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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
決算取締役会開催日　　平成 18年 ５月 12日 中間配当制度の有無　　有

配当支払開始予定日　　平成 －年－月 －日 定時株主総会開催日　　平成 18年 ６月 27日

単元株制度採用の有無　　有（１単元　100株）

１. 18年  ３月期の業績(平成 17年 ４月 １日 ～ 平成 18年 ３月 31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 ％

18年  ３月期 290,325 △ 1.3 8,276 △ 17.4 7,619 △ 15.7

17年  ３月期 294,256 64.4 10,026 25.2 9,037 41.1

  当 期 純 利 益
１ 株 当 た り
当期純利益

潜 在 株 式 調 整 後
１ 株 当 た り 当 期

純　利　益

株 主 資 本
当期純利益率

総 資 本
経常利益率

売 上 高
経常利益率

百万円 ％ 円　　銭 円　　銭 ％ ％ ％

18年  ３月期 5,653 △ 0.3           　    5     64 ― 16.9 4.0 2.6

17年  ３月期 5,668 ―         　    5     66 ― 20.8 4.5 3.1

(注)①期中平均株式数      　　　　　　　18年  ３月期 976,753,370 株 17年  ３月期 976,766,773 株

普通株式 937,253,370 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、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

     ④17年３月期の対前期増減率の比較数値である16年３月期実積は、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ている

　　　　ため、６ヶ月間の計数であります。

(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株当たり年間配当金 配当金総額 配当性向 株主資本

中間 期末 (年間) 配当率
円　銭 円　銭 円　銭 百万円 ％ ％

18年  ３月期         　　    0   00    　　        0   00   　　         0   00 ― 0.0 0.0

17年  ３月期         　　    0   00    　　        0   00   　　         0   00 ― 0.0 0.0

(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

18年  ３月期 187,879 36,673 19.5 17 86

17年  ３月期 196,600 30,132 15.3 10 69

(注)①期末発行済株式数    　 18年  ３月期 976,748,318 株 17年  ３月期 976,757,477 株

普通株式 937,248,318 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

　　②期末自己株式数    　 18年  ３月期 61,682 株 17年  ３月期 52,523 株

普通株式 61,682 株 普通株式 52,523 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. 19年  ３月期の業績予想（ 平成 18年 ４月 １日  ～  平成 19年 ３月 31日 ）
売上高 経常利益 当期純利益

中間 期末
百万円 百万円 百万円 円　銭 円　銭 円　銭

中間期 117,000 1,900 1,000    　　        7   50 ― ―

通　　期 283,000 8,700 5,000 ―    　　        7   50   　　        15   00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   53 円 35 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６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（普通株式）および１株当たり予想当期純利益（通期）は株式併合（普通株式10株を１株に併合）後

　　　の普通株式に対する予想値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は、中間配当金については所要の計算に基づき算出した額を配当いたしますが、期末

　　　配当金については本日発表の資本政策により優先株式を全株消却するため配当はありません。

１株当たり年間配当金（普通株式）
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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

優先株式 株 株

Ａ種優先株式 株 株

Ｂ種優先株式 株 株

「期末発行済株式数」 （自己株式数控除後）

普通株式 株 株

優先株式 株 株

Ａ種優先株式 株 株

Ｂ種優先株式 株 株

「１株当たり年間配当金」及び「配当金総額（年間）」

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 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

「１．18年３月期の業績」指標算式

○１株当たり当期純利益

○潜在株式調整後１株当たり当期純利益

※上記各算式の普通株主に帰属しない金額は、優先配当金（年間）であります。

○１株当たり株主資本

※上記算式の普通株主に帰属しない金額は、優先配当金（期末）であります。

「２．19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）

予想当期純利益－普通株主に帰属しない予想金額

当期末発行済普通株式数（普通株式10株を１株に併合後）

※普通株主に帰属しない予想金額は優先配当金（中間・期末）であります。

　 ①中間配当金については所要の計算に基づき算出した額を配当いたしますが、額は未定であります。

　 ②期末配当金については本日発表の資本政策により、優先株式を全株消却するため配当はありません。

　 従いまして、優先配当金（中間・期末）は１株当たり予想当期純利益（通期）の算定にあたっては考慮して

　 おりません。

配当金総額

18年３月期

27,000,000

39,500,000

27,000,000

12,500,000

12,500,000

18年３月期

937,248,318

39,500,000

18年３月期

937,253,370

39,500,000

27,000,000

937,257,477

27,000,000

12,500,000

12,500,000

17年３月期

937,266,773

39,500,000

17年３月期

配当金総額

17年３月期

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

期末発行済普通株式数

当期純利益－普通株主に帰属しない金額＋当期純利益調整額

期中平均普通株式数＋潜在株式数

当期純利益－普通株主に帰属しない金額

期中平均普通株式数
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 個別財務諸表等 

  財務諸表 

① 貸借対照表 
 

  
前事業年度 

(平成17年３月31日) 
当事業年度 

(平成18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) 

(資産の部)          

Ⅰ 流動資産          

現金預金   5,666   15,218   9,552 

受取手形 ※１  10,675   8,327   △2,347 

完成工事未収入金 ※２  86,005   91,006   5,000 

不動産事業等 
未収入金 

  2,406   113   △2,292 

未成工事支出金   12,214   13,478   1,264 

不動産事業支出金   191   265   73 

販売用不動産 ※３  2,774   1,602   △1,172 

材料貯蔵品   21   46   24 

短期貸付金   10,337   45   △10,292 

前払費用   322   320   △2 

繰延税金資産   958   1,052   93 

未収入金   900   1,080   179 

立替金   1,953   2,235   282 

仮払金   2,145   3,027   881 

その他流動資産   1,439   404   △1,035 

貸倒引当金   △261   △362   △101 

流動資産合計   137,752 70.1  137,861 73.4  109 

Ⅱ 固定資産          

１ 有形固定資産          

建物 ※４ 3,283   3,351   67  

減価償却累計額  △382 2,901  △574 2,776  △192 △125 

構築物 ※５ 119   109   △10  

減価償却累計額  △62 57  △76 33  △13 △23 

機械装置  207   218   11  

減価償却累計額  △125 81  △161 57  △35 △24 

車両運搬具  1   19   18  

減価償却累計額  △1 0  △1 18  △0 17 

工具器具・備品  316   373   56  

減価償却累計額  △162 154  △226 147  △64 △7 

土地 ※６  19,959   9,235   △10,724 

有形固定資産計   23,155   12,267   △10,887 
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前事業年度 
(平成17年３月31日) 

当事業年度 
(平成18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) 

２ 無形固定資産          

借地権 ※７  447   447   － 

その他無形固定資産   103   103   － 

無形固定資産計   550   550   － 

３ 投資その他の資産          

投資有価証券 ※８  9,850   12,602   2,751 

関係会社株式 ※９  2,615   6,472   3,857 

長期貸付金   105   －   △105 

従業員に対する 
長期貸付金 

  85   85   － 

関係会社長期貸付金   857   938   80 

破産債権、 
更生債権等 

※10  398   290   △107 

長期前払費用   131   1   △129 

繰延税金資産   17,813   13,943   △3,869 

長期保証金   3,448   3,160   △288 

その他投資等   151   126   △24 

貸倒引当金 ※10  △316   △422   △105 

投資その他の 
資産計 

  35,141   37,200   2,058 

固定資産合計   58,847 29.9  50,018 26.6  △8,829 

資産合計   196,600 100  187,879 100  △8,720 

          

(負債の部)          

Ⅰ 流動負債          

支払手形 ※11  42,462   44,887   2,425 

工事未払金 ※12  54,645   56,041   1,395 

不動産事業等未払金   94   80   △14 

短期借入金   6,000   9,468   3,468 

未払金   516   540   23 

未払費用   205   234   28 

未払法人税等   459   338   △120 

未成工事受入金 ※13  14,818   19,417   4,598 

不動産事業受入金   1,367   －   △1,367 

預り金   10,643   8,265   △2,378 

前受収益   6   42   36 

完成工事補償引当金   503   786   283 

工事損失引当金   48   20   △27 

賞与引当金   1,243   1,272   28 

その他流動負債   －   17   17 

流動負債合計   133,016 67.7  141,412 75.3  8,396 
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前事業年度 
(平成17年３月31日) 

当事業年度 
(平成18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) 

Ⅱ 固定負債          

長期借入金   22,340   －   △22,340 

退職給付引当金   10,757   9,540   △1,216 

長期預り保証金   302   253   △49 

その他固定負債   50   －   △50 

固定負債合計   33,450 17.0  9,794 5.2  △23,656 

負債合計   166,467 84.7  151,206 80.5  △15,260 

          

(資本の部)          

Ⅰ 資本金 ※14  28,401 14.4  28,401 15.1  － 

Ⅱ 利益剰余金          

利益準備金   －   55   55 

当期未処分利益   1,246   6,298   5,052 

利益剰余金合計   1,246 0.6  6,353 3.4  5,107 

Ⅲ その他有価証券評価 
  差額金 

※15  519 0.3  1,954 1.0  1,434 

Ⅳ 自己株式 ※16  △34 △0.0  △36 △0.0  △2 

資本合計   30,132 15.3  36,673 19.5  6,540 

負債資本合計   196,600 100  187,879 100  △8,720 
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② 損益計算書 
 

  
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

比較増減 

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) 

Ⅰ 売上高          

完成工事高  287,300   286,983   △316  

不動産事業等売上高  6,956 294,256 100 3,341 290,325 100 △3,615 △3,931 

Ⅱ 売上原価          

完成工事原価  263,630   265,717   2,087  

不動産事業等 
売上原価 

 6,348 269,978 91.7 2,199 267,917 92.3 △4,148 △2,061 

売上総利益          

完成工事総利益  23,669   21,266   △2,403  

不動産事業等 
総利益 

 608 24,278 8.3 1,142 22,408 7.7 533 △1,870 

Ⅲ 販売費及び一般管理費          

役員報酬  175   188   13  

従業員給料手当  4,926   4,965   38  

賞与引当金繰入額  420   428   7  

退職金  17   23   5  

退職給付費用  295   284   △11  

法定福利費  763   762   △0  

福利厚生費  178   229   51  

修繕維持費  115   106   △8  

事務用品費  661   649   △12  

通信交通費  856   828   △27  

動力用水光熱費  49   54   4  

調査研究費  484   423   △61  

広告宣伝費  129   113   △16  

貸倒引当金繰入額  448   561   112  

交際費  198   204   6  

寄付金  46   47   0  

地代家賃  1,215   1,152   △62  

減価償却費  119   99   △19  

租税公課  447   357   △90  

保険料  25   25   0  

雑費  2,675 14,252 4.9 2,624 14,131 4.9 △50 △120 

営業利益   10,026 3.4  8,276 2.9  △1,749 
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前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

比較増減 

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) 

Ⅳ 営業外収益          

受取利息 ※１ 11   53   41  

受取配当金 ※２ 150   127   △22  

為替差益  －   107   107  

ロイヤリティ収入  26   －   △26  

雑収入 ※３ 37 225 0.1 92 380 0.1 54 155 

Ⅴ 営業外費用          

支払利息  917   727   △189  

雑支出  296 1,214 0.4 310 1,038 0.4 13 △175 

経常利益   9,037 3.1  7,619 2.6  △1,418 

Ⅵ 特別利益          

固定資産売却益  194   1,800   1,606  

償却済債権等取立益  26 220 0.0 － 1,800 0.6 △26 1,580 

Ⅶ 特別損失          

固定資産除却損  10   9   △1  

投資有価証券売却損  53   －   △53  

関係会社事業損失 ※４ －   504   504  

貸倒引当金繰入額  －   208   208  

その他特別損失  － 64 0.0 6 729 0.3 6 665 

税引前当期純利益   9,193 3.1  8,690 3.0  △503 

法人税、住民税 
及び事業税 

 300   244   △55  

法人税等調整額  3,224 3,524 1.2 2,792 3,037 1.0 △432 △487 

当期純利益   5,668 1.9  5,653 1.9  △15 

前期繰越利益   －   845   845 

前期繰越損失   4,422   －   △4,422 

中間配当額   －   181   181 

利益準備金積立額   －   18   18 

当期未処分利益   1,246   6,298   5,052 
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③ 利益処分計算書（案） 

 

  
前事業年度 

平成17年６月24日 
株主総会決議 

当事業年度 
平成18年６月27日 
株主総会議案 

比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 当期未処分利益   1,246  6,298  5,052 

        

Ⅱ 利益処分額        

   利益準備金  37  18  △18  

Ａ種優先株式配当金 
   （１株につき） 

 
216 

(８円02銭） 
 

108 
(４円01銭） 

 △108  

Ｂ種優先株式配当金 
 （１株につき） 

 
147 

(11円77銭） 
400 

73 
(５円89銭） 

200 △73 △200 

        

Ⅲ 次期繰越利益   845  6,098  5,253 

        

（注）当事業年度は、平成17年12月12日にＡ種優先中間配当108百万円（１株につき４円01銭）、Ｂ種優先中間配当

73百万円（１株につき５円88銭）を実施した。 
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重要な会計方針 

 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 有価証券の評価基準及び

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 

 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) 

②その他有価証券 

 時価のあるもの 

同左 

  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 

２ デリバティブ等の評価基

準及び評価方法 

デリバティブ 

 時価法 

デリバティブ 

同左 

３ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

①未成工事支出金 

 個別法による原価法 

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 

 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 

 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 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 

 

 

 

 

 
 

５ 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、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。 

同左 
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前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

６ 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 

 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 

完成工事のかし担保等の費用に充て

るため、過年度の実績率を基礎に将

来の支出見込を勘案して計上してい

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。 

 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。 

工事損失引当金 

同左 

 賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与に充て

るため、支給見込額基準により計上

している。 

賞与引当金 

同左 

 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。 

退職給付引当金 

同左 
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前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

７ 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。 

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178,354 

百万円である。 

８ 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 

９ 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 

 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 

 

 ③ヘッジ方針 

内規の「リスク管理方針」に基づ

き、金利変動リスクをヘッジしてい

る。 

③ヘッジ方針 

同左 

 

 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 

10 その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

 消費税等に相当する額の会計処理

は、税抜方式によっている。 

消費税等の会計処理 

同左 

 

表示方法の変更 

 （貸借対照表関係） 

前事業年度 
( 自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 ) 

当事業年度 
( 自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 ) 

前事業年度において、「その他流動資産」に含めてい

た「仮払金」は、資産総額の100分の１を超えたた

め、当事業年度より区分掲記することとした。 

なお、前事業年度の「その他流動資産」に含まれる当

該金額は、1,740百万円である。 

 

―――――――― 

 

 （損益計算書関係） 

前事業年度 
( 自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 ) 

当事業年度 
( 自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 ) 

 

―――――――― 

前事業年度において、区分掲記していた「ロイヤリテ

ィ収入」は、営業外収益総額の100分の10以下となっ

たため、当事業年度より「雑収入」に含めて表示する

こととした。 

なお、当事業年度の「雑収入」に含まれる当該金額

は、22百万円である。 
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注記事項 

 

(貸借対照表関係) 

 
前事業年度 

(平成17年３月31日) 
当事業年度 

(平成18年３月31日) 

１ 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。 

※３ 販売用不動産 1,038百万円

※４ 建物 2,705

※５ 構築物 48

※６ 土地 19,476

※７ 借地権 436

※８ 投資有価証券 7,100

※９ 関係会社株式 1,284

 計 32,090
 

１ 担保資産 

  下記の資産は、短期借入金9,468百万円(長期借入金

よりの振替分)の担保に供している。 

 

※３ 販売用不動産 1,032百万円

※４ 建物 2,528

※５ 構築物 33

※６ 土地 8,612

※７ 借地権 436

※８ 投資有価証券 9,434

※９ 関係会社株式 747

 計 22,824
 

  

２ 関係会社に係る注記 

  区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対するものは、次のとおりである。 

※１ 受取手形 3百万円

※２ 完成工事未収入金 4,581

※11 支払手形 1,367

※12 工事未払金 1,161

※13 未成工事受入金 3,540
 

２ 関係会社に係る注記 

  区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対するものは、次のとおりである。 

※２ 完成工事未収入金 5,167百万円

※11 支払手形 1,502

※12 工事未払金 890

※13 未成工事受入金 5,814

  
 

  

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。 
 

３ 偶発債務(保証債務) 

                                         474百万円 

（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。 

４ 貸出コミットメントに係る貸出未実行残高 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

５ ※14 会社が発行する株式の総数 

  普通株式 2,000,000,000株

  Ａ種優先株式 30,000,000株

  Ｂ種優先株式 30,000,000株

 発行済株式の総数 

  普通株式 937,310,000株

  Ａ種優先株式 27,000,000株

  Ｂ種優先株式 12,500,000株

  「株式の消却が行われた場合または優先株式につき

普通株式への転換が行われた場合には、これに相

当する株式数を減ずる」旨を定款に定めている。 

 

５ ※14 会社が発行する株式の総数 

同左 

６ ※16 自己株式 

当社が保有する自己株式の数は、普通株式

52,523株である。 

６ ※16 自己株式 

当社が保有する自己株式の数は、普通株式

61,682株である。 
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前事業年度 

(平成17年３月31日) 
当事業年度 

(平成18年３月31日) 

７ ※10 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。 

７ ※10 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1,112百万円)を債権から

直接減額することとしている。 

 

 

―――――――― 

 

 

８    平成16年６月24日開催の定時株主総会におい

て下記の準備金による欠損てん補を行った。 

      資本準備金        35,401百万円 

８ ※15 配当制限 

     商法施行規則第124条第３号に規定する資産

に時価を付したことにより増加した純資産額

は519百万円である。 

９ ※15 配当制限 

     商法施行規則第124条第３号に規定する資産

に時価を付したことにより増加した純資産額

は1,954百万円である。 

 

(損益計算書関係) 

 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 関係会社との取引にかかるものが次のとおり含まれ 

  ている。 

  ※１ 受取利息              4百万円 

  ※２ 受取配当金             11 

  ※３ 雑収入               8 

 

２ 研究開発費の総額 

  完成工事原価及び一般管理費に含まれる研究開発費

の総額は、789百万円である。 

 

 

―――――――― 

 

 

 

１ 研究開発費の総額 

  完成工事原価及び一般管理費に含まれる研究開発費

の総額は、710百万円である。 

 

２ ※４ 関係会社事業損失の内訳は次のとおりであ 

          る。 

貸倒引当金繰入額 315百万円 

関係会社株式評価損 188  

計 504  
 

 

(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。 
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(有価証券関係) 

 
有価証券 

前事業年度(平成17年３月31日現在) 

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。 

 

当事業年度(平成18年３月31日現在) 

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 2,294 4,478 2,184 

     (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。 

 

 (税効果会計関係) 
 

 
当事業年度 

(平成18年３月31日) 
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 
   

 

繰延税金資産  

営業権償却限度超過額 11,070 百万円

繰越欠損金 4,112 

 貸倒引当金損金算入限度超過額 636 

 賞与引当金 517 

 完成工事補償引当金 320 

 その他 461 

繰延税金資産小計 17,118 

評価性引当額 △781 

繰延税金資産合計 16,336 

  

繰延税金負債  

 その他有価証券評価差額金 △1,341 

繰延税金負債合計 △1,341 

  

繰延税金資産の純額 14,995 

    

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との  法定実効税率 40.7 % 
 差異の原因となった主な項目別の内訳  交際費等永久に損金に算入  
   されない項目 3.6  
  受取配当金等永久に益金に  
  算入されない項目 △0.1  
  住民税均等割等 2.8  
  評価性引当額見直しによる  
  影響 △12.1  
  その他 0.1  

 
 税効果会計適用後の法人税 
 等の負担率  35.0

 
 

  
 

(重要な後発事象) 

 

連結決算にかかるものと同じ内容になりますので添付資料の27～29ページをご参照下さい。 
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代表取締役等の異動（平成１８年６月２７日付予定） 

 

１．新任取締役候補（執行役員兼任含む） 

新 氏 名 現 

取締役(常務執行役員) 

鉄道本部長 
飯 塚 恒 生

(常務執行役員) 

鉄道本部長 

取締役(相談役執行役員) 

技師長 
南 部 泰 志 郎 (顧問) 

取締役(執行役員) 

技術本部副本部長兼技術研究所長

兼建築エンジニアリング部長 

杉 野  潔

(執行役員) 

技術本部技術研究所長 

兼建築エンジニアリング部長 

取締役(執行役員) 

営業本部副本部長 

兼土木統括営業部長 

臼 田 總 一 郎

(執行役員) 

営業本部副本部長 

兼土木統括営業部長 

取締役 中 原 徹 郎 (東京急行電鉄㈱専務取締役) 

取締役 奥 澤 靖 司 (世紀東急工業㈱取締役社長) 

 

２．退任予定取締役（執行役員兼任含む） 

新 氏 名 現 

(常務執行役員) 山 縣 敬 二 取締役(常務執行役員) 

(常務執行役員) 荻 原 達 朗 取締役(常務執行役員) 

(常務執行役員) 振 井 茂 宏 取締役(常務執行役員) 

 西 本 定 保 取締役 

 

専任執行役員の異動（平成１８年６月２７日付予定） 

 

１．新任執行役員候補 

新 氏 名 現 

執行役員 

東北支店長 
河 野 茂 典 東北支店長 

執行役員 

技術本部構造設計部長 
仁 科 雄 太 郎 技術本部構造設計部長 

執行役員 

営業本部副本部長 
本 橋 唯 弘 営業本部担当 

 

２．退任予定執行役員 

新 氏名 現 

営業本部担当 米 本 保 彦
常務執行役員 

営業本部副本部長 

営業本部担当 八 代 健 一 郎
執行役員 

営業本部担当 

以 上 


	４．②③
	②　連結損益計算書
	③　連結剰余金計算書




