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(自 平成16年４月１日 至 平成16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 
132,657 2,654 135,312 ― 135,312

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 
7 6 13 (13) ―

計 132,664 2,661 135,325 (13) 135,312

  営業費用 128,592 2,450 131,043 1,657 132,700

  営業利益 4,071 211 4,282 (1,670) 2,611

 

当中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17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 
122,207 2,681 124,889 ― 124,889

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 
1 7 9 （9） ―

計 122,209 2,689 124,898 （9） 124,889

  営業費用 118,584 1,950 120,534 1,478 122,013

  営業利益 3,625 738 4,364  (1,488) 2,875

 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17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 
297,319 6,941 304,260 ― 304,260

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
10 15 26 (26) ―

計 297,330 6,956 304,286 (26) 304,260

営業費用 283,831 6,572 290,403 3,596 293,999

営業利益 13,499 384 13,883 (3,622) 10,261

 (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1,670百

万円、当中間連結会計期間1,488百万円、前連結会計年度3,622百万円である。その主なものは、中間連

結財務諸表(連結財務諸表)提出会社の管理部門に係る費用である。 
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所在地別セグメント情報 

前中間連結会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日)、当中間連結会計期間(自 平

成17年４月１日 至 平成17年９月30日)及び前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17

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、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(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日)、当中間連結会計期間(自 平

成17年４月１日 至 平成17年９月30日)及び前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17

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、海外売上高の記載を省略した。 

 

 

（リース取引関係） 

ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略している。 

 

(有価証券関係) 

(前中間連結会計期間末)（平成16年９月30日) 

１ 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 6,900 7,183 283

(2) 債券 ― ― ―

(3)  その他 ― ― ―

計 6,900 7,183 283

 

２ 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 

(1)子会社株式及び関連会社株式 194百万円

(2)その他有価証券  

    非上場株式 1,565百万円

 

(当中間連結会計期間末)（平成17年９月30日) 

１ 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 7,239 8,556 1,317

(2) 債券 ― ― ―

(3)  その他 ― ― ―

計 7,239 8,556 1,317
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２ 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 

(1)子会社株式及び関連会社株式 6百万円

(2)その他有価証券  

    非上場株式 1,828百万円

 

(前連結会計年度末)（平成17年３月31日) 

１ 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 7,163 8,035 872

 (2) 債券 － － －

 (3) その他 － － －

計 7,163 8,035 872

 
 

２ 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 

  (1) 子会社株式及び関連会社株式 194百万円

  (2) その他有価証券 

     非上場株式 1,831百万円

 

(デリバティブ取引関係) 

ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略している。 
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５．受注及び売上の状況

１． （受  注  高 単位　百万円）

　 　 前中間連結会計期間 　 当中間連結会計期間 　 前連結会計年度
区　　　　分 （

自平成16年４月 1日
至平成16年９月30日 ) （

自平成17年４月 1日
至平成17年９月30日 )   （

自平成16年４月 1日
至平成17年３月31日 )

建　設　事　業 139,766 138,922 △ 844 △ 0.6 300,041

２． （売　上　高 単位　百万円）

　 　 前中間連結会計期間 　 当中間連結会計期間 　 前連結会計年度
区　　　　分 （

自平成16年４月 1日
至平成16年９月30日 ) （

自平成17年４月 1日
至平成17年９月30日 ) （

自平成16年４月 1日
至平成17年３月31日 )

建　設　事　業 132,657 122,207 △ 10,449 △ 7.9 297,319

不動産事業等 　2,654 　2,681 26 1.0 　6,941

合　　　　　　計 135,312 124,889 △ 10,422 △ 7.7 304,260

（注）　１　当社グループでは建設事業以外は受注生産を行っていない。なお、一部の建設事業においても、受注生産形態を
　　　　　　とっていないものがある。
　　　　２　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。

増減率
　（％）

比較増減

比較増減 増減率
　（％）
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（参考）当社の受注高、売上高、繰越高の状況

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16年４月 １日
至平成16年９月30日 ) （

自平成17年４月 １日
至平成17年９月30日 )   （

自平成16年４月 1日
至平成17年３月31日 )

建 建 築 97,456 100,932 3,476 3.6 224,071

設
土 木 39,110 35,467 △ 3,643 △ 9.3 69,158

事

業 計 136,566 136,399 △ 167 △ 0.1 293,229

不動産事業等 － － － － －

合       計 136,566 136,399 △ 167 △ 0.1 293,229

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16年４月 １日
至平成16年９月30日 ) （

自平成17年４月 １日
至平成17年９月30日 )   （

自平成16年４月 1日
至平成17年３月31日 )

建 建 築 101,803 89,212 △ 12,591 △ 12.4 220,201

設
土 木 26,647 29,432 2,785 10.5 67,098

事

業 計 128,451 118,644 △ 9,806 △ 7.6 287,300

不動産事業等 2,661 2,689 28 1.1 6,956

合       計 131,112 121,334 △ 9,778 △ 7.5 294,256

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16年９月30日現在 ) （ 平成17年９月30日現在 )   （
平成17年３月31日現在 )

建 建 築 163,713 183,651 19,938 12.2 171,931

設
土 木 90,725 86,355 △ 4,369 △ 4.8 80,321

事

業 計 254,438 270,007 15,568 6.1 252,252

不動産事業等 － － － － －

合       計 254,438 270,007 15,568 6.1 252,252

増減率
　（％）

増減率
　（％）

増減率
　（％）

比較増減

比較増減

比較増減

区　　　分

区　　　分

区　　　分

- 24 -



 

  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）

大阪府住宅供給公社 千里ニュータウン千里丘陵Ｂ団地建替事業（Ｃ－１ブロック）新築工事 大 阪 府

四季株式会社 劇団四季新芸術センター新築工事 神 奈 川 県

有限会社スプリング・プロパティー （仮称）強羅ホテルプロジェクト新築工事 神 奈 川 県

三井不動産株式会社 パークホームズ武蔵小杉新築工事 神 奈 川 県

学校法人帝京大学 帝京大学八王子キャンパス図書館新築工事 東 京 都

東京急行電鉄株式会社
東急目黒線目黒駅～洗足駅間立体交差工事に伴う武蔵小山駅舎新
築工事（その１） 東 京 都

東急不動産株式会社 北新宿地区第二種再開発事業２工区２－２Ａ棟新築工事 東 京 都

（土木工事）

国土交通省 仁賀保本荘道路 孔雀館トンネル工事 秋 田 県

西日本高速道路株式会社 尾道自動車道　宇津戸第二トンネル工事 広 島 県

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援
機構 東北新幹線　下河原高架橋新設工事 青 森 県

独立行政法人水資源機構 豊川用水二期西部幹線併設水路有海工区工事 愛 知 県

遠州鉄道株式会社 新居町宅地造成工事 静 岡 県

（注）　発注者は発表日現在の名称を記載している。

完  成　工　事

発 注 者 工 事 名 工 事 場 所

（建築工事）

防衛施設庁 那覇駐屯地整備場そのⅠ新築工事 沖 縄 県

甲佐町 甲佐町役場庁舎及び生涯学習センター新築工事 熊 本 県

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援
機構 つくばエクスプレス　六町駅舎新築工事 東 京 都

諏訪町住宅マンション建替組合 アトラス諏訪町レジデンス新築工事 東 京 都

東急不動産株式会社・三菱商事株式会社 マジェスティコート小石川・播磨坂新築工事 東 京 都

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

日本閣観光株式会社 日本閣「新」ウェディング施設ｗｅｓｔ５３ｒｄ新築工事 東 京 都

（土木工事）

国土交通省 中村宿毛道路　新四万十川橋下部第３工事 高 知 県

日本下水道事業団 竹原市竹原浄化センター建設工事 広 島 県

東京都財務局 豊洲・晴海地区防潮護岸Ａブロック護岸建設工事（その１） 東 京 都

東京電力株式会社
川崎火力発電所１号系列新設工事のうち制御室及び屋外機械台基礎
他新設工事 神 奈 川 県

東京急行電鉄株式会社 たまプラーザ駅周辺地区計画に伴う１号線道路拡幅工事 神 奈 川 県

（注）　発注者は発表日現在の名称を記載している。
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平成 18年 ３月期 個別中間財務諸表の概要    平成 17年 11月 14日

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　代表取締役社長 氏名　山田　豊彦　　　

問合せ先責任者　　役職名　財務部長 氏名　松本　　智 TEL (03) 5466 - 5061
中間決算取締役会開催日　 平成  17年  11月  14日 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）

１. 17年  ９月中間期の業績(平成 17年 ４月 １日 ～ 平成 17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 ％

17年 ９月中間期 121,334 △ 7.5 3,018 22.3 2,708 29.8

16年 ９月中間期 131,112 － 2,468 － 2,087 －

17年 ３月期 294,256 10,026  9,037  

　　　　中間（当期）純利益 　　　　　１株当たり中間

  　　　　　（当期）純利益
百万円 ％ 円 銭

17年 ９月中間期 2,356 30.2 2 32

16年 ９月中間期 1,809 － 1 93

17年 ３月期 5,668 5 66

(注)①期中平均株式数      　　　　　　　

17年 ９月中間期 976,755,843 株 16年 ９月中間期 976,771,327 株 17年  ３月期 976,766,773 株

普通株式 937,255,843 株 普通株式 937,271,327 株 普通株式 937,266,773 株

優先株式 39,500,000 株 優先株式 39,500,000 株 優先株式 39,500,000 株

（優先株式の内訳については、次ページをご参照ください。）

     ②会計処理の方法の変更　　　 無

     ③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

     ④当社は平成15年10月１日付の会社分割による建設事業部門の承継後に営業を開始いたしました。

　　　　従いまして、16年 ９月中間期についての対前年中間期増減率は記載しておりません。

(2)配当状況（下記には普通株式の配当状況を記載しております。優先株式につきましては次ページをご参照下さい。）
１株当たり １株当たり
中間配当金 年間配当金

円　銭 円　銭

17年 ９月中間期             0   00             　－

16年 ９月中間期             0   00             　－

17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

17年 ９月中間期 176,432 32,387 18.4 13 29

16年 ９月中間期 182,989 25,922 14.2 6 59

17年 ３月期 196,600 30,132 15.3 10 69

(注)①期末発行済株式数    　

17年 ９月中間期 976,753,580 株 16年 ９月中間期 976,767,893 株 17年  ３月期 976,757,477 株

普通株式 937,253,580 株 普通株式 937,267,893 株 普通株式 937,257,477 株

優先株式 39,500,000 株 優先株式 39,500,000 株 優先株式 39,500,000 株

　 　②期末自己株式数    　

17年 ９月中間期 56,420 株 16年 ９月中間期 42,107 株 17年  ３月期 52,523 株

普通株式 56,420 株 普通株式 42,107 株 普通株式 52,523 株

優先株式 － 株 優先株式 － 株 優先株式 － 株

（優先株式の内訳については、次ページをご参照ください。）

２. 18年  ３月期の業績予想（ 平成 17年 ４月 １日  ～  平成 18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 285,000 9,100 5,100 未定 未定

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   5 円 05 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。
　　   また、上記の１株当たり年間配当金は普通株式に対する配当予想を記載しております。
　　   優先株式に対する１株当たり年間配当金の予想につきましては次ページをご参照下さい。
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「期中平均株式数」 （自己株式数控除後）

普通株式 株 株 株

優先株式 株 株 株

Ａ種優先株式 株 株 株

Ｂ種優先株式 株 株 株

「期末発行済株式数」 （自己株式数控除後）

普通株式 株 株 株

優先株式 株 株 株

Ａ種優先株式 株 株 株

Ｂ種優先株式 株 株 株

「１株当たり（予想）年間配当金」及び「（予想）配当金総額（年間）」

１株当たり予想年間配当金

中　　　間 期　　　末 （年間）

円 銭 円 銭 円 銭 百万円

Ａ種優先株式 ８ 02 ４ 01 ４ 01 216

Ｂ種優先株式 11 77 ５ 88 ５ 89 147

１株当たり年間配当金

中　　　間 期　　　末 （年間）

円 銭 円 銭 円 銭 百万円

Ａ種優先株式 ８ 02 ― ８ 02 216

Ｂ種優先株式 11 77 ― 11 77 147

「１．17年９月中間期の業績」指標算式

○１株当たり中間（当期）純利益

中間（当期）純利益－普通株式に帰属しない金額

期中平均普通株式数

○１株当たり株主資本

※上記各算式の普通株式に帰属しない金額は、優先中間配当金であります。

「２．18年３月期の業績予想」指標算式

○１株当たり予想当期純利益（通期）

※上記算式の普通株式に帰属しない予想金額は、優先予想年間配当金であります。

　　なお、優先株式償還額については未定のため、当指標の算定に当たっては考慮しておりません。

27,000,000

39,500,000

27,000,000

12,500,000

12,500,000

17年３月期

937,257,477

27,000,000

27,000,000

12,500,000

27,000,000

27,000,000

12,500,000

12,500,000

16年９月中間期

937,267,893

12,500,000

17年３月期

937,266,773

39,500,000

17年９月中間期

937,255,843

39,500,000

16年９月中間期

937,271,327

39,500,000

当期末発行済普通株式数（当中間期末）

39,500,000

期末資本の部の金額－期末発行済優先株式数×発行価額－普通株式に帰属しない金額

期末発行済普通株式数

予想当期純利益－普通株式に帰属しない予想金額

17年３月期

18年３月期

配当金総額

17年９月中間期

937,253,580

39,500,000

予想配当金総額
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  個別中間財務諸表等 

  中間財務諸表 

① 中間貸借対照表 

 

  
前中間会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17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   12,846 7,591 5,666  1,924

受取手形   8,854 8,318 10,675  △2,357

完成工事未収入金   72,548 71,343 86,005  △14,662

不動産事業等 
未収入金 

  2,370 28 2,406  △2,377

未成工事支出金等   13,885 18,251 12,236  6,014

不動産事業支出金   181 216 191  25

販売用不動産 ※１  2,742 1,562 2,774  △1,211

その他   6,716 6,616 18,058  △11,441

貸倒引当金   △190 △214 △261  46

流動資産合計   119,955 65.6 113,713 64.5 137,752 70.1 △24,039

Ⅱ 固定資産      

１ 有形固定資産      

土地 ※２  21,173 19,959 19,959  ―

その他 ※３  3,379 3,053 3,195  △141

有形固定資産計   24,553 23,013 23,155  △141

２ 無形固定資産 ※４  550 550 550  ―

３ 投資その他の資産      

投資有価証券 ※５  11,350 16,829 12,466  4,363

繰延税金資産   21,460 17,680 17,813  △132

その他 ※６  5,123 5,049 5,178  △129

貸倒引当金 ※６  △4 △404 △316  △88

投資その他の 
資産計 

  37,930 39,154 35,141  4,012

固定資産合計   63,034 34.4 62,718 35.5 58,847 29.9 3,871

資産合計   182,989 100 176,432 100 196,600 100  △20,168
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前中間会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17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   39,046 36,374 42,462  △6,087

工事未払金   45,973 37,534 54,645  △17,111

不動産事業等未払金   99 92 94  △2

短期借入金   6,500 29,194 6,000  23,194

未払法人税等   242 223 459  △236

未成工事受入金   14,436 21,412 14,818  6,593

不動産事業受入金   1,367 ― 1,367  △1,367

引当金   1,719 1,755 1,795  △39

その他 ※７  9,155 6,987 11,372  △4,384

流動負債合計   118,541 64.7 133,574 75.7 133,016 67.7 558

Ⅱ 固定負債      

長期借入金   26,842 ― 22,340  △22,340

退職給付引当金   11,344 10,161 10,757  △595

その他   338 307 353  △45

固定負債合計   38,525 21.1 10,469 5.9 33,450 17.0 △22,981

負債合計   157,066 85.8 144,044 81.6 166,467 84.7 △22,423

      

(資本の部)      

Ⅰ 資本金   28,401 15.5 28,401 16.1 28,401 14.4 ―

Ⅱ 利益剰余金      

利益準備金   ― 37  ―   37

中間(当期)未処分 
利益 

  ― 3,201  1,246   1,955

中間未処理損失   2,612 ―  ―   ―

利益剰余金合計   △2,612 △1.4 3,238 1.8 1,246 0.6 1,992

Ⅲ その他有価証券評価 
  差額金 

  164 0.1 782 0.5 519 0.3 263

Ⅳ 自己株式   △31 △0.0 △34 △0.0 △34 △0.0 △0

資本合計   25,922 14.2 32,387 18.4 30,132 15.3 2,255

負債資本合計   182,989 100 176,432 100 196,600 100  △20,168
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② 中間損益計算書 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間 

(自 平成17年４月１日
至 平成17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16年４月１日 
至 平成17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  128,451  118,644 △9,806  287,300 

不動産事業等売上高  2,661 131,112 100 2,689 121,334 100 28 △9,778 6,956 294,256 100

Ⅱ 売上原価      

完成工事原価  119,487  109,851 △9,635  263,630 

不動産事業等売上 
原価 

 2,321 121,809 92.9 1,818 111,670 92.0 △503 △10,138 6,348 269,978 91.7

売上総利益      

 完成工事総利益  8,963  8,792 △170  23,669 

 不動産事業等 
 総利益 

 339 9,303 7.1 870 9,663 8.0 531 360 608 24,278 8.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費   6,834 5.2 6,645 5.5 △189  14,252 4.9

営業利益   2,468 1.9 3,018 2.5 549  10,026 3.4

Ⅳ 営業外収益      

受取利息  8  4 △4  11 

その他 ※１ 174 183 0.1 165 169 0.1 △9 △13 214 225 0.1

Ⅴ 営業外費用      

支払利息  471  362 △108  917 

その他 ※２ 93 564 0.4 117 479 0.4 23 △84 296 1,214 0.4

経常利益   2,087 1.6 2,708 2.2 620  9,037 3.1

Ⅵ 特別利益      

前期損益修正益  ―  49 49  ― 

固定資産売却益  ―  ― ―  194 

償却済債権等取立益  ― ― ― ― 49 0.1 ― 49 26 220 0.0

Ⅶ 特別損失      

固定資産除却損  ―  8 8  10 

投資有価証券売却損  ―  ― ―  53 

投資有価証券評価損  ―  5 5  ― 

関係会社事業損失  ―  253 253  ― 

保有会員権売却損  ― ― ― 1 268 0.2 1 268 ― 64 0.0

税引前中間(当期) 
純利益 

  2,087 1.6 2,489 2.1 401  9,193 3.1

法人税、住民税 
及び事業税 

 147  133 △14  300 

法人税等調整額  130 277 0.2 ― 133 0.2 △130 △144 3,224 3,524 1.2

中間(当期)純利益   1,809 1.4 2,356 1.9 546  5,668 1.9

前期繰越利益   ― 845 845  ―

前期繰越損失   4,422 ― △4,422  4,422

中間(当期)未処 
分利益 

  ― 3,201 3,201  1,246

中間未処理損失   2,612 ― △2,612  ―
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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16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 資産の評価基準 有価証券 有価証券 有価証券 

及び評価方法 ①子会社株式及び関連会

社株式 

 移動平均法による原価法

①子会社株式及び関連会

社株式 

同左 

①子会社株式及び関連会

社株式 

同左 

 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) 

②その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

②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

平均法により算定し

ている) 

  時価のないもの 

  移動平均法による原

価法 

 時価のないもの 

同左 

 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 

たな卸資産 

①未成工事支出金 

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 

個別法による原価法 

②不動産事業支出金 

同左 

②不動産事業支出金 

同左 

 ③販売用不動産 

個別法による原価法 

③販売用不動産 

同左 

③販売用不動産 

同左 

 ④材料貯蔵品 

総平均法による原価法 

④材料貯蔵品 

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(但し、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 55年
 

有形固定資産 

同左 

有形固定資産 

同左 

 

- 31 - 



  

 

 
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

３ 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。 

 なお、当社は平成15年

10月１日付の会社分割

による建設事業部門の

承継後に営業を開始し

たため、平成15年９月

30日以前の貸倒実績率

は(旧)東急建設株式会

社(現 ＴＣプロパティ

ーズ株式会社)の実績率

を適用している。 

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。 

 なお、当社は平成15年

10月１日付の会社分割

による建設事業部門の

承継後に営業を開始し

たため、平成15年９月

30 日以前の実績率は

(旧)東急建設株式会社

(現 ＴＣプロパティー

ズ株式会社)の実績率を

適用している。 

完成工事補償引当金 

同左 

完成工事補償引当金 

同左 

 ――――― 

 

工事損失引当金 

 当中間会計期間末手持

工事のうち損失の発生

が見込まれるものにつ

いて、将来の損失に備

えるため、その損失見

込額を計上することと

している。 

工事損失引当金 

 当事業年度末手持工事

のうち損失の発生が見

込まれるものについ

て、将来の損失に備え

るため、その損失見込

額を計上することとし

ている。 

 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 
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前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 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。 

 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(５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 

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

額に基づき計上してい

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(５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。 

４ 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。 

５ 完成工事高の計

上基準 

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

る完成工事高は82,191百

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

る完成工事高は76,031百

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、当事業年度

の工事進行基準による完

成工事高は171,784百万円

である。 

６ 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 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。 

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 

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。 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

 

②ヘッジ手段とヘッジ対象

同左 

 

 

③ヘッジ方針 

     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

     同左 

 

 

③ヘッジ方針 

     同左 

 

- 33 - 



  

 

 
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 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。 

④ヘッジ有効性評価の方法

同左 

④ヘッジ有効性評価の方法

同左 

８ その他中間財務

諸表(財務諸表)

作成のための基

本となる重要な 

①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。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 

事項 ②固定資産の減損に係る会

計基準 

 固定資産の減損に係

る会計基準(「固定資

産の減損に係る会計

基準の設定に関する

意見書」(企業会計審

議会 平成14年８月

９日))及び「固定資

産の減損に係る会計

基準の適用指針」(企

業会計基準適用指針

第６号 平成15年10

月31日)が平成16年３

月31日に終了する事

業年度に係る財務諸

表から適用できるこ

とになったことに伴

い、前事業年度から

同会計基準及び同適

用指針を適用してい

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16年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

前事業年度末 
(平成17年３月31日) 

１ 有形固定資産の減価償却累計額 
508百万円 

１ 有形固定資産の減価償却累計額
883百万円

２ 担保資産 
下記の資産は、長期借入金
26,842百万円及び短期借入金
6,000百万円(長期借入金よりの
振替分)の担保に供している。 

※１ 販売用不動産 1,038百万円 

※２ 土地 21,126 

※３ 
その他 

(有形固定資産) 
2,860 

※５ 投資有価証券 7,824 

 計 32,850 
  

２ 担保資産 
下記の資産は、短期借入金
25,317百万円(長期借入金より
の振替分)の担保に供してい
る。 

※１ 販売用不動産 1,032百万円

※２ 土地 19,476 

※３
その他 

(有形固定資産)
2,673 

※４ 無形固定資産 436 

※５ 投資有価証券 8,299 

 計 31,918 
  

１ 有形固定資産の減価償却累計額
733百万円

２ 担保資産 
下記の資産は、長期借入金
22,340百万円及び短期借入金
6,000百万円(長期借入金よりの
振替分)の担保に供している。 

※１ 販売用不動産 1,038百万円

※２ 土地 19,476 

※３
その他 

(有形固定資産) 
2,754 

※４ 無形固定資産 436 

※５ 投資有価証券 8,384 

 計 32,090 
 

３ 偶発債務(保証債務) 
738百万円 

(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) 
1,102百万円

(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) 
1,160百万円

(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 貸出コミットメントに係る貸出
未実行残高 

総額 700百万円 

貸出実行残高 ― 

差引額 700 

なお、上記貸出コミットメント

においては、当社が子会社各社

に提供するキャッシュマネジメ

ントシステムに伴うものであ

り、必ずしも全額が実行される

ものではない。 

５ ※６ 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523百万

円)を債権から直接減額するこ

ととしている。 

  なお、これにより「破産債権、

更生債権等」の中間貸借対照表

残高はない。 

６ ※７ 仮払消費税等及び仮受消 
費税等は、相殺のうえ、
流動負債の「その他」に
含めて表示している。 

 

４ 貸出コミットメントに係る貸出
未実行残高 

        同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ ※６ その他（破産債権、更生

債権等）と貸倒引当金の

直接減額表示 

  債権全額に貸倒引当金を設定し

ている「破産債権、更生債権

等」については、当該貸倒引当

金(当中間会計期間末625百万

円)を債権から直接減額するこ

ととしている。 

   

 

 

６       同左 

４ 貸出コミットメントに係る貸出
未実行残高 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ ※６ その他（破産債権、更生

債権等）と貸倒引当金の

直接減額表示 

  債権全額に貸倒引当金を設定し

ている「破産債権、更生債権

等」については、当該貸倒引当

金(当事業年度末634百万円)を

債権から直接減額することとし

ている。 

      

 

 

――――― 
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(中間損益計算書関係) 

 

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17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 96百万円 

為替差益 45 
  

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 84百万円

為替差益 37 

消費税還付 

加算金 
21 

  

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 150百万円

ロイヤリティ 

収入 
26 

 

――――― ２  ※２ その他営業外費用のうち

     主なものは次のとおりで

     ある。 

訴訟費用等 62百万円
 

――――― 

２ 減価償却実施額 

有形固定資産 221百万円 
  

３ 減価償却実施額 

有形固定資産 156百万円
 

２ 減価償却実施額 

有形固定資産 451百万円
 

 

(リース取引関係) 

ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略している。 

 

(有価証券関係) 

１ 前中間会計期間末(平成16年９月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 

種類 
中間貸借対照表計上額

(百万円) 
時価 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

関連会社株式 1,284 1,062 △222

(注) 子会社株式は時価のあるものがないため、記載していない。 

 

２ 当中間会計期間末(平成17年９月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 

種類 
中間貸借対照表計上額

(百万円) 
時価 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

関連会社株式 2,294 4,359 2,065

(注) 子会社株式は時価のあるものがないため、記載していない。 

 

３ 前事業年度末(平成17年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 

種類 
貸借対照表計上額 
(百万円) 

時価 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

関連会社株式 1,284 1,477 193

(注) 子会社株式は時価のあるものがないため、記載していない。 

- 36 - 


	連結・表紙別紙�
	指標算式

	060_0448600661712.pdf
	４．中間連結財務諸表等
	①　中間連結貸借対照表


	070_0448600661712.pdf
	③　中間連結剰余金計算書

	080_b_0448600661712.pdf
	(セグメント情報)
	前連結会計年度(自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日)

	(有価証券関係)
	(デリバティブ取引関係)

	080_a_0448600661712.pdf
	中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
	表示方法の変更

	注記事項
	(中間連結貸借対照表関係)
	(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)


	受注・完工・繰越（連結）
	☆連結原稿

	受注・完工・繰越（単体）
	☆短信原稿　

	100_0448600661712.pdf
	個別中間財務諸表等
	中間財務諸表
	①　中間貸借対照表



	110_a_0448600661712.pdf
	②　中間損益計算書
	中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

	080_a_0448600661712.pdf
	④　中間連結キャッシュ・フロー計算書

	110_a_0448600661712.pdf
	注記事項
	(中間貸借対照表関係)
	(中間損益計算書関係)
	(リース取引関係)
	(有価証券関係)





