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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２四半期 
連結累計期間

第151期
当第２四半期 
連結累計期間

第150期
前第２四半期 
連結会計期間

第151期 
当第２四半期 
連結会計期間

第150期

会計期間
自平成21年４月１日

至平成21年９月30日

自平成22年４月１日

至平成22年９月30日

自平成21年７月１日

至平成21年９月30日

自平成22年７月１日 

至平成22年９月30日

自平成21年４月１日

至平成22年３月31日

売上高 (百万円) 675,551 549,646 356,841 285,535 1,441,975 

経常利益 (百万円) 4,461 8,782 7,081 7,470 27,739 

四半期(当期)純利益 (百万円) 5,485 3,462 6,168 4,097 21,222 

純資産額 (百万円) ― ― 299,748 288,506 297,179 

総資産額 (百万円) ― ― 1,600,340 1,394,901 1,501,290 

１株当たり純資産額 (円) ― ― 253.72 252.11 262.15 

１株当たり 
四半期(当期)純利益 

(円) 5.15 3.06 5.80 3.60 19.74 

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益 

(円) 5.10 ― 5.60 3.51 19.24 

自己資本比率 (％) ― ― 16.9 20.6 19.0 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △83,055 △18,943 ― ― 16,002 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 11,924 △6,853 ― ― 40,871 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 8,898 △3,250 ― ― △46,302

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高 

(百万円) ― ― 82,952 124,197 155,929 

従業員数 (人) ― ― 14,962 14,519 14,461 
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当第２四半期連結会計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はない。ま

た、主要な関係会社に異動はない。 

  

  

  

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はない。 

  

  

  

(1) 連結会社の状況 

平成22年９月30日現在 

 
(注) 従業員数は就業人員数であり、〔 〕内は臨時従業員の当第２四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９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、8,411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) 14,519〔3,100〕

従業員数(人) 8,282 
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第２ 【事業の状況】 

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

  

(1) 受注実績 
  

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

 
  

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

 
  

(2) 売上実績 
  

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

 
  

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

 
(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) 318,081

開発事業 (百万円) 17,762

その他の事業 (百万円) 15,404

合計 351,248

報告セグメント等の名称  

土木事業 (百万円) 88,215

建築事業 (百万円) 262,031

開発事業 (百万円) 13,044

その他 (百万円) 13,939

合計 377,231

事業の種類別セグメントの名称  

建設事業 (百万円) 322,984

開発事業 (百万円) 18,452

その他の事業 (百万円) 15,404

合計 356,841

報告セグメント等の名称  

土木事業 (百万円) 76,562

建築事業 (百万円) 182,495

開発事業 (百万円) 12,979

その他 (百万円) 13,498

合計 285,535
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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２四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3.7％、当第２四半期累計期

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△2.1％、5.9％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、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２四半期累計期間の

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2四半期
累計期間 

自 
  
平
成
21
年 
４
月
１
日

至 
  
平
成
21
年 
９
月
30
日

建 
設 
事 
業

土木 505,275 45,321 550,596 171,655 378,941 12％ 43,817 174,946 

建築 1,114,223 364,871 1,479,094 365,377 1,113,716 5 56,888 373,846 

計 1,619,498 410,192 2,029,691 537,033 1,492,657 7 100,705 548,792 

開発事業等 8,072 12,114 20,187 8,792 11,394 ― ― ―

合計 1,627,570 422,307 2,049,878 545,826 1,504,051 ― ― ―

当第2四半期
累計期間 

自 
  
平
成
22
年 
４
月
１
日

至 
  
平
成
22
年 
９
月
30
日

報
告
セ
グ
メ
ン
ト 

土木事業 337,311 89,305 426,616 113,882 312,734 8％ 25,742 114,797 

建築事業 1,142,635 305,846 1,448,481 318,320 1,130,160 3 30,756 323,219 

計 1,479,946 395,151 1,875,098 432,203 1,442,894 4 56,499 438,016 

開発事業 152 2,755 2,908 2,624 283 ― ― ―

その他 ― 7,094 7,094 7,094 ― ― ― ―

合計 1,480,099 405,001 1,885,100 441,922 1,443,178 ― ― ―

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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６ 期中受注高のうち主なものは次のとおりである。 

     前第２四半期累計期間 

 
   

     当第２四半期累計期間 

 
  
７ 期中売上高のうち主なものは次のとおりである。 

     前第２四半期累計期間 

 
  

     当第２四半期累計期間 

 
    

   積水ハウス㈱ 
（仮称）御殿山プロジェクトＢ・Ｄブロック 

新築工事 

   日本赤十字社 福岡赤十字病院新築工事（建築主体工事） 

   ヒューリック㈱ 
（仮称）ヒューリック数寄屋橋ビル新築工事 

（その２） 

   国土交通省北陸地方整備局 大河津可動堰改築本体Ⅱ期工事 

   国土交通省関東地方整備局 国道１号原宿交差点立体その２工事 

   東日本高速道路㈱ 東京外環自動車道 田尻工事 

   東京エレクトロン宮城㈱ 東京エレクトロン宮城株式会社本社工場新築工事

   
京橋開発特定目的会社、第一生命保険㈱、片倉工業㈱、清水地所㈱、 

京橋三丁目特定目的会社、、ジェイアンドエス保険サービス㈱ 
（仮称）京橋３－１プロジェクト 新築工事 

   三井不動産レジデンシャル㈱ （仮称）目黒区下目黒二丁目計画 

   西日本旅客鉄道㈱ おおさか東線東海道こ線橋外新設他工事 

   住友商事㈱ マレーシア ジマ石炭火力発電所建設工事 

   汐留浜離宮特定目的会社 （仮称）汐留浜離宮計画新築工事 

   金町六丁目地区市街地再開発組合
金町六丁目地区第一種市街地再開発事業施設 

建築物等建設工事 

   中之島高速鉄道㈱ 中之島新線建設工事のうち土木工事（第３工区）

   千葉市 中央雨水ポンプ場建設工事 

   国土交通省関東地方整備局 東京国際空港Ｄ滑走路建設外工事 

   二子玉川東地区市街地再開発組合
二子玉川東地区第一種市街地再開発事業に係る 

施設建築物新築工事（Ⅲ街区） 

   赤坂四丁目薬研坂南地区市街地再開発組合
赤坂四丁目薬研坂南地区 

第一種市街地再開発事業施設建築物新築工事 

   森トラスト㈱ 仙台トラストタワー新築工事 

   アルダール社 アラブ首長国連邦 ヤス島南トンネル工事 
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８ 期末繰越高のうち主なものは次のとおりである。 

   前第２四半期会計期間末 

 
  

   当第２四半期会計期間末 

 
  

(2) 完成工事高 

 
(注)  前第２四半期会計期間及び当第２四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9月30日現在） 

 
  

   アルジェリア政府 公共事業省高速道路公団 アルジェリア 東西高速道路建設工事（東工区）

   新ドーハ国際空港運営委員会
カタール 新ドーハ国際空港旅客ターミナル 

複合施設新築工事 

   郵便局㈱ 丸の内２丁目計画（仮称）新築工事 

   トルコ政府 運輸通信省 
鉄道・港湾・空港建設局 

トルコ ボスポラス海峡横断鉄道建設工事 

   国土交通省関東地方整備局 東京国際空港Ｄ滑走路建設外工事 

   新ドーハ国際空港運営委員会
カタール 新ドーハ国際空港旅客ターミナル 

複合施設新築工事 

   アルジェリア政府 公共事業省高速道路公団 アルジェリア 東西高速道路建設工事（東工区）

   郵便局㈱ 丸の内２丁目計画（仮称）新築工事 

   トルコ政府 運輸通信省 
鉄道・港湾・空港建設局 

トルコ ボスポラス海峡横断鉄道建設工事 

   ㈲東京プライムステージ 
（仮称）大手町１－６計画のうち、敷地内 

本体工事 

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２四半期会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日)

土木工事 28,453 27,265 28,710 34.0 84,429 

建築工事 13,066 172,554 9,444 4.8 195,065 

計 41,519 199,820 38,154 13.7 279,494 

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

土木工事 22,547 16,570 14,996 27.7 54,115 

建築工事 13,979 140,776 12,006 7.2 166,762 

計 36,527 157,347 27,003 12.2 220,877 

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 136,667 100,613 75,453 24.1 312,734 

建築工事 175,018 804,517 150,624 13.3 1,130,160 

計 311,686 905,130 226,077 15.7 1,442,894 
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当第２四半期連結会計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変

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

  

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はない。 

  

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものであ

る。 

  
(1)業績の状況 

世界経済は、中国・インド等の新興国経済は順調に推移しているものの、先進国経済は景気下支えの

ための財政支出の効果が限定的で自律的な回復に至っていないことから、全体として景気回復のテンポ

は緩やかであり、踊り場を迎えるリスクもある。 

日本経済は、デフレ状態から脱却できないばかりか、円高の進行が輸出拡大による景気回復シナリオ

を無力化していることから、景気減速リスクが強まっている。 

国内土木市場については、公共事業関係費の大幅な減少が続くなか、地方自治体の発注が地元企業へ

の配慮を強めるなど大手にとっては更に縮小している。国内建築市場についても、日本経済の景気回復

に伴う需要回復期待があったが、現在は減速懸念が再燃しただけではなく国内企業の海外投資比率が高

まる傾向にあり、国内投資の縮小は避けられない状況にある。 

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結果、当第２四半期連結会計期間の経営成績は次の通りとなった。 

受注高については、主として当社の土木事業の増加により前年同期比7.4％増の3,772億円となったも

のの、売上高については、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20.0％減の

2,855億円となった。 

また、利益については、売上総利益は前年同期比6.5％減の312億円、営業利益は前年同期比4.6％増

の122億円、経常利益は前年同期比5.5％増の74億円、四半期純利益は前年同期比33.6％減の40億円とな

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２四半期の経営成績は、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

間の内部取引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、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。 

２ 【事業等のリスク】

３ 【経営上の重要な契約等】

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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①土木事業 

受注高は943億円、売上高は820億円、営業利益は４億円となった。 

②建築事業 

受注高は2,764億円、売上高は1,922億円、営業利益は103億円となった。 

③開発事業 

受注高は133億円、売上高は132億円、営業損失は６億円となった。 

④その他 

受注高は166億円、売上高は162億円、営業利益は21億円となった。 

  
(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7.1％・1,063億円減

少し、1兆3,949億円となった。 

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8.1％・977億円減少し、1

兆1,063億円となった。 

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

2.9％・86億円減少し、2,885億円となった。 

  
(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20.0％減の2,855億円と

なった。 

②営業利益及び経常利益 

営業利益は、開発事業の業績悪化により売上総利益が減少したものの、販売費及び一般管理費の削

減が順調に進んだため、前年同期比4.6％増の122億円となった。 

経常利益についても、営業利益の好転により前年同期比5.5％増の74億円となった。 

③四半期純利益 

四半期純利益は、投資有価証券売却益の減少等に伴う特別損益の悪化により前年同期比33.6％減の

40億円となった。 

  
(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 

工事関係収支の好転などにより、当第２四半期連結会計期間の収支は226億円の収入超（前年同期

は176億円の支出超）となった。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資有価証券の取得などにより、当第２四半期連結会計期間の収支は42億円の支出超（前年同期は

68億円の収入超）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増加などにより、当第２四半期連結会計期間の収支は301億円の収入

超（前年同期は219億円の収入超）となった。 
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 以上により、当第２四半期連結会計期間末の「現金及び現金同等物」は1,241億円（第１四半期連結

会計期間末比469億円増）となり、また、資金調達に係る有利子負債の残高は5,305億円（同302億円

増）となった。 

   

(5)対処すべき課題 

当第２四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２四半期連結会計期間における研究開発費は19億円である。  

なお、当第２四半期連結会計期間において、研究開発活動の状況に重要な変更はない。 

     

(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２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はない。 

  

  

(2) 設備の新設、除却等の計画 

特記事項なし。 
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第４ 【提出会社の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 

        

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２四半期会計期間 
末現在発行数(株) 
(平成22年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成22年11月12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２四半期会計期間末現在 

(平成22年９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】 

    

 
  

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９月30日 ― 1,140,268,860 ― 112,448 ― 56,538 
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(6) 【大株主の状況】 

平成22年９月30日現在 

 
  

(注) 住友信託銀行株式会社から平成22年８月６日付で大量保有報告書（変更報告書）の提出があり、平成22年７

月30日現在で以下の株式を保有している旨の報告を受けているが、当社として当第２四半期会計期間末現在

における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況は株主名簿によっている。 

 
  

氏名又は名称 住所
所有株式数 
(千株)

発行済株式
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口) 

東京都中央区晴海一丁目８番11号 81,326 7.13 

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口) 

東京都港区浜松町二丁目11番３号 45,167 3.96 

大成建設社員持株会 東京都新宿区西新宿一丁目25番１号 32,788 2.88 

大成建設取引先持株会 東京都新宿区西新宿一丁目25番１号 26,301 2.31 

みずほ信託退職給付信託 
  みずほコーポレート銀行口 

東京都中央区晴海一丁目８番12号 23,180 2.03 

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目６番１号 17,604 1.54 

SSBT  OD05  OMNIBUS  ACCOUNT-
TREATY CLIENTS 
（常任代理人 香港上海銀行 
  東京支店カストディ業務部） 

338 PITT STREET SYDNEY NSW 2000AUSTRALIA 
（東京都中央区日本橋三丁目11番１号） 17,591 1.54 

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口９） 

東京都中央区晴海一丁目８番11号 17,298 1.52 

みずほ信託退職給付信託 
みずほ銀行口 

東京都中央区晴海一丁目８番12号 16,108 1.41 

明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内二丁目１番１号 14,238 1.25 

計 ― 291,603 25.57 

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 39,733 3.48 

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 25,630 2.25 

計 ― 65,363 5.73 
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(7) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成22年９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7,000株(議決

権７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618株含まれている。 

  

② 【自己株式等】 

平成22年９月30日現在 

 

      

【当該四半期累計期間における月別 高・ 低株価】 

  

 
(注) 高・ 低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。 

      

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、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      653,000 

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式1,131,027,000 1,131,027 ―

単元未満株式 普通株式    8,588,860 ― １単元（1,000株）未満の株式

発行済株式総数 1,140,268,860 ― ― 

総株主の議決権 ― 1,131,027 ― 

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 653,000 ─ 653,000 0.06 

計 ― 653,000 ─ 653,000 0.06 

２ 【株価の推移】

月別
平成22年 
４月

 
５月

 
６月

 
７月

 
８月

 
９月

高(円) 222 211 190 190 187 179 

低(円) 201 167 169 170 164 165 

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

結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づ

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

計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて

作成している。 

  

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期連結会計期間（平成21年７

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

30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、あずさ監査法人による四半期レビューを受け、当第２四

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

22年４月１日から平成22年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、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２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 125,085 156,680

受取手形・完成工事未収入金等 303,363 394,554

未成工事支出金 ※７  129,616 ※７  109,687

たな卸不動産 ※１  166,408 ※１  151,629

その他のたな卸資産 ※２  10,533 ※２  10,888

その他 88,061 90,130

貸倒引当金 △386 △676

流動資産合計 822,682 912,894

固定資産   

有形固定資産   

土地 155,266 156,197

その他（純額） ※３, ※４  79,632 ※３, ※４  82,336

有形固定資産合計 234,898 238,533

無形固定資産 7,595 7,430

投資その他の資産   

投資有価証券 204,748 216,099

その他 145,481 148,648

貸倒引当金 △20,505 △22,316

投資その他の資産合計 329,724 342,431

固定資産合計 572,218 588,395

資産合計 1,394,901 1,501,290
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 318,198 370,423

短期借入金 254,237 248,473

コマーシャル・ペーパー 7,999 29,990

1年内償還予定の社債 12,200 2,200

未成工事受入金 97,879 102,780

完成工事補償引当金 2,161 2,273

工事損失引当金 ※７  10,924 ※７  11,866

その他 ※５  84,687 ※５  126,018

流動負債合計 788,287 894,025

固定負債   

社債 41,700 37,800

新株予約権付社債 20,000 20,000

長期借入金 194,388 192,283

退職給付引当金 28,639 27,820

役員退職慰労引当金 585 548

関係会社事業損失引当金 1,011 880

環境対策引当金 319 451

その他 31,464 30,300

固定負債合計 318,107 310,085

負債合計 1,106,394 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 79,341 78,604

自己株式 △187 △175

株主資本合計 285,772 274,778

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 7,163 16,212

繰延ヘッジ損益 △175 △63

土地再評価差額金 △2,540 △2,540

為替換算調整勘定 △2,917 △2,634

評価・換算差額等合計 1,530 10,974

少数株主持分 1,203 11,425

純資産合計 288,506 297,179

負債純資産合計 1,394,901 1,501,290
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

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

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

売上高   

完成工事高 ※１  609,669 ※１  494,079

開発事業等売上高 65,881 55,566

売上高合計 675,551 549,646

売上原価   

完成工事原価 568,882 449,469

開発事業等売上原価 53,513 45,576

売上原価合計 622,395 495,045

売上総利益   

完成工事総利益 40,787 44,610

開発事業等総利益 12,368 9,990

売上総利益合計 53,155 54,601

販売費及び一般管理費 ※２  42,509 ※２  37,938

営業利益 10,645 16,662

営業外収益   

受取配当金 1,728 1,496

その他 692 877

営業外収益合計 2,421 2,374

営業外費用   

支払利息 4,638 4,319

為替差損 － 4,010

その他 3,967 1,924

営業外費用合計 8,605 10,254

経常利益 4,461 8,782

特別利益   

前期損益修正益 ※３  1,018 ※３  1,164

投資有価証券売却益 6,686 －

その他 1,268 212

特別利益合計 8,973 1,377

特別損失   

投資有価証券評価損 491 －

減損損失 － 2,786

訴訟和解金 348 －

その他 114 1,296

特別損失合計 954 4,082

税金等調整前四半期純利益 12,480 6,076

法人税等 ※４  6,463 ※４  2,659

少数株主損益調整前四半期純利益 － 3,417

少数株主利益又は少数株主損失（△） 530 △44

四半期純利益 5,485 3,462
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

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

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

売上高   

完成工事高 ※１  322,984 ※１  255,310

開発事業等売上高 33,857 30,224

売上高合計 356,841 285,535

売上原価   

完成工事原価 296,501 230,163

開発事業等売上原価 26,948 24,163

売上原価合計 323,449 254,327

売上総利益   

完成工事総利益 26,483 25,147

開発事業等総利益 6,906 6,060

売上総利益合計 33,392 31,208

販売費及び一般管理費 ※２  21,701 ※２  18,977

営業利益 11,690 12,230

営業外収益   

受取利息 188 189

受取配当金 141 117

その他 150 145

営業外収益合計 480 452

営業外費用   

支払利息 2,376 2,185

為替差損 1,136 2,008

その他 1,577 1,017

営業外費用合計 5,089 5,212

経常利益 7,081 7,470

特別利益   

前期損益修正益 － ※３  681

投資有価証券売却益 3,592 －

関係会社清算益 1,210 －

その他 929 15

特別利益合計 5,731 696

特別損失   

減損損失 － 2,786

訴訟和解金 340 －

その他 183 319

特別損失合計 523 3,106

税金等調整前四半期純利益 12,289 5,061

法人税等 ※４  5,745 ※４  981

少数株主損益調整前四半期純利益 － 4,079

少数株主利益又は少数株主損失（△） 375 △17

四半期純利益 6,168 4,097
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

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

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

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 12,480 6,076

減価償却費 4,448 4,223

減損損失 － 2,786

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,300 △2,100

工事損失引当金の増減額（△は減少） △2,209 △942

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,759 818

受取利息及び受取配当金 △2,017 △1,809

支払利息 4,638 4,319

為替差損益（△は益） 1,366 4,010

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 491 －

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △6,651 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,241 91,054

未成工事支出金の増減額（△は増加） △1,950 △19,922

たな卸不動産の増減額（△は増加） △995 △14,779

その他のたな卸資産の増減額（△は増加） △1,770 －

投資その他の資産・その他の増減額（△は増加） － 10,790

仕入債務の増減額（△は減少） △82,969 △52,086

未成工事受入金の増減額（△は減少） 14,052 △4,863

その他の流動負債の増減額（△は減少） △23,483 △42,215

その他 4,179 2,072

小計 △78,690 △12,565

利息及び配当金の受取額 2,005 1,737

利息の支払額 △4,639 △4,211

法人税等の支払額 △1,731 △3,903

営業活動によるキャッシュ・フロー △83,055 △18,943
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（単位：百万円）

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

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

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 △2,508 △3,881

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 16,404 96

有形及び無形固定資産の取得による支出 △2,790 △3,429

有形及び無形固定資産の売却による収入 283 400

その他 535 △39

投資活動によるキャッシュ・フロー 11,924 △6,853

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） △38,897 △6,268

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 32,033 △21,990

長期借入れによる収入 40,230 47,300

長期借入金の返済による支出 △41,688 △33,162

社債の発行による収入 9,974 14,935

社債の償還による支出 △10,000 △1,100

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 △235 △238

財務活動によるキャッシュ・フロー 8,898 △3,250

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,161 △2,684

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △64,393 △31,731

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  82,952 ※1  124,197
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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９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

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 

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 

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

27百万円、税金等調整前四半期純利益が693百万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９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

（四半期連結損益計算書） 

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２四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２四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1,366百万円で

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２四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３百万円であ

る。 

３ 投資有価証券評価損に係る表示方法の変更 

従来、区分掲記していた特別損失の「投資有価証券評価損」は、金額に重要性がなくなったため特別損失の

「その他」に含めて表示することに変更した。 

なお、当第２四半期連結累計期間の特別損失の「その他」に含めた投資有価証券評価損の金額は331百万円で

ある。 

４ 減損損失に係る表示方法の変更 

従来、特別損失の「その他」に含めて表示していた減損損失は、当第２四半期連結累計期間において特別損失

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２四半期連結累計期間の特別損失の「その他」に含まれている減損損失の金額は２百万円である。 

５ 少数株主損益調整前四半期純利益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２四半期連結累計期間では「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示している。 

  
（四半期連結キャッシュ・フロー計算書） 

１ 減損損失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「減損損失」は、区分掲記する

こととした。 

なお、前第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含まれている減損損失

は２百万円である。 

２ 有価証券及び投資有価証券評価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評価損益」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２四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

資有価証券評価損は331百万円である。 

３ 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２四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

資有価証券売却益は０百万円である。 
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(自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

４ その他のたな卸資産の増減額に係る表示方法の変更 

従来、区分掲記していた「その他のたな卸資産の増減額」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２四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」に含めたその他のたな卸

資産の減少額は354百万円である。 

５ 投資その他の資産・その他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「投資その他の資産・その他の

増減額」は、区分掲記することとした。 

なお、前第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含まれている投資その

他の資産・その他の増加額は98百万円である。 

  

 

(自 平成22年７月１日 
至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間

（四半期連結貸借対照表） 

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２四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２四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154,162百万円である。 

（四半期連結損益計算書） 

１ 前期損益修正益に係る表示方法の変更 

従来、特別利益の「その他」に含めて表示していた前期損益修正益は、当第２四半期連結会計期間において特

別利益の総額の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２四半期連結会計期間の特別利益の「その他」に含まれている前期損益修正益の金額は896百万円

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２四半期連結会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３百万円であ

る。 

  
３ 減損損失に係る表示方法の変更 

従来、特別損失の「その他」に含めて表示していた減損損失は、当第２四半期連結会計期間において特別損失

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２四半期連結会計期間の特別損失の「その他」に含まれている減損損失の金額は２百万円である。 

  
４ 少数株主損益調整前四半期純利益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２四半期連結会計期間では「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示している。 
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【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９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

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９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

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２四半期連結会計期間末 
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成22年３月31日)

※１ たな卸不動産の内訳 

 

販売用不動産 73,361百万円

開発事業支出金 93,047

 計 166,408

 

※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 8,933百万円

材料貯蔵品 1,600

 計 10,533

 

※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 

 
            141,695百万円

 

※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 27百万円

 

※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 

 
 5,779百万円

 

※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 偶発債務 

(1)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。 

 
  

  
  

  
  
  

(2)追加出資義務 

特定目的会社アゼリアヒルズの借入金返済義務

等に対して、3,000百万円の追加出資義務を負っ

ている。 

  

 大成富士山南陵開発㈱ 6,000 百万円

 ヨーロッパハウス（同） 4,660

 その他11件 2,273

  計 12,933
 

 

 ６ 偶発債務 

(1)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。 

(2)      ──────── 

 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6,482百万円である。 

  

※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９月30日) 

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

当第２四半期連結累計期間

   

 

※１ 工事進行基準による完成工事高  

 457,745百万円
 

   

※１ 工事進行基準による完成工事高  

377,778百万円

※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 14,756百万円

 

※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 14,593百万円

※３ 前期損益修正益の内訳 

 

 償却済債権取立額 936百万円

 貸倒引当金戻入 58

 その他 23

  計 1,018
 

※３ 前期損益修正益の内訳 

 

貸倒引当金戻入 579百万円

償却済債権取立額 119

その他 465

 計 1,164

 
※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７月１日 
至 平成21年９月30日) 

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

当第２四半期連結会計期間

   

 

※１ 工事進行基準による完成工事高  

 232,810百万円
   

※１ 工事進行基準による完成工事高  

187,932百万円

※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 7,335百万円

 貸倒引当金繰入額 250百万円
 

※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 7,165百万円

 

──────── ※３ 前期損益修正益の内訳 

 

貸倒引当金戻入 207百万円

償却済債権取立額 12

その他 461

 計 681

 
※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９月30日) 

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

当第２四半期連結累計期間

※１ 現金及び現金同等物の当第２四半期連結累計期間

末残高と当第２四半期連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係（平成21年９月30日現在） 

 

 現金預金勘定 84,213百万円

 預入期間が３ヶ月を超える 
 定期預金 

△1,261

 現金及び現金同等物 82,952

 

※１ 現金及び現金同等物の当第２四半期連結累計期間

末残高と当第２四半期連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係（平成22年９月30日現在） 

 

現金預金勘定 125,085百万円

預入期間が３ヶ月を超える 
 定期預金 

△888

現金及び現金同等物 124,197
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(株主資本等関係) 

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

年４月１日 至 平成22年９月30日） 

１ 発行済株式の種類及び総数 

 

    

２ 自己株式の種類及び株式数 

 

    

３ 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２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期

連結会計期間末後となるもの 

 

    

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２四半期連結累計

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２四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２四半期連結会計期間末株式数

（千株）

普通株式 653 

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

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11月11日 
取締役会 

普通株式 2,849 2.50 平成22年９月30日 平成22年12月６日 利益剰余金
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(セグメント情報等) 

【事業の種類別セグメント情報】 

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

 
  

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

 
 (注) １ 事業区分の方法 

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

       「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、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、前第２四半期連結累計期間の「建設事業」の売上高が

      11,991百万円、営業利益が1,030百万円それぞれ増加している。 

  

 
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 322,984 18,452 15,404 356,841 － 356,841 

(2) セグメント間の内部 
    売上高又は振替高 1,247 191 3,954 5,393 △5,393 － 

計 324,231 18,643 19,359 362,235 △5,393 356,841 

営業利益 9,463 1,062 1,204 11,730 △39 11,690 

 
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 609,669 35,342 30,539 675,551 － 675,551 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 7,513 403 7,063 14,981 △14,981 －

計 617,183 35,746 37,602 690,532 △14,981 675,551 

営業利益 7,552 1,123 2,015 10,691 △45 10,645 
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【所在地別セグメント情報】 

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

累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 全セグメントの売上高の合計に占める「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２四半期連結会計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日) 

 
 (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・・・・・・・台湾、ベトナム、シンガポール、タイ、マレーシア 

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

      北米・・・・・・・・米国 

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

  

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

 
 (注) １ 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、ベトナム、スリランカ、タイ 

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

      北米・・・・・・・・米国 

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

  

 アジア
中東・
アフリカ

北米 その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 8,314 28,926 5,074 1,653 43,969 

Ⅱ 連結売上高（百万円）  356,841 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 2.3 8.1 1.4 0.5 12.3 

 アジア
中東・
アフリカ

北米 その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 18,370 73,770 10,488 2,569 105,199 

Ⅱ 連結売上高（百万円）  675,551 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 2.7 10.9 1.6 0.4 15.6 
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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２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日) 

 
 (注) １ 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△75百万円には、セグメント間取引消去等△46百万円、のれん償却

      額△28百万円が含まれている。 

    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。 

  

   (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 154,138 346,923 23,929 524,991 24,655 549,646 ― 549,646 

セグメント間の内部売上高
又は振替高 10,507 19,145 602 30,255 5,224 35,480 △35,480 ―

計 164,645 366,069 24,531 555,246 29,879 585,126 △35,480 549,646 

セグメント利益又は損失（△） △749 16,166 △1,205 14,211 2,526 16,738 △75 16,662 
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当第２四半期連結会計期間(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日) 

 
 (注) １ 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△28百万円には、セグメント間取引消去等△14百万円、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。 

  

３  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

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

（固定資産に係る重要な減損損失） 

「開発事業」セグメントにおいて事業用資産の減損損失を1,075百万円、「その他」において事業

用資産の減損損失を1,892百万円、「調整額」として△180百万円をそれぞれ計上している。 

なお、当第２四半期連結会計期間における減損損失計上額は、2,786百万円である。 

  

(追加情報) 

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 76,562 182,495 12,979 272,037 13,498 285,535 ― 285,535 

セグメント間の内部売上高
又は振替高 5,523 9,765 309 15,598 2,721 18,319 △18,319 ―

計 82,086 192,261 13,288 287,635 16,219 303,854 △18,319 285,535 

セグメント利益又は損失（△） 454 10,348 △682 10,120 2,138 12,259 △28 12,230 
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(１株当たり情報) 

１  １株当たり純資産額 

  

 
  

２  １株当たり四半期純利益 

第２四半期連結累計期間 

 
  
(注) １株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりで 

ある。 

 
  

当第２四半期連結会計期間末 
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成22年３月31日)

 

 

１株当たり純資産額 252.11円

 
 

 
１株当たり純資産額 262.15円

(自  平成21年４月１日 
至  平成21年９月30日) 

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

当第２四半期連結累計期間

 

 
１株当たり四半期純利益 
  

5.15円
  

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 5.10円
 

 
１株当たり四半期純利益 

  
3.06円

  

 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、
希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載
していない。 
 

 (自  平成21年４月１日 
至  平成21年９月30日) 

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

当第２四半期連結累計期間

(1)１株当たり四半期純利益 

四半期純利益 （百万円） 5,485 3,462 

普通株主に帰属しない金額 （百万円） ― ―

普通株主に係る四半期純利益 （百万円） 5,485 3,462 

普通株式の期中平均株式数 （千株） 1,064,324 1,131,781 

(2)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 

四半期純利益調整額  （百万円） 189 ―

（うち支払利息（税額相当額控除後）） （百万円） 189 ―

普通株式増加数 （千株） 48,892 ―

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 

―――――――― ――――――――
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第２四半期連結会計期間 

 
  

(注) １株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりで 

ある。 

 
  
  

(重要な後発事象) 

 該当事項なし。 

(自  平成21年７月１日 
至  平成21年９月30日) 

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

当第２四半期連結会計期間

１株当たり四半期純利益 5.80円
   

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 5.60円
 

１株当たり四半期純利益 3.60円
   

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 3.51円

 (自  平成21年７月１日 
至  平成21年９月30日) 

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

当第２四半期連結会計期間

(1)１株当たり四半期純利益 

四半期純利益 （百万円） 6,168 4,097 

普通株主に帰属しない金額 （百万円） ― ―

普通株主に係る四半期純利益 （百万円） 6,168 4,097 

普通株式の期中平均株式数 （千株） 1,064,321 1,139,632 

(2)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 

四半期純利益調整額  （百万円） 113 107 

（うち支払利息（税額相当額控除後）） （百万円） 113 107 

普通株式増加数 （千株） 58,479 58,479 

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 

―――――――― ――――――――
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 中間配当に関する取締役会の決議は、次のとおりである。 

 
  

２ 【その他】

①決議年月日 平成22年11月11日

②中間配当金の総額 2,849,038,105円

③１株当たりの額 2.5円

④支払請求の効力発生日及び支払開始日 平成22年12月６日
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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11月12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２四半期連結会計期間

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

年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及

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

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

にある。 

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

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

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

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

われた。 

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

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

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

経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる

事項がすべての重要な点において認められなかった。 
  

追記情報 

１．「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」３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、「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。 

２．「重要な後発事象」に記載されているとおり、四半期連結財務諸表提出会社は、株式交換により有楽

土地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11月12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11月11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２四半期連結会計期間

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

年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及

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

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

にある。 

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

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

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

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

われた。 

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

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

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

経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる

事項がすべての重要な点において認められなかった。 
  

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11月12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２四半期(自 平成22年７月１日 至 平成22年９

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

た。 

  

特記すべき事項はありません。 

  

１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】
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