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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

  

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

い。 

２ 売上高には、消費税等は含まれていない。 

  

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第150期

前第１四半期連結 
累計(会計)期間

第151期
当第１四半期連結 
累計(会計)期間

第150期

会計期間
自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日

自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日

自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日

売上高 (百万円) 318,709 264,110 1,441,975 

経常損益 (百万円) △2,631 1,310 27,739 

四半期(当期)純損益 (百万円) △683 △635 21,222 

純資産額 (百万円) 300,710 285,944 297,179 

総資産額 (百万円) 1,597,454 1,371,533 1,501,290 

１株当たり純資産額 (円) 254.92 249.77 262.15 

１株当たり四半期(当期)純損益 (円) △0.64 △0.57 19.74 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期(当期)純利益 

(円) ― ―  19.24 

自己資本比率 (％) 17.0 20.8 19.0 

営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △65,443 △41,569 16,002 

投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) 5,064 △2,574 40,871 

財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △13,078 △33,376 △46,302

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高 

(百万円) 73,889 77,213 155,929 

従業員数 (人) 15,180 14,654 14,461 
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当第１四半期連結会計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はない。ま

た、主要な関係会社に異動はない。 

  

  

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はない。 

  

  

(1) 連結会社の状況 

平成22年６月30日現在 

 
(注) 従業員数は就業人員数であり、〔 〕内は臨時従業員の当第１四半期連結会計期間の平均人員数を外書きで 

記載している。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成22年６月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員数である。 

２ 出向者等を含めた在籍者数は、8,501人である。 

  

２ 【事業の内容】

３ 【関係会社の状況】

４ 【従業員の状況】

従業員数(人) 14,654〔3,058〕

従業員数(人) 8,373 

― 3 ―



第２ 【事業の状況】 

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

  

(1) 受注実績 
  
 前第１四半期連結会計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

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

 
  

(2) 売上実績 
  
 前第１四半期連結会計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 
  

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

 
(注) １ 受注実績、売上実績においては、セグメント間の取引を相殺消去している。 

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。 

  

１ 【生産、受注及び販売の状況】

事業の種類別セグメントの名称  

建設事業 (百万円) 148,043 

開発事業 (百万円) 20,904 

その他の事業 (百万円) 15,134 

合計 184,081 

報告セグメント等の名称  

土木事業 (百万円) 47,975 

建築事業 (百万円) 78,110 

開発事業 (百万円) 11,015 

その他 (百万円) 11,231 

合計 148,333 

事業の種類別セグメントの名称  

建設事業 (百万円) 286,685

開発事業 (百万円) 16,889

その他の事業 (百万円) 15,134

合計 318,709

報告セグメント等の名称  

土木事業 (百万円) 77,575

建築事業 (百万円) 164,428

開発事業 (百万円) 10,950

その他 (百万円) 11,157

合計 264,110
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(1) 受注高、売上高、繰越高及び施工高 

 
(注) １ 前期以前に受注したもので、契約の更改により請負金額に変更のあるものについては、期中受注高にその増

減額を含む。したがって、期中売上高にもかかる増減額が含まれる。また前期以前に外貨建で受注したもの

で、当期中の為替相場の変動により請負金額に変更のあるものについても同様に処理している。 

２ 期末繰越高の施工高は、支出金により手持高の施工高を推定したものである。 

３ 期中施工高は(期中売上高＋期末繰越施工高－前期末繰越施工高)に一致する。 

４ 前第１四半期累計期間における建設事業の期中受注高のうち海外工事の割合は21.3％、当第１四半期累計期

間における土木事業及び建築事業の期中受注高のうち海外工事の割合は各々△4.2％、2.4％である。 

５ 第５ 経理の状況 １ 四半期連結財務諸表（セグメント情報等）に記載のとおり、当第１四半期会計期間

から「セグメント情報等の開示に関する会計基準」等を適用している。したがって、当第１四半期累計期間

の受注高、売上高、繰越高及び施工高については、同会計基準等適用後の報告セグメント等の区分にて記載

している。 

  

（参考）提出会社個別の事業の状況は次のとおりである。

期別 区 分
期首繰越高 
(百万円)

期中受注高
(百万円)

計
(百万円)

期中売上高
(百万円)

期末繰越高(百万円) 期中施工高
(百万円)手持高 うち施工高

前第1四半期
累計期間 

自 
  
平
成
21
年 
４
月
１
日

至 
  
平
成
21
年 
６
月
30
日

建 
設 
事 
業

土木 505,275 10,367 515,642 87,225 428,416 11％ 45,143 91,843 

建築 1,114,223 102,458 1,216,681 170,312 1,046,368 6 58,377 180,269 

計 1,619,498 112,825 1,732,323 257,538 1,474,785 7 103,520 272,112 

開発事業等 8,072 8,222 16,294 4,212 12,082 ― ― ―

合計 1,627,570 121,048 1,748,618 261,750 1,486,868 ― ― ―

当第1四半期
累計期間 

自 
  
平
成
22
年 
４
月
１
日

至 
  
平
成
22
年 
６
月
30
日

報
告
セ
グ
メ
ン
ト 

土木事業 337,311 29,250 366,562 59,767 306,795 9％ 26,165 61,104 

建築事業 1,142,635 64,178 1,206,813 151,557 1,055,255 2 25,552 151,253 

計 1,479,946 93,429 1,573,375 211,325 1,362,050 4 51,717 212,357 

開発事業 152 812 965 747 218 ― ― ―

その他 ― 2,707 2,707 2,707 ― ― ― ―

合計 1,480,099 96,948 1,577,048 214,779 1,362,269 ― ― ―

前事業年度 

自 
  
平
成
21
年 
４
月
１
日

至 
  
平
成
22
年 
３
月
31
日

建 
設 
事 
業

土木 505,275 167,356 672,631 335,320 337,311 7％ 24,828 319,622 

建築 1,114,223 789,327 1,903,550 760,915 1,142,635 2 25,857 738,353 

計 1,619,498 956,684 2,576,182 1,096,235 1,479,946 3 50,685 1,057,975 

開発事業等 8,072 26,246 34,318 34,165 152 ― ― ―

合計 1,627,570 982,930 2,610,501 1,130,401 1,480,099 ― ― ―
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(2) 完成工事高 

 
(注)  前第１四半期会計期間及び当第１四半期会計期間ともに、完成工事高総額に対する割合が100分の10以上の相手

先はない。 

  
(3) 手持工事高（平成22年6月30日現在） 

 
  

  

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

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

い。 

  

  

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

  

  

期別 区分
国内 海外 合計

(Ｂ) 
(百万円)

官公庁
(百万円)

民間
(百万円)

（Ａ）
(百万円) 

(Ａ)／(Ｂ) 
(％) 

前第１四半期会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日)

土木工事 27,294 23,291 36,640 42.0 87,225 

建築工事 11,377 140,742 18,192 10.7 170,312 

計 38,671 164,033 54,833 21.3 257,538 

当第１四半期会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日)

土木工事 26,103 15,511 18,152 30.4 59,767 

建築工事 19,569 121,332 10,655 7.0 151,557 

計 45,673 136,844 28,807 13.6 211,325 

区分
国内 海外 合計

(Ｂ) 
(百万円)

官公庁 
(百万円)

民間
(百万円)

（Ａ）
(百万円) 

(Ａ)／(Ｂ) 
(％) 

土木工事 119,333 96,344 91,116 29.7 306,795 

建築工事 176,113 732,860 146,281 13.9 1,055,255 

計 295,447 829,204 237,398 17.4 1,362,050 

２ 【事業等のリスク】

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

る。 

  

(1)業績の状況 

世界経済は、欧州経済がソブリンリスクにより緊縮財政への転換を余儀なくされていることから、景

気への下振れ圧力が強まり不安定な状況が続くと予想される。 

日本経済は、緩やかな回復基調にあるものの、今後は世界経済の減速による輸出の減少及び消費を下

支えしていた景気対策効果の剥落により、景気減速リスクが強まるものと考えられる。 

こうした状況のもと、当社グループは中期経営計画（2009～2011年度）に基づき「海外事業の再構

築」「入手時リスク管理の徹底」「事業における選択と集中」「生産システムの改善」「財務体質の強

化」という５つの課題に取組んだが、経営成績は次の通りとなった。 

受注高については、主として当社の建築事業の減少により前年同期比19.4％減の1,483億円となり、

また、売上高についても、主として当社の土木事業及び建築事業の減少により前年同期比17.1％減の

2,641億円となった。 

なお、当社グループの主たる事業である土木事業、建築事業及び開発事業には、完成物件の引渡しが

下半期、特に第４四半期に偏るという季節的変動要因がある。一方、販売費及び一般管理費は恒常的に

発生するため、第１四半期の経営成績は、全般的に低くとどまる傾向がある。 

  

報告セグメント等の業績を示すと次の通りである（報告セグメント等の業績については、セグメント

間の内部売上高等を含めて記載している。）。 

なお、「第５ 経理の状況 １ 四半期連結財務諸表 （セグメント情報等）」に記載のとおり、当

第１四半期連結会計期間から「セグメント情報等の開示に関する会計基準」等を適用しているが、前年

同期の（セグメント情報等）を同会計基準等に基づいた報告セグメント等の区分に組替えていないた

め、報告セグメント等の業績については前年同期比の数値を記載していない。 

  

①土木事業 

国内市場については、公共事業関係費の大幅な減少が続くことにより市場縮小に歯止めがかからな

いものの、海外市場ついては、経済が順調な東南アジアや潤沢な資金を有する中東資源国のインフラ

整備が続くことから、比較的好調を維持している。  

当社グループにおいては、売上高は825億円、営業損失は12億円となった。 

②建築事業 

国内市場については、企業業績の持ち直しや景気回復に伴い延期されていたプロジェクトの再開に

期待が高まっているが、今後、国内需要が更に拡大する可能性は低いことから、実際に投資が国内に

向かうかは不透明な状況にある。また、海外市場については、新興諸国の都市化に伴い需要が拡大し

ている。 

当社グループにおいては、売上高は1,738億円、営業利益は58億円となった。 

③開発事業 

不動産販売市場については、マンション販売市場において、住宅ローン減税や贈与税の非課税枠拡

大等の影響により契約率が改善するなど底打ちの兆しが見え始めた。 

当社グループにおいては、売上高は112億円、営業損失は５億円となった。 

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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④その他 

不動産管理事業等については、企業業績の悪化から経費削減等に伴う管理会社の変更や管理仕様の

見直し要請が高まるなか、会社間の価格競争が続いたため、厳しい事業環境となった。 

当社グループにおいては、売上高は136億円、営業利益は３億円となった。 

  

(2)財政状態 

①資産の状況 

資産合計は、回収に伴う完成工事未収入金の減少等により前連結会計年度末比8.6％・1,297億円減

少し、1兆3,715億円となった。 

②負債の状況 

負債合計は、支払に伴う工事未払金の減少等により前連結会計年度末比9.8％・1,185億円減少し、

1兆855億円となった。 

③純資産の状況 

純資産は、株式相場下落に伴うその他有価証券評価差額金の減少等により前連結会計年度末比

3.8％・112億円減少し、2,859億円となった。 

  

(3)経営成績 

①売上高 

売上高は、主として当社の土木事業及び建築事業の減少により前年同期比17.1％減の2,641億円と

なった。 

②営業利益及び経常利益 

営業損益は、主として当社の建築事業の利益率改善により売上総利益が増加したことに加え、販売

費及び一般管理費が減少したため、44億円の利益（前年同期は10億円の損失）となった。 

経常損益についても、為替差損の増加等により営業外損益が悪化したものの、営業損益の好転によ

り13億円の利益（前年同期は26億円の損失）となった。 

③四半期純利益 

四半期純損益は、経常損益が好転したものの、前年同期に計上した投資有価証券売却益の反動等に

伴う特別損益の悪化により前年同期並みの６億円の損失となった。 

  

(4)キャッシュ・フローの状況 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

仕入債務の減少などにより、当第１四半期連結会計期間の収支は415億円の支出超（前年同期は654

億円の支出超）となった。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

有形固定資産の取得などにより、当第１四半期連結会計期間の収支は25億円の支出超（前年同期は

50億円の収入超）となった。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

資金調達に係る有利子負債の返済などにより、当第１四半期連結会計期間の収支は333億円の支出

超（前年同期は130億円の支出超）となった。 
  

 以上により、当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は772億円（前連結会計年度末比787

億円減）となり、また、資金調達に係る有利子負債の残高は5,002億円（同304億円減）となった。 
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(5)対処すべき課題 

当第１四半期連結会計期間において、対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はない。

       

(6)研究開発活動 

当第１四半期連結会計期間における研究開発費は18億円である。 

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

     

(7)経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し 

当社グループを取り巻く事業環境については、特に土木事業及び建築事業において需要縮小が続い

ているにもかかわらず、供給サイドに依然として過剰感があることから価格競争の再燃が懸念され

る。 

 こうした状況において、当社グループは2010年２月から中期経営計画に掲げた経営課題を一部ブラ

ッシュアップし、「収益力のアップ」と「財務体質の強化」を 優先の経営課題として取組むことに

より目標利益を達成する所存である。 
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第３ 【設備の状況】 

(1) 主要な設備の状況 

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はない。 

  

  

(2) 設備の新設、除却等の計画 

特記事項なし。 
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第４ 【提出会社の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 

        

１ 【株式等の状況】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 2,200,000,000 

計 2,200,000,000 

種類
第１四半期会計期間 
末現在発行数(株) 
(平成22年６月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成22年８月６日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 1,140,268,860 1,140,268,860 
東京・大阪・名古
屋証券取引所（市
場第一部） 

単元株式数は1,000株である。

計 1,140,268,860 1,140,268,860 ― ―
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(2) 【新株予約権等の状況】 

   会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、以下のとおりである。 

 
(注) １ 新株予約権の行使時の払込金額（以下「転換価額」という。）は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当

社普通株式の時価（本新株予約権付社債の要項（以下「本要項」という。）に定義する。以下同じ。）を下

回る払込金額により、新たに当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合（当社

普通株式の株式分割もしくは無償割当、時価を下回る払込金額をもって当社株式を交付する定めのある取得

請求権付株式もしくは新株予約権の発行もしくは付与又は当社の発行した取得条項付株式もしくは取得条項

付新株予約権の取得と引換えに当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合を含

む。ただし、ストック・オプションその他のインセンティブ・プランを目的として発行又は付与されるもの

を除く。）には、次に定める算式（以下「転換価額調整式」という。）をもって調整される。なお、次の算

式において、「既発行株式数」とは、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその

日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の転換価額を初めて適用する日の１か月前の日における当社

の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式の数を控除した数とする。 

  

 
  

     また、転換価額は、当社株式の併合、資本金もしくは準備金の額の減少に際して行う剰余金の配当、会社分

割、株式交換もしくは合併又は当社普通株式の株主に対する他の種類株式の無償割当てのために転換価額の

調整を必要とするとき、その他当社の普通株式の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額

の調整を必要とするときにも、必要な転換価額の調整を行う。 

  

第１回取得条項付無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）（平成21年４月30日発行）

 
第１四半期会計期間末現在 

(平成22年６月30日)

新株予約権の数（個） 40 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 58,479,532 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 342（注１） 

新株予約権の行使期間 
自 平成21年６月１日      
至 平成26年７月24日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価額  342 
資本組入額 171 

新株予約権の行使の条件 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 
本新株予約権付社債の社債部分と本新株予約権のうち、
一方のみを譲渡することはできない。 

代用払込みに関する事項 
本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係
る本社債の全部を出資するものとし、当該本社債の価額
は、本社債の額面金額と同額とする。 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注２） 

新株予約権付社債の残高（百万円） 20,000 

調 整 後 
転換価額

＝
調 整 前 
転換価額

×

既発行
株式数

＋
新規発行・処分株式数× １株当りの払込金額

時   価

既発行株式数   ＋   新規発行・処分株式数
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２ 組織再編行為時の取扱い 

     イ 当社による組織再編行為について提案がなされた場合、当社は、本社債の要項に従い、かかる提案に

ついて株主への通知と同時に（かかる株主への通知が必要でない場合には、組織再編行為についての提

案についての公表後速やかに）本社債権者に対し通知する。その後可及的速やかに、本新株予約権付社

債に関する提案について同様に通知を行うものとする。かかる通知には予定される当該組織再編行為の

効力発生日を明記するものとする。また、当社に組織再編行為が生じた場合、本新株予約権付社債所持

人に対して、同様に、その旨及び予定される当該組織再編行為の効力発生日について通知する。 

 当社が組織再編行為を行う場合、(i)その時点において（法律の公的又は司法上の解釈又は適用につ

いて考慮した結果）法律上実行可能であり、(ii)その実行のための仕組みが既に構築されているか又は

構築可能であり、かつ(iii)その全体の実行のために当社が不合理であると判断する費用や支出（課税

を含む。）を当社又は承継会社等に生じさせることがない限りにおいて、当社は、承継会社等をして、

本要項に従って、本新株予約権付社債上の義務を承継させるための措置をとり、承継会社等の新株予約

権の交付を実現させるよう 善の努力を尽くすものとする。また、当社は、承継会社等の本新株予約権

付社債上の義務の承継及び承継会社等の新株予約権の交付に関し、承継会社等の普通株式が当該組織再

編行為の効力発生日又はその直後において日本国内における金融商品取引所において上場されるよう

善の努力を尽くすものとする。 

 ロ 上記イに定める承継会社等の新株予約権は、以下の条件に基づきそれぞれ交付されるものとする。 

 (i)   交付される承継会社等の新株予約権の数 

  当該組織再編行為の効力発生日直前において残存する本新株予約権付社債の所持人が保有する 

本新株予約権の数と同一の数とする。 

 (ii)  承継会社等の新株予約権の目的たる株式の種類 

承継会社等の普通株式とする。 

 (iii) 承継会社等の新株予約権の目的たる株式の数 

承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編行

為の条件を勘案の上、本社債の要項を参照して決定するほか、以下に従う。なお、転換価額は上

記１と同様な調整に服する。 

① 合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直後に承継会社等

の新株予約権を行使したときに、当該組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使

した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編行為において受領する承継会社

等の普通株式の数を受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編行為に際して承継会

社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の公正な

市場価値（独立のフィナンシャル・アドバイザーに諮問し、その意見を十分に考慮した上で、

当社が決定するものとする。）を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承

継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。 

② その他の組織再編行為の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直後に承継会社等の新株

予約権を行使したときに、当該組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場

合に本新株予約権付社債所持人が得ることのできる経済的利益と同等の経済的利益（独立のフ

ィナンシャル・アドバイザーに諮問し、その意見を十分に考慮した上で、当社が決定するもの

とする。）を受領できるように、転換価額を定める。 

 (iv) 承継会社等の新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法 

承継会社等の新株予約権１個の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、承継会社等の 

新株予約権１個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の額面金額と同額とする。な

お、承継会社等の新株予約権の行使に際して出資の目的とされる本社債は、本新株予約権付社債

の要項に記載の償還の方法及び期限に関する規定にかかわらず本新株予約権の行使の効力発生と

同時に償還の期限が到来し、かつ消滅するものとする。 

 (v)  承継会社等の新株予約権を行使することができる期間 

当該組織再編行為の効力発生日又は承継会社等の新株予約権を交付した日のいずれか遅い日か

ら、上表「新株予約権の行使期間」記載の本新株予約権の行使期間の満了日までとする。 

 (vi) 承継会社等の新株予約権の行使の条件 

上表「新株予約権の行使の条件」記載の条件に準じて決定する。 

 (vii) 承継会社等の新株予約権の取得条項 

本新株予約権付社債の要項に記載の取得事由及び取得条件に準じて決定する。 
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(viii)承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備

金に関する事項 

承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社

計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果

１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額

は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。 

 (ix) 組織再編行為が生じた場合 

本欄に準じて決定する。 

 (x)  その他 

承継会社等の新株予約権の行使により承継会社等が交付する承継会社等の普通株式の数につき、

１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない（承継会社等が単

元株制度を採用している場合において、承継会社等の新株予約権の行使により単元未満株式が発

生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により

精算し、１株未満の端数はこれを切り捨てる。）。また、当該組織再編行為の効力発生日時点に

おける本新株予約権付社債所持人は、本社債を承継会社等の新株予約権とは別に譲渡することが

できないものとする。かかる本社債の譲渡に関する制限が法律上無効とされる場合には、承継会

社等が発行する本社債と同様の社債に付された承継会社等の新株予約権を、当該組織再編行為の

効力発生日直前の本新株予約権付社債所持人に対し、本新株予約権及び本社債の代わりに交付で

きるものとする。 

    

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 

   該当事項なし。 

  

(4) 【ライツプランの内容】 

   該当事項なし。 

      

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

    

 
(注)  有楽土地㈱との株式交換（株式交換比率 １：1.90）に伴う新株発行による増加である。 

      

(6) 【大株主の状況】 

住友信託銀行株式会社から平成22年７月７日付の大量保有報告書（変更報告書）の写しの送付があ

り、平成22年６月30日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けたが、株主名簿の記載内容が確

認できないため、実質所有状況の確認ができない。 

     なお、大量保有報告書（変更報告書）の内容は次の通りである。 

 
  

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
  

(百万円)

資本金残高
  

(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 

(百万円)

平成22年４月１日 49,646,378 1,140,268,860 ― 112,448 10,290 56,538 

氏名又は名称 住所
所有株式数 
(千株)

発行済株式
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

住友信託銀行株式会社 大阪府大阪市中央区北浜四丁目５番33号 39,863 3.50 

日興アセットマネジメント 
株式会社 

東京都港区赤坂九丁目７番１号
ミッドタウン・タワー 25,429 2.23 

計 ― 65,292 5.73 
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(7) 【議決権の状況】 

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

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

している。 

① 【発行済株式】 

平成22年６月30日現在 

 
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」の株式数及び議決権の数には、証券保管振替機構名義の株式が3,000株(議決

権３個)含まれている。  

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には自己保有株式が382株含まれている。 

  

② 【自己株式等】 

平成22年６月30日現在 

 

      

【当該四半期累計期間における月別 高・ 低株価】 

  

 
(注) 高・ 低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。 

      

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はない。

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式      585,000 

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式1,083,249,000 1,083,249 ―

単元未満株式 普通株式    6,788,482 ― １単元（1,000株）未満の株式

発行済株式総数 1,090,622,482 ― ― 

総株主の議決権 ― 1,083,249 ― 

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

(自己保有株式) 
大成建設株式会社 

東京都新宿区西新宿
     一丁目25番１号 585,000 ─ 585,000 0.05 

計 ― 585,000 ─ 585,000 0.05 

２ 【株価の推移】

月別
平成22年 
４月

 
５月

 
６月

高(円) 222 211 190 

低(円) 201 167 169 

３ 【役員の状況】
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第５ 【経理の状況】 

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

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

則」（昭和24年建設省令第14号）に準じて記載している。 

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

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

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

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

作成している。 

  

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

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

30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、あずさ監査法人による四半期レビューを受け、当第１四

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

22年４月１日から平成22年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人

による四半期レビューを受けている。 

 なお、従来から当社が監査証明を受けているあずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22

年７月１日をもって有限責任 あずさ監査法人に名称を変更している。 

１ 四半期連結財務諸表の作成方法について

２ 監査証明について
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１【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 78,088 156,680

受取手形・完成工事未収入金等 335,097 394,554

未成工事支出金 ※7  126,527 ※7  109,687

たな卸不動産 ※1  156,776 ※1  151,629

その他のたな卸資産 ※2  10,899 ※2  10,888

その他 84,396 90,130

貸倒引当金 △423 △676

流動資産合計 791,363 912,894

固定資産   

有形固定資産   

土地 156,162 156,197

その他（純額） ※3, ※4  82,072 ※3, ※4  82,336

有形固定資産合計 238,235 238,533

無形固定資産 7,666 7,430

投資その他の資産   

投資有価証券 204,012 216,099

その他 151,771 148,648

貸倒引当金 △21,515 △22,316

投資その他の資産合計 334,268 342,431

固定資産合計 580,169 588,395

資産合計 1,371,533 1,501,290
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 330,073 370,423

短期借入金 226,944 248,473

コマーシャル・ペーパー 4,998 29,990

1年内償還予定の社債 12,200 2,200

未成工事受入金 87,172 102,780

完成工事補償引当金 2,229 2,273

工事損失引当金 ※7  11,721 ※7  11,866

その他 ※5  92,347 ※5  126,018

流動負債合計 767,685 894,025

固定負債   

社債 42,800 37,800

新株予約権付社債 20,000 20,000

長期借入金 193,335 192,283

退職給付引当金 28,187 27,820

役員退職慰労引当金 543 548

関係会社事業損失引当金 880 880

環境対策引当金 417 451

その他 31,739 30,300

固定負債合計 317,903 310,085

負債合計 1,085,589 1,204,111

純資産の部   

株主資本   

資本金 112,448 112,448

資本剰余金 94,170 83,901

利益剰余金 75,244 78,604

自己株式 △180 △175

株主資本合計 281,683 274,778

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8,567 16,212

繰延ヘッジ損益 △276 △63

土地再評価差額金 △2,540 △2,540

為替換算調整勘定 △2,786 △2,634

評価・換算差額等合計 2,964 10,974

少数株主持分 1,296 11,425

純資産合計 285,944 297,179

負債純資産合計 1,371,533 1,501,290
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

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

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

売上高   

完成工事高 ※1  286,685 ※1  238,769

開発事業等売上高 32,024 25,341

売上高合計 318,709 264,110

売上原価   

完成工事原価 272,381 219,305

開発事業等売上原価 26,564 21,412

売上原価合計 298,946 240,717

売上総利益   

完成工事総利益 14,303 19,463

開発事業等総利益 5,459 3,929

売上総利益合計 19,763 23,392

販売費及び一般管理費 ※2  20,808 ※2  18,960

営業利益又は営業損失（△） △1,045 4,432

営業外収益   

受取配当金 1,586 1,379

その他 380 542

営業外収益合計 1,966 1,921

営業外費用   

支払利息 2,261 2,133

為替差損 － 2,001

租税公課 526 697

その他 764 211

営業外費用合計 3,552 5,043

経常利益又は経常損失（△） △2,631 1,310

特別利益   

前期損益修正益 ※3  133 ※3  484

投資有価証券売却益 3,094 －

関係会社清算益 － 194

その他 25 2

特別利益合計 3,253 681

特別損失   

投資有価証券評価損 411 239

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 666

その他 20 69

特別損失合計 431 976

税金等調整前四半期純利益 190 1,015

法人税等 ※4  718 ※4  1,678

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △662

少数株主利益又は少数株主損失（△） 155 △27

四半期純損失（△） △683 △635
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

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

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

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 190 1,015

減価償却費 2,211 2,083

貸倒引当金の増減額（△は減少） － △1,053

工事損失引当金の増減額（△は減少） △182 △145

受取利息及び受取配当金 △1,688 △1,502

支払利息 2,261 2,133

為替差損益（△は益） 230 2,001

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △3,094 －

売上債権の増減額（△は増加） 27,672 59,499

未成工事支出金の増減額（△は増加） △13,260 △16,839

たな卸不動産の増減額（△は増加） △4,255 △5,147

仕入債務の増減額（△は減少） △58,521 △40,392

未成工事受入金の増減額（△は減少） 9,398 △15,618

その他の流動負債の増減額（△は減少） △21,428 △33,728

その他 △3,416 9,237

小計 △63,881 △38,457

利息及び配当金の受取額 1,402 1,150

利息の支払額 △1,021 △542

法人税等の支払額 △1,943 △3,721

営業活動によるキャッシュ・フロー △65,443 △41,569

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △1,643 △831

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 7,351 87

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,586 △2,139

有形及び無形固定資産の売却による収入 105 311

その他 836 △2

投資活動によるキャッシュ・フロー 5,064 △2,574

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △24,017 △20,599

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） △956 △24,991

長期借入れによる収入 － 4,600

長期借入金の返済による支出 △5,381 △4,478

社債の発行による収入 － 14,935

新株予約権付社債の発行による収入 19,609 －

配当金の支払額 △2,128 △2,725

その他 △204 △117

財務活動によるキャッシュ・フロー △13,078 △33,376

現金及び現金同等物に係る換算差額 1 △1,194

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △73,456 △78,715

現金及び現金同等物の期首残高 148,348 155,929

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

△1,002 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  73,889 ※1  77,213
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】 

  

 
  

 (自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間

１ 連結の範囲に関する 

事項の変更 
(1)連結の範囲の変更 

(有)大成ファーム・大滝及び大成プロパティズ（香港）は清算により当第１

四半期連結会計期間より連結の範囲から除外した。 

(2)変更後の連結子会社の数 

32社 

 

 
２ 会計処理基準に関する 

事項の変更 

 

(1)「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する

当面の取扱い」の適用 

当第１四半期連結会計期間から「持分法に関する会計基準」（企業会計基準

第16号 平成20年３月10日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関

する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10日）を適用してい

る。 

 この変更が四半期連結財務諸表に与える影響はない。 

(2)「資産除去債務に関する会計基準」の適用 

当第１四半期連結会計期間から「資産除去債務に関する会計基準」（企業会

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

用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用してい

る。 

 この変更により、従来の方法によった場合に比べ、営業利益及び経常利益が

13百万円、税金等調整前四半期純利益が680百万円それぞれ少なく計上されてい

る。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は1,273百万円

である。 
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【表示方法の変更】 

  

 
  

(自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間

（四半期連結貸借対照表） 

１ 土地に係る表示方法の変更 

従来、「有形固定資産」に含めて表示していた土地は、当第１四半期連結会計期間において資産の総額の100

分の10を超えたので区分掲記することとした。 

なお、前第１四半期連結会計期間の「有形固定資産」に含まれている土地の金額は154,175百万円である。 

（四半期連結損益計算書） 

１ 為替差損に係る表示方法の変更 

従来、営業外費用の「その他」に含めて表示していた為替差損は、当第１四半期連結累計期間において営業外

費用の総額の100分の20を超えたので区分掲記することとした。 

なお、前第１四半期連結累計期間の営業外費用の「その他」に含まれている為替差損の金額は230百万円であ

る。 

２ 投資有価証券売却益に係る表示方法の変更 

従来、区分掲記していた特別利益の「投資有価証券売却益」は、金額に重要性がなくなったため特別利益の

「その他」に含めて表示することに変更した。 

なお、当第１四半期連結累計期間の特別利益の「その他」に含めた投資有価証券売却益の金額は０百万円であ

る。 

３ 少数株主損益調整前四半期純損失に係る表示方法の変更 

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

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適

用により、当第１四半期連結累計期間では「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示している。 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書） 

１ 貸倒引当金の増減額に係る表示方法の変更 

従来、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示していた「貸倒引当金の増減額」は、区

分掲記することとした。 

なお、前第１四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含まれている貸倒引当

金の減少額は505百万円である。 

２ 有価証券及び投資有価証券売却損益に係る表示方法の変更 

従来、区分掲記していた「有価証券及び投資有価証券売却損益」は、営業活動によるキャッシュ・フローの

「その他」に含めて表示することに変更した。 

なお、当第１四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めた有価証券及び投

資有価証券売却損は３百万円である。 
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【簡便な会計処理】 

  

 
  

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】 

  

   

 (自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間

棚卸資産の評価方法  棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性が低下していることが明らかな棚卸

資産についてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行なう方法によってい

る。 

  

固定資産の減価償却費の 

算定方法 

 定率法を採用している固定資産の減価償却費の算定方法に関しては、連結会計

年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっている。 

     

繰延税金資産の回収可能性 

の判断 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環

境等に著しい変化が生じておらず、かつ、一時差異等の発生状況について著しい

変化がないと認められる場合には、前連結会計年度決算において使用した将来の

業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっている。 

 ただし、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化が生じ、又は、一時

差異等の発生状況について著しい変化が認められた場合には、前連結会計年度決

算において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングに当該著しい変化

の影響を加味したものを利用する方法によっている。 

        

工事原価総額の見積方法  工事原価総額の見積りに関しては、工事の完成間近で工事原価総額を容易に見

積ることが可能な工事契約及び当四半期連結会計期間末における工事原価総額

が、前連結会計年度末又は直前の四半期連結会計期間末に見積った工事原価総額

から著しく変動しているものと認められる工事契約を除き、前連結会計年度末又

は直前の四半期連結会計期間末に見積った工事原価総額を、当四半期連結会計期

間末における工事原価総額の見積額とする方法によっている。 

  
  

 (自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間

税金費用の計算  税金費用に関しては、主として当四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税

金等調整前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、

税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算している。 

 ただし、税金等調整前四半期純損失となった場合等には、法定実効税率を乗じ

て計算している。 

 なお、法人税等調整額は「法人税等」に含めて表示している。 
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【注記事項】 

(四半期連結貸借対照表関係) 

  

 
  

当第１四半期連結会計期間末 
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末 
(平成22年３月31日)

※１ たな卸不動産の内訳 

 

販売用不動産 70,665百万円

開発事業支出金 86,111

 計 156,776

 

※１ たな卸不動産の内訳 

 

販売用不動産 72,133百万円

開発事業支出金 79,496

計 151,629

 
※２ その他のたな卸資産の内訳 

 

その他事業支出金 9,181百万円

材料貯蔵品 1,718

 計 10,899

 

※２ その他のたな卸資産の内訳 

 

その他事業支出金 9,304百万円

材料貯蔵品 1,584

計 10,888

 
※３ 有形固定資産減価償却累計額 

 
            140,391百万円

 

※３ 有形固定資産減価償却累計額 

 
           139,898百万円

 
※４ 直接減額方式による圧縮記帳額 

 
           建物 28百万円

 

※４ 直接減額方式による圧縮記帳額 

 
          建物 29百万円

 
※５ 流動負債のその他に含まれる未払法人税等 

 
 2,988百万円

 

※５ 流動負債のその他に含まれる未払法人税等 

 
4,472百万円

 
 ６ 保証債務 

    下記の連結会社以外の会社等の借入金等に対し

て保証を行っている。 

 
    なお、全国漁港漁村振興漁業協同組合に対する

保証債務については連結会社の負担額を記載して

いる。 

  

 大成富士山南陵開発㈱ 3,600 百万円

 ヨーロッパハウス（同） 2,422

 全国漁港漁村振興漁業協同組合 1,061

 その他11件 2,318

   計 9,403
 

 

 ６ 保証債務 

    下記の連結会社以外の会社等の借入金等に対し

て保証を行っている。 

 
    なお、全国漁港漁村振興漁業協同組合に対する

保証債務については連結会社の負担額を記載して

いる。 

 大成富士山南陵開発㈱ 3,600 百万円

 ヨーロッパハウス（同） 2,422

 全国漁港漁村振興漁業協同組合 1,061

 その他12件 2,339

   計 9,423
 

 
※７ 損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事

支出金と工事損失引当金は、相殺せずに両建てで表

示している。損失の発生が見込まれる工事契約に係

る未成工事支出金のうち、工事損失引当金に対応す

る額は5,960百万円である。 

  

※７ 損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事

支出金と工事損失引当金は、相殺せずに両建てで表

示している。損失の発生が見込まれる工事契約に係

る未成工事支出金のうち、工事損失引当金に対応す

る額は5,751百万円である。 

 ８ 四半期連結財務諸表提出会社は、緊急時等におけ

る資金調達の機動性を確保するため、取引金融機関

の協調融資方式によるコミットメントライン契約を

締結している。なお、当四半期連結会計期間末にお

ける契約極度額は150,000百万円であるが、当四半

期連結会計期間末現在において、本契約に基づく借

入金残高はない。 

 

 ８ 連結財務諸表提出会社は、緊急時等における資金

調達の機動性を確保するため、取引金融機関の協調

融資方式によるコミットメントライン契約を締結し

ている。なお、当連結会計年度末における契約極度

額は150,000百万円であるが、当連結会計年度末現

在において、本契約に基づく借入金残高はない。 
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(四半期連結損益計算書関係) 

  

 

        

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

(自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日) 

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

当第１四半期連結累計期間

   

        

※１ 工事進行基準による完成工事高  

 224,934百万円
   

    

※１ 工事進行基準による完成工事高  

189,846百万円

※２ このうち主要な費目及び金額は次のとおりであ

る。 

   

従業員給料手当 7,420百万円

※２ このうち主要な費目及び金額は次のとおりであ

る。 

   

従業員給料手当 7,428百万円

※３ 前期損益修正益の内訳 

 

償却済債権取立額 68百万円

貸倒引当金戻入 55

その他 9

 計 133

 

※３ 前期損益修正益の内訳 

 

貸倒引当金戻入 372百万円

償却済債権取立額 107

その他 4

計 484

 
※４ 「法人税、住民税及び事業税」と「法人税等調整

額」は一括して記載している。 

※４ 同左 

  
 

(自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日) 

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

当第１四半期連結累計期間

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成21年６月30日現在） 

  

    

 現金預金勘定 75,017百万円

 
預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金 

△1,128

 現金及び現金同等物 73,889

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成22年６月30日現在） 

  

 

現金預金勘定 78,088百万円

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金 

△875

現金及び現金同等物 77,213
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(株主資本等関係) 

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

年４月１日 至 平成22年６月30日） 

１ 発行済株式の種類及び総数 

 

    

２ 自己株式の種類及び株式数 

 

    

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項なし。 

      

４ 配当に関する事項 

  (１) 配当金支払額 

 
      

(２) 基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期

連結会計期間末後となるもの 

 該当事項なし。 

    

５  株主資本の金額の著しい変動 

  四半期連結財務諸表提出会社は、平成22年４月１日付で、四半期連結財務諸表提出会社の連結子

会社である有楽土地㈱を株式交換により完全子会社としている。この結果、当第１四半期連結会計

期間において資本準備金が10,253百万円（連結子会社に対する株式交付による資本準備金の増加分

36百万円を含めていない。）増加している。 

  

  

  

  

  

  

  

株式の種類
当第１四半期連結会計期間末株式数

（千株）

普通株式 1,140,268 

株式の種類
当第１四半期連結会計期間末株式数

（千株）

普通株式 612 

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月29日 
定時株主総会 

普通株式 2,725 2.50 平成22年３月31日 平成22年６月30日 利益剰余金

― 26 ―



(セグメント情報等) 

【事業の種類別セグメント情報】 

 
 (注) １ 事業区分の方法 

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

    ２ 各事業区分に属する主要な内容 

      建設事業・・・・・土木・建築その他建設工事全般に関する事業 

      開発事業・・・・・不動産の売買・賃貸・斡旋等不動産全般に関する事業 

      その他の事業・・・不動産管理事業他 

    ３ 会計処理基準等の変更 

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

「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」の「３ 会計処理基準に関する事項

の変更」に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間から「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第

15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号

平成19年12月27日）を適用している。 

この変更により、従来の基準によった場合に比べ、当第１四半期連結累計期間の「建設事業」の売上高が

1,311百万円増加し、営業損失が60百万円減少している。 

    

【所在地別セグメント情報】 

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

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、四半期連結財務諸

表規則様式第二号(記載上の注意９)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】 

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

 
 (注) １ 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっている。 

    ２ 各区分に属する主な国又は地域 

      アジア・・・・・・・シンガポール、台湾、スリランカ、ベトナム、マレーシア 

      中東・アフリカ・・・アルジェリア、アラブ首長国連邦、カタール、トルコ 

      北米・・・・・・・・米国 

    ３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の「本邦」以外の国又は地域における売上高である。 

  

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

 
建設事業 
(百万円)

開発事業
(百万円)

その他の事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高    

(1) 外部顧客に対する 
売上高 286,685 16,889 15,134 318,709 － 318,709 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 6,266 212 3,108 9,587 △9,587 －

計 292,952 17,102 18,243 328,297 △9,587 318,709 

営業利益又は営業損失(△) △1,910 60 810 △1,039 △6 △1,045

 アジア
中東・
アフリカ

北米 その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 10,056 44,843 5,414 915 61,229 

Ⅱ 連結売上高（百万円）  318,709 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 3.1 14.1 1.7 0.3 19.2 
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【セグメント情報】 

１  報告セグメントの概要 

四半期連結財務諸表提出会社の報告セグメントは、四半期連結財務諸表提出会社の構成単位のうち分離

された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するため、定期的に

検討を行う対象となっているものである。 

四半期連結財務諸表提出会社は、本社に工事目的物・サービス別の本部を置いている。各本部は、取り

扱う工事目的物・サービスについて国内及び海外の包括的な戦略を連結子会社を含めて立案し、事業活動

を展開している。  

したがって、四半期連結財務諸表提出会社は、本部を基礎とした工事目的物・サービス別のセグメント

から構成されており、「土木事業」、「建築事業」及び「開発事業」の３つを報告セグメントとしてい

る。 

「土木事業」は、土木工作物の建設工事全般に関する事業であり、「建築事業」は、建築物の建設工事

全般に関する事業である。また、「開発事業」は、不動産の売買・賃貸・斡旋等、不動産全般に関する事

業である。 

  

２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

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

 
 (注) １ その他の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、受託研究・技術提供・環境測定等建

      設業に付帯関連する事業、レジャー関連事業、その他サービス業等を含んでいる。 

    ２ セグメント利益又は損失（△）の調整額△46百万円には、セグメント間取引消去等△32百万円、のれん償却

      額△14百万円が含まれている。 

    ３ セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。 

  

(追加情報) 

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

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

20号 平成20年３月21日)を適用している。 

  

   (単位：百万円)

 

報告セグメント
その他
（注１）

合計
調整額 
（注２）

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注３）土木 建築 開発 計

売上高    

外部顧客への売上高 77,575 164,428 10,950 252,953 11,157 264,110 ― 264,110 

セグメント間の内部売上高
又は振替高 4,984 9,379 293 14,657 2,503 17,160 △17,160 ―

計 82,559 173,807 11,243 267,611 13,660 281,271 △17,160 264,110 

セグメント利益又は損失（△） △1,204 5,818 △523 4,090 388 4,478 △46 4,432 
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(企業結合等関係) 

(自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間

（共通支配下の取引等） 

１ 結合当事企業及びその事業の内容、企業結合日、企業結合の法的形式、結合後企業の名称、取引の目的を

含む取引の概要 

(1)結合当事企業及びその事業の内容 

①結合企業（株式交換完全親会社） 

 ②被結合企業（株式交換完全子会社） 

 (2)企業結合日 

平成22年４月１日 

(3)企業結合の法的形式 

四半期連結財務諸表提出会社を株式交換完全親会社、有楽土地㈱（連結子会社）を株式交換完全子会

社とする株式交換 

(4)結合後企業の名称 

変更なし 

(5)取引の目的 

四半期連結財務諸表提出会社が実施した株式交換による有楽土地㈱の完全子会社化は、両社の一体性

を高め経営資源を有効に活用することにより、当社グループの開発事業の安定的な収益を確保し、グル

ープ全体の事業効率を高めることを目的としている。 
  

２ 実施した会計処理の概要 

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）及び「企業結合会計基準及び

事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）に基づき、共

通支配下の取引として処理している。 
  

３ 子会社株式の追加取得に関する事項 

(1)取得原価及びその内訳 

 （連結子会社からの取得分36百万円を含めていない。）  

(2)株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付した株式数 

①株式の種類別の交換比率 

 ②株式交換比率の算定方法 

四半期連結財務諸表提出会社及び有楽土地㈱は、それぞれ別個に両社から独立した第三者算定機関

に株式交換比率の算定を依頼し、その算定結果を参考として両社で交渉・協議の上、株式交換比率を

決定した。 

③交付した株式数 

49,536,178株（連結子会社に対する株式交付分110,200株を含めていない。）  

(3)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間 

①発生したのれんの金額 

270百万円 

②発生原因 

少数株主から取得した有楽土地㈱株式の取得原価が少数株主持分の減少額を上回ったため、のれん

が発生した。 

③償却方法及び償却期間 

５年間にわたる均等償却 

 名 称 事業内容

 

大成建設㈱ 

（四半期連結財務諸表提出会社） 
総合建設業 

 名 称 事業内容

 
有楽土地㈱ 

住宅開発分譲、ビル賃貸・単身赴任者専用マンション

の賃貸、不動産の仲介・斡旋・鑑定、保険代理業 

 取得の対価 有楽土地㈱の普通株式 10,253 百万円 

 取得に直接要した費用 アドバイザリー費用等 70 

 取得原価  10,323 

 
株式の種類 

四半期連結財務諸表提出会社の 

普通株式

有楽土地㈱の 

普通株式

 株式交換比率 １ 1.90
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(１株当たり情報) 

  

 

      

  

 
    

(注) １株当たり四半期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

 

      

(重要な後発事象) 

 該当事項なし。 

      

該当事項なし。 

  

１ １株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末 
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末 
(平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 249.77円

 

１株当たり純資産額 262.15円

２ １株当たり四半期純損失

(自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日) 

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

当第１四半期連結累計期間

 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、
潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失で
あるため記載していない。 

１株当たり四半期純損失 0.64円

 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、
潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失で
あるため記載していない。 

１株当たり四半期純損失 0.57円

 (自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日) 

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

当第１四半期連結累計期間

四半期純損失 (百万円) 683 635 

普通株主に帰属しない金額 (百万円) ― ―

普通株式に係る四半期純損失 （百万円） 683 635 

普通株式の期中平均株式数 (千株) 1,064,328 1,123,845 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た
り四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前
連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 

 第１回取得条項付無担保
転換社債型新株予約権付社
債（劣後特約付）（券面総
額20,000百万円） 
  
この概要は、「新株予約権
等の状況」に記載のとお
り。 

―――――――― 

２【その他】
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項なし。 
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平成21年８月６日

大成建設株式会社 

代表取締役社長 山 内 隆 司 殿 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

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

成建設株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間

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

21年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書

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

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

とにある。 

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

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

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

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

われた。 

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

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、大成建設株式会社及び連結子会社の平成21

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

ュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。 

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

  

以 上 

  

   

独立監査人の四半期レビュー報告書

あずさ監査法人 

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  二 ノ 宮  隆  雄  印 

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  星  長  徹  也  印 

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  草  野  和  彦  印 

（注）１ 上記は、当社（四半期報告書提出会社）が、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化した

   ものであり、その原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。 

   ２ 四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。 

 



  

平成22年８月５日

大成建設株式会社 

代表取締役社長 山 内 隆 司 殿 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

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

成建設株式会社の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間

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

22年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書

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

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

とにある。 

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

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

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

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

われた。 

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

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、大成建設株式会社及び連結子会社の平成22

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

ュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。 
  

追記情報 

「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」２に記載されているとおり、四半

期連結財務諸表提出会社及び連結子会社は、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号

平成20年３月31日）を適用している。 
  
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

独立監査人の四半期レビュー報告書

有限責任 あずさ監査法人 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士  二 ノ 宮  隆  雄  印 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士  星  長  徹  也  印 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士  草  野  和  彦  印 

（注）１ 上記は、当社（四半期報告書提出会社）が、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化した

   ものであり、その原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。 

   ２ 四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。 

 



【表紙】 

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成22年８月６日 

【会社名】 大成建設株式会社 

【英訳名】 TAISEI CORPORATION 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  山 内 隆 司 

【最高財務責任者の役職氏名】         － 

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿一丁目25番１号 

【縦覧に供する場所】 大成建設株式会社 関西支店 

 (大阪市中央区南船場一丁目14番10号) 

 大成建設株式会社 名古屋支店 

 (名古屋市中村区名駅一丁目１番４号 

(ＪＲセントラルタワーズ内)) 

 大成建設株式会社 横浜支店 

 (横浜市西区みなとみらい三丁目６番３号 

(ＭＭパークビル内)) 

 大成建設株式会社 千葉支店 

 (千葉市中央区新町1000番地(センシティタワー内)) 

 大成建設株式会社 関東支店 

 (さいたま市大宮区桜木町一丁目10番地16 

(シーノ大宮ノースウィング内)) 

 株式会社東京証券取引所 

 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 

 株式会社大阪証券取引所 

 (大阪市中央区北浜一丁目８番16号) 

 株式会社名古屋証券取引所 

 (名古屋市中区栄三丁目８番20号) 



当社代表取締役社長 山内隆司は、当社の第151期第１四半期(自 平成22年４月１日 至 平成22年６

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

た。 

  

特記すべき事項はありません。 

  

１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】
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