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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第18期

第２四半期
連結累計期間

第19期
第２四半期
連結累計期間

第18期

会計期間
自 2020年４月１日
至 2020年９月30日

自 2021年４月１日
至 2021年９月30日

自 2020年４月１日
至 2021年３月31日

売上高 (百万円) 95,423 111,614 231,483

経常利益又は経常損失（△） (百万円) 1,680 △7,151 4,891

親会社株主に帰属する四半期（当
期）純利益又は親会社株主に帰属
する四半期純損失（△）

(百万円) 759 △7,668 2,647

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 974 △8,048 4,913

純資産額 (百万円) 100,550 94,439 103,509

総資産額 (百万円) 215,236 211,820 226,568

１株当たり四半期（当期）純利益
又は１株当たり四半期純損失（△）

(円) 7.12 △73.27 24.95

潜在株式調整後
１株当たり四半期（当期）純利益

(円) － － －

自己資本比率 (％) 46.5 44.3 45.4

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △6,793 11,543 11,629

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △2,645 △1,202 △3,753

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 5,782 △6,208 △3,308

現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高

(百万円) 25,890 38,278 34,173
 

 

回次
第18期

第２四半期
連結会計期間

第19期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 2020年７月１日
至 2020年９月30日

自 2021年７月１日
至 2021年９月30日

１株当たり四半期純利益又は
１株当たり四半期純損失（△）

(円) 6.56 △70.71
 

(注)　１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記

載しておりません。

２　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第１四半期連結会計期間

の期首から適用しており、当第２四半期連結累計期間及び当第２四半期連結会計期間に係る主要な経営

指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社の異動は、以下のとおりであります。

（建設事業（建築））

第１四半期連結会計期間において、岩瀬プレキャスト株式会社を設立し、持分法の適用範囲に含めております。

当第２四半期連結会計期間において、2020年11月に設立しておりましたTC PACIFIC CONSTRUCTION, LLCに出資し

たため、連結の範囲に含めております。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生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」についての重要な変更はありません。

 

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において、当社グループ（当社及び連結子会社）が

判断したものであります。

 
(1) 財政状態及び経営成績の状況

①経営成績の分析

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響が見られるなか、企業収益

の持ち直しの動きのほか、雇用者数の底堅さが見られましたが、依然として景気は厳しい状況が続きました。

　建設業界におきましては、政府建設投資および民間の建設投資が前年から微増となる見込みであり、その中でも

新型コロナウイルス感染症の影響によりＥコマースの普及が一層進み、倉庫・流通施設については堅調に推移して

おりました。

　このような情勢下におきまして当社グループは、当期が初年度となる「長期経営計画“To zero, from zero.”」

に基づき、国内土木・建築・建築リニューアル事業を「コア事業」、国際・不動産・新規事業を「戦略事業」と位

置づけ、人材とデジタル技術を競争優位の源泉として３つの提供価値（「脱炭素」「廃棄物ゼロ」「防災・減

災」）を軸とした５つの重点戦略（「東急建設ブランドの訴求・確立」「コア事業の深化」「戦略事業の成長」

「人材・組織戦略」「財務・資本戦略」）に取り組んでまいりました。

当第２四半期連結累計期間の経営成績は、売上高は111,614百万円（前年同四半期比17.0％増）となりました。損

益面では、2021年７月26日に公表いたしました「施工中工事における基礎杭の先端不良について」に係る損失見込

み額を計上したこと、また、過年度に引渡した土木工事および建築工事に係る瑕疵補修費用の見込み額を計上した

ことなどにより、営業損失は7,152百万円（前年同四半期は1,192百万円の営業利益）、経常損失は7,151百万円（前

年同四半期は1,680百万円の経常利益）となりました。これに、税金費用等を加味した結果、親会社株主に帰属する

四半期純損失は7,668百万円（前年同四半期は759百万円の親会社株主に帰属する四半期純利益）となりました。

なお、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の

期首より適用しております。詳細については、「第４　経理の状況　１四半期連結財務諸表　注記事項（会計方針

の変更）及び（セグメント情報等）セグメント情報　３．報告セグメントの変更等に関する事項」をご参照くださ

い。

 

セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。

（建設事業（建築））

受注高は、国内官公庁工事及び海外工事が増加したものの、国内民間工事の減少により、100,776百万円（前

年同四半期比2.0％減）となりました。

　完成工事高については、国内官公庁工事が減少したものの、国内民間工事及び海外工事の増加により、

85,833百万円（前年同四半期比35.0％増）となりました。損益面については、2,003百万円（前年同四半期比

18.7％減）のセグメント利益となりました。

 

（建設事業（土木））

受注高は、国内官公庁工事が減少したものの、国内民間工事及び海外工事の増加により、25,787百万円（前

年同四半期比3.9％増）となりました。

　完成工事高については、国内民間工事が増加したものの、国内官公庁工事及び海外工事の減少により、

24,619百万円（前年同四半期比19.7％減）となりました。損益面については、6,550百万円のセグメント損失

（前年同四半期は1,242百万円のセグメント利益）となりました。
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（不動産事業等）

不動産事業等売上高については、1,162百万円（前年同四半期比0.5％減）となりました。セグメント利益に

ついては、261百万円（前年同四半期比11.7％減）となりました。

　

②財政状態の分析

　当第２四半期連結会計期間末の資産の部につきましては、現金預金が4,104百万円増加した一方、未成工事支出金

が11,568百万円減少したことなどにより、資産合計は前連結会計年度末と比較して14,747百万円減少（6.5％減）

し、211,820百万円となりました。

　負債の部につきましては、工事損失引当金が6,228百万円、完成工事補償引当金が1,582百万円それぞれ増加した

一方、支払手形・工事未払金等が5,707百万円、短期借入金が5,073百万円それぞれ減少したことなどにより、負債

合計は前連結会計年度末と比較して5,678百万円減少（4.6％減）し、117,380百万円となりました。

　純資産の部につきましては、親会社株主に帰属する四半期純損失を7,668百万円計上したことや、配当を1,047百

万円実施したことにより利益剰余金が減少するなどした結果、株主資本は8,683百万円減少しました。また、その他

有価証券評価差額金が638百万円減少したことなどにより、その他の包括利益累計額は394百万円減少しました。こ

の結果、純資産合計は前連結会計年度末と比較して9,069百万円減少（8.8％減）し、94,439百万円となりました。

　なお、自己資本は93,886百万円となり、自己資本比率は前連結会計年度末と比較して1.1ポイント減少し、44.3％

となりました。

 

(2) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度

末から4,104百万円増加し、38,278百万円（前年同四半期末残高は25,890百万円）となりました。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純損失7,240百万円の計上や仕入債務

の減少等の資金減少があったものの、売上債権の減少や工事損失引当金の増加等の資金増加により、11,543百万

円の資金増加（前年同四半期は6,793百万円の資金減少）となりました。

 
（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、投資有価証券の取得による支出や有形及び無形固定資産

の取得による支出等により、1,202百万円の資金減少（前年同四半期は2,645百万円の資金減少）となりました。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、短期借入金の減少や配当金の支払額等により、6,208百万

円の資金減少（前年同四半期は5,782百万円の資金増加）となりました。

 

　(3) 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

　　　当第２四半期連結累計期間において、当社グループの経営方針・経営戦略について重要な変更はありません。
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(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

わが国経済の今後の見通しにつきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止策を講じつつ、ワクチ

ン接種を促進するなかで、各種政策の効果や海外経済の改善もあり、持ち直しの動きが続くことが期待されます

が、国内外の感染症の動向、サプライチェーンを通じた影響による下振れリスクの高まりに十分注意する必要があ

ります。

今後の国内建設市場につきましては、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響が懸念されるとともに、建設市

場固有の課題として、新設等を主体とした「フロー」型から維持・修繕等の「ストック」型への需要の質的変化

や、高齢の建設就労者の大量退職による人材不足が深刻化することが予想され、長時間労働の解消や働き方改革の

実現等への対応が求められるなど、構造変革が迫られています。

このような情勢下におきまして当社グループでは、新型コロナウイルス感染症の影響を見極め適切な対応を図り

つつ、「長期経営計画“To zero, from zero.”」に基づき、国内土木・建築・建築リニューアル事業を「コア事

業」、国際・不動産・新規事業を「戦略事業」と位置づけ、既存事業の深掘りと新規分野の模索など「知の深化」

と「知の探索」を実践してまいります。また、人材とデジタル技術を競争優位の源泉として、３つの提供価値

（「脱炭素」「廃棄物ゼロ」「防災・減災」）を軸とし、この３つの提供価値と人材・デジタル技術の競争優位構

築による「東急ブランドの訴求・確立」をはじめとする５つの重点戦略を実行することで当社グループの持続的な

企業価値向上を目指してまいります。

また、2021年７月26日に公表いたしました「施工中工事における基礎杭の先端不良について」に記載の現在施工

中工事の不具合や、過年度引渡し物件に係る瑕疵補修費用の発生に対し、当社では、安全・品質・工程管理等のコ

ア業務に関する技術員教育の強化、本社による作業所支援体制の強化、特定工事に対する専門委員会の設置等、品

質管理体制の強化による再発防止策を徹底し、施工品質の向上に努めてまいります。

 
(5) 研究開発活動

当第２四半期連結累計期間における研究開発費は495百万円であります。

　なお、当第２四半期連結累計期間において、研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 
３ 【経営上の重要な契約等】

　　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ありません。　　　　　
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 400,000,000

計 400,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数（株）
（2021年９月30日）

提出日現在
発行数（株）

（2021年11月９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 106,761,205 106,761,205
東京証券取引所
（市場第一部）

単元株式数は100株

計 106,761,205 106,761,205 － －
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(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】

　　　 該当事項はありません。

 

(4) 【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
（千株）

発行済株式
総数残高
（千株）

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）

2021年７月１日～
2021年９月30日

－ 106,761 － 16,354 － 3,893
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(5) 【大株主の状況】

  2021年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式(自己
株式を除く。)の
総数に対する所有
株式数の割合(％)

東急株式会社 東京都渋谷区南平台町５番６号 15,362 14.66

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 9,972 9.52

みずほ信託銀行株式会社 退職給付
信託 大成建設口 再信託受託者 株
式会社日本カストディ銀行

東京都中央区晴海一丁目８番12号 4,000 3.82

株式会社日本カストディ銀行（三井
住友信託銀行再信託分・東急株式会
社退職給付信託口）

東京都中央区晴海一丁目８番12号 3,520 3.36

株式会社日本カストディ銀行（信託
口）

東京都中央区晴海一丁目８番12号 3,410 3.25

清水建設株式会社 東京都中央区京橋二丁目16番１号 3,000 2.86

MSIP CLIENT SECURITIES
（常任代理人　モルガン・スタン
レーＭＵＦＧ証券株式会社）

25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF, LONDON
E14 4QA, U.K.
（東京都千代田区大手町一丁目９番７号）

2,742 2.62

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 2,550 2.43

モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券
株式会社

東京都千代田区大手町一丁目９番７号 2,517 2.40

三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 2,110 2.01

計 ― 49,185 46.95
 

（注）東急株式会社は、上記の株式会社日本カストディ銀行（三井住友信託銀行再信託分・東急株式会社退職給付信

託口）の所有株式数3,520千株を含め、当社株式7,500千株を退職給付信託に拠出しており、当該株式の議決権

行使については、同社が指図権を留保しております。
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   2021年９月30日現在

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 － －

1,997,500

完全議決権株式（その他）
 普通株式

1,043,928 －
104,392,800

単元未満株式
 普通株式

－ １単元（100株）未満の株式
370,905

発行済株式総数 106,761,205 － －

総株主の議決権 － 1,043,928 －
 

(注) １ 「完全議決権株式（その他）」の欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が500株（議決

権５個）及び役員報酬ＢＩＰ信託が所有する株式が76,200株（議決権762個）含まれております。

　　 ２ 「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社所有の自己株式が40株及び株式会社証券保管振替機構名義の

株式が95株含まれております。

 

② 【自己株式等】

  2021年９月30日現在

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）
東急建設株式会社

東京都渋谷区渋谷一丁目16番14号 1,997,500 － 1,997,500 1.87

計 － 1,997,500 － 1,997,500 1.87
 

（注）役員報酬ＢＩＰ信託が所有する株式76,200株（議決権762個）は、上記自己保有株式には含まれておりません。

 
２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

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」（2007年内閣府令

第64号）に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（1949年建設省令第14号）に準じて記載しております。

 

２　監査証明について

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、第２四半期連結会計期間（2021年７月１日から2021年

９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表

について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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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)

          
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金預金 34,173 38,278

  受取手形・完成工事未収入金等 94,089 94,797

  未成工事支出金 17,986 6,417

  不動産事業支出金 0 32

  販売用不動産 21 21

  材料貯蔵品 61 74

  その他 12,169 4,734

  貸倒引当金 △47 △48

  流動資産合計 158,454 144,308

 固定資産   

  有形固定資産   

   土地 23,718 23,701

   その他（純額） 10,624 10,402

   有形固定資産合計 34,342 34,104

  無形固定資産 1,202 1,212

  投資その他の資産   

   投資有価証券 29,816 29,366

   長期貸付金 30 27

   繰延税金資産 115 218

   その他 ※１  2,604 ※１  2,582

   貸倒引当金 ※１  △0 ※１  △0

   投資その他の資産合計 32,568 32,195

  固定資産合計 68,113 67,512

 資産合計 226,568 211,820

負債の部   

 流動負債   

  支払手形・工事未払金等 39,349 33,641

  電子記録債務 12,240 13,750

  短期借入金 5,172 99

  未払法人税等 3 523

  未成工事受入金 13,331 12,811

  不動産事業受入金 1 34

  完成工事補償引当金 4,749 6,331

  工事損失引当金 1,804 8,032

  賞与引当金 1,801 1,772

  預り金 14,860 11,526

  その他 1,731 1,194

  流動負債合計 95,046 89,718

 固定負債   

  長期借入金 21,582 21,516

  繰延税金負債 201 6

  役員株式給付引当金 49 46

  不動産事業等損失引当金 4,200 4,146

  退職給付に係る負債 733 703

  その他 1,246 1,241

  固定負債合計 28,012 27,661

 負債合計 123,058 117,380
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 16,354 16,354

  資本剰余金 3,893 3,902

  利益剰余金 77,344 68,627

  自己株式 △1,154 △1,131

  株主資本合計 96,437 87,753

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 7,153 6,515

  為替換算調整勘定 △81 △62

  退職給付に係る調整累計額 △545 △320

  その他の包括利益累計額合計 6,526 6,132

 非支配株主持分 545 553

 純資産合計 103,509 94,439

負債純資産合計 226,568 211,820
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【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 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

売上高   

 完成工事高 94,255 110,452

 不動産事業等売上高 1,168 1,162

 売上高合計 95,423 111,614

売上原価   

 完成工事原価 86,438 110,507

 不動産事業等売上原価 661 695

 売上原価合計 87,099 111,203

売上総利益   

 完成工事総利益又は完成工事総損失（△） 7,817 △55

 不動産事業等総利益 506 466

 売上総利益合計 8,323 411

販売費及び一般管理費 ※１  7,130 ※１  7,563

営業利益又は営業損失（△） 1,192 △7,152

営業外収益   

 受取利息 14 12

 受取配当金 129 115

 持分法による投資利益 522 195

 その他 22 103

 営業外収益合計 688 426

営業外費用   

 支払利息 84 78

 為替差損 30 283

 その他 85 63

 営業外費用合計 200 425

経常利益又は経常損失（△） 1,680 △7,151

特別損失   

 固定資産除却損 － 31

 投資有価証券評価損 284 37

 減損損失 － 19

 特別損失合計 284 88

税金等調整前四半期純利益又は
税金等調整前四半期純損失（△）

1,396 △7,240

法人税、住民税及び事業税 299 432

法人税等調整額 324 △25

法人税等合計 624 407

四半期純利益又は四半期純損失（△） 772 △7,647

非支配株主に帰属する四半期純利益 12 21

親会社株主に帰属する四半期純利益又は
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）

759 △7,668
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【四半期連結包括利益計算書】

【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 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 772 △7,647

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 201 △611

 為替換算調整勘定 △18 13

 退職給付に係る調整額 173 76

 持分法適用会社に対する持分相当額 △154 122

 その他の包括利益合計 202 △400

四半期包括利益 974 △8,048

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 961 △8,063

 非支配株主に係る四半期包括利益 13 14
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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 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021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又は
税金等調整前四半期純損失（△）

1,396 △7,240

 減価償却費 631 666

 減損損失 － 19

 のれん償却額 － 18

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △23 1

 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △33 1,582

 工事損失引当金の増減額（△は減少） △99 6,232

 賞与引当金の増減額（△は減少） △493 △28

 不動産事業等損失引当金の増減額（△は減少） △250 △53

 退職給付に係る資産・負債の増減額 10 △30

 受取利息及び受取配当金 △144 △127

 支払利息 84 78

 持分法による投資損益（△は益） △522 △195

 投資有価証券評価損益（△は益） 284 37

 固定資産除却損 － 31

 売上債権の増減額（△は増加） 24,136 12,167

 未成工事支出金の増減額（△は増加） △5,233 △2,581

 棚卸資産の増減額（△は増加） △102 △45

 未収入金の増減額（△は増加） 238 3,586

 立替金の増減額（△は増加） △167 1,444

 仕入債務の増減額（△は減少） △17,013 △4,196

 未払金の増減額（△は減少） △7,030 △406

 未成工事受入金の増減額（△は減少） 4,541 736

 預り金の増減額（△は減少） △3,308 △3,329

 その他 △115 1,174

 小計 △3,215 9,540

 利息及び配当金の受取額 593 575

 利息の支払額 △90 △89

 法人税等の支払額 △4,082 △92

 法人税等の還付額 － 1,610

 営業活動によるキャッシュ・フロー △6,793 11,543

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形及び無形固定資産の取得による支出 △2,632 △541

 投資有価証券の取得による支出 △16 △656

 その他 3 △5

 投資活動によるキャッシュ・フロー △2,645 △1,202

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） 8,000 △5,093

 長期借入金の返済による支出 △40 △44

 配当金の支払額 △2,134 △1,047

 リース債務の返済による支出 △49 △50

 その他 6 27

 財務活動によるキャッシュ・フロー 5,782 △6,208

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3 △27

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,659 4,104

現金及び現金同等物の期首残高 29,549 34,173

現金及び現金同等物の四半期末残高 25,890 38,278
 

EDINET提出書類

東急建設株式会社(E00316)

四半期報告書

15/22



【注記事項】

(会計方針の変更)

　　（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点

で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。収益認識会

計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。

工事契約に関して、これまで工事の進捗部分について成果の確実性が認められる場合には、工事進行基準を、

それ以外の工事や工期がごく短い工事等については工事完成基準を適用しておりました。これを第１四半期連結

会計期間の期首より、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、履行義務を

充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。履行義務の充足に係る進捗度

の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて

行っております。また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回

収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。なお、契約における取引開始日か

ら完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約等については代替的な取扱いを適

用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従い、

第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半期連結

会計期間の期首の利益剰余金に加減する方法にて、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

この結果、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。また、当第２四半期連結累計期間の売上高は

2,821百万円、売上原価は2,821百万円それぞれ増加しましたが、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純

損失に与える影響はありません。

なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　2020年３月31日）第28－15項に定める経

過的な取扱いに従って、前第２四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載し

ておりません。

 
　　（時価の算定に関する会計基準等の適用）

 「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準

等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与え

る影響はありません。

 
(追加情報)

    　（会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響の考え方）

前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）（会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の

影響の考え方）に記載した、会計上の見積りを行う上での仮定について重要な変更はありません。

なお、新型コロナウイルス感染症は不確実性が高く、更に長期化した場合は、建設市場の縮小、顧客による事

業計画の見直し、施工中案件の工事中断等、当連結会計年度の財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があり

ます。

 
(四半期連結貸借対照表関係)

※１　その他（破産更生債権等）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「破産更生債権等」については、当該貸倒引当金を債権から直接減額して

おります。

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

7百万円 7百万円
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(四半期連結損益計算書関係)

※１　このうち、主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)

従業員給料手当 2,279百万円 2,400百万円

賞与引当金繰入額 659 508 

退職給付費用 193 151 
 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

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

 
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)

現金預金勘定 25,890百万円 38,278百万円

現金及び現金同等物 25,890 38,278 
 

 

(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）

１　配当金支払額

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

2020年６月24日
定時株主総会

普通株式 2,134 20.00 2020年３月31日 2020年６月25日 利益剰余金
 

（注） 2020年６月24日開催の定時株主総会決議による配当金の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託が所有する当社株式

に対する配当金１百万円が含まれております。

 
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

該当事項はありません。

 

当第２四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）

１　配当金支払額

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

2021年６月24日
定時株主総会

普通株式 1,047 10.00 2021年３月31日 2021年６月25日 利益剰余金
 

（注） 2021年６月24日開催の定時株主総会決議による配当金の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託が所有する当社株式

に対する配当金０百万円が含まれております。

 
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

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

2021年11月８日
取締役会

普通株式 2,095 20.00 2021年９月30日 2021年12月２日 利益剰余金
 

（注） 2021年11月８日開催の取締役会決議による配当金の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託が所有する当社株式に対

する配当金１百万円が含まれております。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

　前第２四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）

　１．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

     （単位：百万円）

 

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

建設事業
（建築）

建設事業
（土木）

不動産事業等 計

売上高       

  外部顧客への売上高 63,593 30,661 1,168 95,423 － 95,423

  セグメント間の内部売上高
　又は振替高

5 － 3 9 △9 －

計 63,599 30,661 1,171 95,433 △9 95,423

セグメント利益 2,463 1,242 295 4,002 △2,809 1,192
 

（注）１　セグメント利益の調整額△2,809百万円には、セグメント間取引消去０百万円及び各報告セグメントに配分

していない全社費用△2,810百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一

般管理費であります。

２　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

　当第２四半期連結累計期間（自 2021年４月１日 至 2021年９月30日）

　１．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

     （単位：百万円）

 

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

建設事業
（建築）

建設事業
（土木）

不動産事業等 計

売上高       

  外部顧客への売上高 85,833 24,619 1,162 111,614 － 111,614

  セグメント間の内部売上高
　又は振替高

5 － 3 9 △9 －

計 85,838 24,619 1,165 111,623 △9 111,614

セグメント利益又は損失（△） 2,003 △6,550 261 △4,285 △2,866 △7,152
 

（注）１　セグメント利益又は損失の調整額△2,866百万円には、セグメント間取引消去０百万円及び各報告セグメン

トに配分していない全社費用△2,866百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属

しない一般管理費であります。

２　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損失と調整を行っております。

 
２．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

（固定資産に係る重要な減損損失）

不動産事業等セグメントにおいて、固定資産の減損損失を計上しております。なお、当該減損損失の計上額は、当

第２四半期連結累計期間においては19百万円であります。

 
３．報告セグメントの変更等に関する事項

会計方針の変更に記載のとおり、第１四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に

関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しております。

当該変更により、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の「建設事業（建築）」の売上高は1,922百万

円、「建設事業（土木）」の売上高は898百万円それぞれ増加しておりますが、セグメント利益又は損失に与える影

響はありません。
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(収益認識関係)

　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　当第２四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）

    （単位：百万円）

 

報告セグメント

合計
建設事業
（建築）

建設事業
（土木）

不動産事業等

　国内官公庁 3,017 14,971 30 18,019

 国内民間 82,460 7,235 336 90,031

 海外 355 2,412 10 2,779

顧客との契約から生じる収益 85,833 24,619 377 110,830

その他の収益 － － 784 784

外部顧客への売上高 85,833 24,619 1,162 111,614
 

 
(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
至　2021年９月30日)

１株当たり四半期純利益又は
１株当たり四半期純損失（△）

（円) 7.12 △73.27

　（算定上の基礎）    

親会社株主に帰属する四半期純利益又は
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）

（百万円） 759 △7,668

　　普通株主に帰属しない金額 （百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益又は親会社株主に帰属する
四半期純損失（△）

（百万円） 759 △7,668

　　普通株式の期中平均株式数 (千株) 106,614 104,660
 

（注）１　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　２　役員報酬ＢＩＰ信託が所有する当社株式を、１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失の算定

上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。当該自己株式の期中平均株式数は

前第２四半期連結累計期間146千株、当第２四半期連結累計期間2,101千株であり、このうち役員報酬ＢＩＰ

信託が所有する当社株式の期中平均株式数は前第２四半期連結累計期間86千株、当第２四半期連結累計期間

80千株であります。

 
(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

２ 【その他】

　中間配当に関する取締役会の決議は、次のとおりであります。

　　　(1)　決議年月日　　　　　　　　　　　　　　　2021年11月８日

　　(2)　中間配当金総額　　　　　　　　　　　　 2,095,273,300円

　　(3)　１株当たりの額　　　　　　　　　　　　　　　　 20.00円

　　(4)　支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　2021年12月２日

　 （注）2021年９月30日現在の株主名簿に記載された株主に対し、支払いを行います。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

 

 

2021年11月８日

     東急建設株式会社

取締役会　御中

 

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

 

 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 成　田　　智　弘  
 

 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 井　上　　裕　人  
 

 

 
監査人の結論

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」に掲げられている東急建設株式会

社の2021年４月１日から2022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（2021年７月１日から2021年９

月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021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、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー

計算書及び注記について四半期レビューを行った。

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、東急建設株式会社及び連結子会社の2021年９月30日現在の財政状

態並びに同日をもって終了する第２四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全ての重要な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

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。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠

を入手したと判断している。

 
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、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四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが

適切であるかどうかを評価し、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基づいて

継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。
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四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において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。

　監査人は、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従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　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する質問、分析的手続その他の四半期レ

ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、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実

施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、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、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないか

どうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書におい

て四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項

が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査

人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企

業として存続できなくなる可能性がある。

・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、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

成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財

務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じ

させる事項が認められないかどうかを評価する。

・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監

査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監

査人の結論に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要

な発見事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー

ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社及び連結子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 XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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