






























































































































































































２【財務諸表等】 
(1)【財務諸表】 
①【貸借対照表】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 ※1  102,978 ※1  135,012

受取手形 5,393 ※5  6,283

完成工事未収入金 371,268 ※5  324,827

販売用不動産 ※1  62,535 ※1  63,303

未成工事支出金 178,233 ※3  102,116

開発事業等支出金 30,127 29,115

材料貯蔵品 324 323

前払費用 1,257 1,472

繰延税金資産 41,385 35,738

未収入金 54,392 ※5  35,190

その他 7,644 ※5  10,518

貸倒引当金 △242 △180

流動資産合計 855,299 743,721

─ 96 ─



(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※2  64,520 ※2  63,977

減価償却累計額 △36,219 △37,281

建物（純額） 28,301 26,695

構築物 2,991 2,991

減価償却累計額 △2,420 △2,467

構築物（純額） 571 523

機械及び装置 13,483 12,899

減価償却累計額 △10,600 △10,783

機械及び装置（純額） 2,883 2,115

船舶 1,802 1,678

減価償却累計額 △913 △958

船舶（純額） 888 719

車両運搬具 1,287 1,091

減価償却累計額 △898 △729

車両運搬具（純額） 389 362

工具器具・備品 8,368 8,323

減価償却累計額 △7,144 △7,436

工具器具・備品（純額） 1,223 887

土地 68,301 69,170

建設仮勘定 484 150

有形固定資産計 103,043 100,626

無形固定資産   

借地権 4,531 2,242

その他 2,315 2,059

無形固定資産計 6,847 4,301

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  207,940 ※1  192,760

関係会社株式 ※1  58,330 ※1  60,148

関係会社社債 － 100

その他の関係会社有価証券 898 6,831

出資金 153 156

長期貸付金 330 330

役員及び従業員に対する長期貸付金 308 270

関係会社長期貸付金 ※1  41,683 ※1  42,578

破産更生債権等 5,370 7,714

長期前払費用 493 451

繰延税金資産 48,475 34,343

長期保証金 15,243 ※5  11,041

長期営業外未収入金 16,411 ※5  54,113

その他 ※1  17,575 ※1  16,360

貸倒引当金 △28,333 △44,382

投資その他の資産計 384,881 382,817

固定資産合計 494,772 487,745

資産合計 1,350,072 1,231,467
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 ※6  22,513 ※6  20,564

工事未払金 ※6  390,435 ※6  289,011

短期借入金 ※7  197,471 175,795

コマーシャル・ペーパー 30,946 29,990

1年内償還予定の社債 30,000 2,200

リース債務 75 98

未払金 6,364 15,346

未払費用 12,024 9,561

未払法人税等 358 3,187

未成工事受入金 106,849 92,410

預り金 ※6  107,084 ※6  124,841

前受収益 0 0

完成工事補償引当金 1,552 1,643

工事損失引当金 13,546 ※3  11,067

その他 3,094 543

流動負債合計 922,315 776,262

固定負債   

社債 30,000 37,800

新株予約権付社債 － 20,000

長期借入金 136,606 123,211

リース債務 259 214

退職給付引当金 9,628 11,630

関係会社事業損失引当金 2,583 1,932

環境対策引当金 393 412

その他 ※1  10,913 ※1  5,279

固定負債合計 190,384 200,481

負債合計 1,112,699 976,743

純資産の部   

株主資本   

資本金 112,448 112,448

資本剰余金   

資本準備金 41,781 46,248

その他資本剰余金 37,653 37,650

資本剰余金合計 79,435 83,898

利益剰余金   

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 2,948 2,822

別途積立金 57,500 29,500

繰越利益剰余金 △19,650 10,984

利益剰余金合計 40,798 43,307

自己株式 △159 △175

株主資本合計 232,522 239,479

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,251 15,300

繰延ヘッジ損益 △401 △56

評価・換算差額等合計 4,849 15,244

純資産合計 237,372 254,723

負債純資産合計 1,350,072 1,231,467
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平成21年６月26日

大成建設株式会社 

代表取締役社長 山 内 隆 司 殿 

 

  
 

  
 

  
 

  

＜財務諸表監査＞ 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている大成建設株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の連結財

務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロ

ー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この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連結財務諸表に対する意見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監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めて

いる。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ

て行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人

は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、大成建設株式会社及び連結子会社の平成21年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する

連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているも

のと認める。 

    

追記情報 

「重要な後発事象」に記載されているとおり、連結財務諸表提出会社は、（１）第三者割当による取得

条項付無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）を平成21年４月30日に発行し、また、（２）株

式交換により大成ロテック株式会社を完全子会社とする株式交換契約書を平成21年４月24日に締結した。

     

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

あずさ監査法人 

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士       中  里  猛  志  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士       二 ノ 宮  隆  雄  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士       佐  野      裕  ㊞ 
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＜内部統制監査＞ 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、大成建設株式会

社の平成21年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運

用並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制

報告書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を

完全には防止又は発見することができない可能性がある。  

 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財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠

して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要

な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として

行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含

め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。  

 当監査法人は、大成建設株式会社が平成21年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示

した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価

の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示してい

るものと認める。  

  

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
   

 

(注)１ 上記は、当社(有価証券報告書提出会社)が、監査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(有価証券報告書提出会社)が、連結財務諸表及び内部統制報告書に添付する形で別途保管し

ております。 

  ２ 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。 
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平成22年６月29日

大成建設株式会社 

代表取締役社長 山 内 隆 司 殿 

 

  
 

  
 

  
 

  

＜財務諸表監査＞ 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「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連結財

務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロ

ー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この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連結財務諸表に対する意見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監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めて

いる。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ

て行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人

は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、大成建設株式会社及び連結子会社の平成22年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する

連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているも

のと認める。 
     

追記情報 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４（４）及び「会計方針の変更」に記載されてい

るとおり、連結財務諸表提出会社及び連結子会社は当連結会計年度より「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「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日改正）等を適用している。 

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

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  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士       星  長  徹  也  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士       草  野  和  彦  ㊞ 
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＜内部統制監査＞ 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、大成建設株式会

社の平成22年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運

用並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制

報告書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を

完全には防止又は発見することができない可能性がある。  

 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財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠

して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要

な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として

行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含

め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。  

 当監査法人は、大成建設株式会社が平成22年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示

した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価

の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示してい

るものと認める。 

  

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
   

 

(注)１ 上記は、当社(有価証券報告書提出会社)が、監査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(有価証券報告書提出会社)が、連結財務諸表及び内部統制報告書に添付する形で別途保管し

ております。 

  ２ 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。 
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平成21年６月26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項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている大成建設株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第149期事業年度の財

務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行っ

た。この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財務諸表に対する意見を

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監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、大成建設株式会社の平成21年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を

すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

    

追記情報 

「重要な後発事象」に記載されているとおり、会社は、（１）第三者割当による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）を平成21年４月30日に発行し、また、（２）株式交換により大成

ロテック株式会社を完全子会社とする株式交換契約書を平成21年４月24日に締結した。 

  
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
  

独立監査人の監査報告書
 

あずさ監査法人 

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士       中  里  猛  志  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士       二 ノ 宮  隆  雄  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士       佐  野      裕  ㊞ 

(注)１ 上記は、当社(有価証券報告書提出会社)が、監査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(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 

  ２ 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。 
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平成22年６月29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項の規定に基づく監査証明を行うため、「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日までの第150期事業年度の財

務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行っ

た。この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財務諸表に対する意見を

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監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、大成建設株式会社の平成22年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を

すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

    

追記情報 

「重要な会計方針」７に記載されているとおり、会社は当事業年度より「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）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
  

独立監査人の監査報告書
 

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  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士       星  長  徹  也  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士       草  野  和  彦  ㊞ 

(注)１ 上記は、当社(有価証券報告書提出会社)が、監査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(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 

  ２ 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。 
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【表紙】 

【提出書類】 内部統制報告書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の４第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成22年６月30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、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社（以下「当社グループ」）

の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、「財務報告に係る内部統制の評価及び

監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について（意見書）」

（企業会計審議会 平成19年２月15日）に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係

る内部統制を整備及び運用している。 

  なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その

目的を合理的な範囲で達成しようとするものである。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告

の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。 

  

当社代表取締役社長山内隆司は、当事業年度の末日である平成22年３月31日を基準日とし、一般に公正

妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、当社グループの財務報告に係る内部

統制の評価を実施した。 

  本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制（全社的な内部統制）

の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定している。当該業務プロ

セスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼ

す統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統

制の有効性に関する評価を行った。 

  財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重

要性の観点から必要な範囲を決定した。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響

の重要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社７社を対象として行った全社的な内部統制の評価

結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定した。なお、連結子会社27社及び

持分法適用関連会社９社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内

部統制の評価範囲に含めていない。 

  業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の当連結会計年度の予想売上高（連結

会社間取引消去後）の金額が高い拠点から合算して、予想連結売上高の概ね2/3に達している２事業拠点

を重要な事業拠点として選定し、それらの事業拠点における、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目

「売上高」「完成工事未収入金等」「未成工事支出金」に至る業務プロセスを評価の対象とした。さら

に、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記

載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を

行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセス

として評価対象に追加している。 

  

上記の評価の結果、当社代表取締役社長山内隆司は、平成22年３月31日時点における当社グループの財

務報告に係る内部統制は有効であると判断した。 

  

該当事項なし。 

  

該当事項なし。 

  

１ 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

２ 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

３ 【評価結果に関する事項】

４ 【付記事項】

５ 【特記事項】



【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２第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成22年６月30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150期(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)の有

価証券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 【有価証券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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