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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】 

(1) 連結経営指標等 

  

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれていない。 

２ 第67期連結会計年度については、１株当たり当期純損失となったため、潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益を記載していない。 

  

回次 第67期中 第68期中 第69期中 第67期 第68期 

会計期間 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成15年 
  ９月30日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ３月31日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日 

売上高 (百万円) 169,907 152,855 148,015 446,057 449,927

経常利益 (百万円) 2,898 1,927 2,650 7,932 12,594

中間(当期)純利益 
又は当期純損失(△) 

(百万円) 795 412 956 △6,591 3,098

純資産額 (百万円) 184,735 177,789 193,538 184,899 185,664

総資産額 (百万円) 782,985 715,271 702,735 737,812 719,796

１株当たり純資産額 (円) 665.24 640.34 697.28 665.85 668.68

１株当たり中間(当期) 
純利益又は 
当期純損失(△) 

(円) 2.86 1.49 3.45 △23.78 11.02

潜在株式調整後１株当た
り中間(当期)純利益 

(円) 2.25 1.20 3.02 ― 9.58

自己資本比率 (％) 23.6 24.9 27.5 25.1 25.8

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △21,190 △20,062 △9,576 7,763 △22,526

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 1,118 12,583 4,423 10,540 18,256

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 17,142 21,020 △33,985 △498 21,063

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

(百万円) 70,364 104,578 68,554 90,923 107,601

従業員数 (名) 4,430 4,134 3,978 4,150 4,040



(2) 提出会社の経営指標等 

  

(注)   １ 売上高には、消費税等は含まれていない。 

２ 第67期については、１株当たり当期純損失となったため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

を記載していない。 

  

回次 第67期中 第68期中 第69期中 第67期 第68期 

会計期間 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成15年 
  ９月30日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ３月31日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日 

売上高 (百万円) 167,529 149,017 147,104 441,636 444,056

経常利益 (百万円) 2,468 1,368 1,746 7,015 11,509

中間(当期)純利益 
又は当期純損失(△) 

(百万円) 581 126 438 △6,594 2,603

資本金 (百万円) 23,513 23,513 23,513 23,513 23,513

発行済株式総数 (千株) 277,957 277,957 277,957 277,957 277,957

純資産額 (百万円) 180,066 173,049 188,070 180,428 180,703

総資産額 (百万円) 766,597 696,884 687,449 720,724 703,429

１株当たり純資産額 (円) 648.42 623.27 677.58 649.79 650.86

１株当たり中間(当期) 
純利益又は 
当期純損失(△) 

(円) 2.09 0.46 1.58 △23.75 9.28

潜在株式調整後１株当た
り中間(当期)純利益 

(円) 1.65 0.32 1.42 ― 8.09

１株当たり年間配当額 (円) ― ― ― 9.00 9.00

自己資本比率 (％) 23.5 24.8 27.4 25.0 25.7

従業員数 (名) 4,392 4,096 3,939 4,113 4,002



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、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重要な変更はない。ま

た、主要な関係会社に異動はない。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はない。 

  

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成17年９月30日現在 

(注) 従業員数は、就業人員である。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成17年９月30日現在 

(注) 従業員数は、就業人員である。 

  

(3) 労働組合の状況 

西松建設職員組合と称し、昭和33年10月30日結成され、平成17年９月末現在の組合員数は、2,263名となり、上級団

体には別段属していない。対会社関係においても結成以来円満に推移しており特記すべき事項はない。 

なお、連結子会社である松栄不動産株式会社においては労働組合は結成されていない。 

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

建設事業 3,846 

不動産事業等 132 

合計 3,978 

従業員数(名) 3,939 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、上向いて来た企業収益に支えられて設備投資が増加するとともに、

所得環境の改善を背景にした個人消費の拡大傾向もみえ、景気は引き続き緩やかな回復基調で推移した。 

このような状況下で、当社グループは、一丸となって業績の向上に努めてきた。その結果、当中間連結会計期間

の業績は、売上高は148,015百万円(前年同期比3.2%減)となり、利益については、営業利益1,694百万円（前年同期

比125.2%増）、経常利益2,650百万円(前年同期比37.5%増)、中間純利益956百万円(前年同期比131.9%増)となった。

  （注） 「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事業の種類別セグメント 

（建設事業） 

建設業界においては、民間建設投資は企業業績の改善により増加基調で推移したが、公共投資は災害復旧関連の

補正の影響から下げ幅は縮小したものの依然として減少傾向が続いたことから、引き続き厳しい受注環境となっ

た。その中で、多面的な受注活動の展開、利益率の向上等に努め、受注工事高は175,270百万円（前年同期比16.2%

増:提出会社単体ベース）、完成工事高は141,749百万円(前年同期比2.9%減)、営業利益は471百万円(前年同期は13

百万円の営業利益)となった。 

 

(不動産事業) 

   不動産事業等については、オフィスビル市場で景気回復基調にともない需給バランスにも改善傾向がみられ、都

心の一部には賃料が上昇する地域もみられた。また、住宅市場では用地の減少などから分譲マンションの値上がり

等も懸念されているが、低金利等も後押しし比較的需要は好調に推移した。このような状況の中で、積極的な営業

活動を展開した結果、不動産事業等売上高は6,266百万円(前年同期比9.0%減)、営業利益は1,254百万円(前年同期比

69.9%増)となった。 

  

  ②所在地別セグメント 

   (日本) 

   国内においては、民間設備投資部門における回復基調が見られたものの、依然公共投資の減少傾向に歯止めはか

からず、厳しい受注環境が続いた。その状況下で、売上高は124,993百万円（前年同期比8.7%減）、営業利益は

1,732百万円(前年同期比104.9%増)となった。 

 

  

  

  

(東南アジア) 

東南アジア地域においては、中国の景気拡大傾向は依然継続しており、域内の景気も好調さが持続しているが、

建設業界の受注競争は激しく、厳しい市場環境が続いている。 

 このような中で、売上高は20,792百万円(前年同期比29.7%増)、営業損失122百万円（前年同期は営業損失36百万

円）となった。 

  



(その他の地域) 

その他の地域ではアンゴラ共和国における病院工事の完成により、売上高2,230百万円(前年同期は無し)、営業利

益83百万円(前年同期は営業損失57百万円)となった。 

 

 (2)キャッシュ・フローの状況 

  (営業活動によるキャッシュ・フロー) 

  売上債権が減少する等工事代金の回収が進んだものの、未成工事支出金の増加等により、9,576百万円の資金減少

（前中間連結会計期間は、20,062百万円の資金減少）となった。 

  (投資活動によるキャッシュ・フロー) 

  貸付金の回収等により、4,423百万円の資金増加（前中間連結会計期間は、12,583百万円の資金増加）となった。 

  (財務活動によるキャッシュ・フロー) 

  転換社債の償還等により、33,985百万円の資金減少（前中間連結会計期間は、21,020百万円の資金増加）となっ

た。 

  

  以上により、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、換算差額を含め前連結会計年度末より

39,046百万円減少し、68,554百万円となった。 

  

なお、当社グループにおける主要な事業である建設事業においては、受注工事高、完成工事高ともに下半期に偏

重する傾向にあり、上半期と下半期の業績に季節的変動がある。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

２ 【生産、受注及び販売の状況】 

当社グループが営んでいる事業の大部分を占める建設事業及び不動産事業等では生産実績を定義することが困難で

あり、建設事業においては請負形態をとっているため販売実績という定義は実態にそぐわない。 

また、当社グループにおいては、建設事業以外では受注生産形態をとっていない。 

よって、受注及び販売の状況については可能な限り「１ 業績等の概要」における各事業の種類別セグメントの業

績に関連付けて記載している。 

なお、参考のため提出会社個別の事業の状況は次のとおりである。 

  

建設事業における受注工事高及び施工高の状況 

(1) 受注工事高、完成工事高、繰越工事高及び施工高 



  

(注) １ 前期以前に受注した工事で、契約の変更により請負金額の増減がある場合は、期中受注工事高にその増減額を含む。した

がって期中完成工事高にもかかる増減額が含まれる。 

２ 期末繰越工事高の施工高は支出金により手持工事高の施工高を推定したものである。 

３ 第68期末繰越工事高と第69期上半期の期首繰越工事高との差額1,252百万円は、外貨建契約工事高に対する為替換算差額

である。 

４ 期中施工高は、(期中完成工事高＋期末繰越工事施工高－前期末繰越工事施工高)に一致する。 

５ 期中受注工事高のうち海外工事の割合は前上半期8.1％、当上半期3.9％で、そのうち主なものは次のとおりである。 

前上半期請負金額20億円以上の主なもの 

ホーチミン市           ホーチミン市水環境改善工事パッケージＥ（ベトナム） 

当上半期請負金額10億円以上の主なもの 

香港特別行政区住宅局       アルドリッチベイ第５期共同住宅新築工事（香港） 

  

期別 工事別 
期首繰越 
工事高 
(百万円) 

期中受注
工事高 
(百万円)

計
(百万円) 

期中完成
工事高 
(百万円)

期末繰越工事高 
期中
施工高 
(百万円)

手持
工事高 
(百万円)

うち施工高 

比率
(％) 

金額  
(百万円) 

前上半期 
第68期上半期 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

土木工事 394,390 35,132 429,522 62,958 366,563 51.4 188,414 59,558

建築工事 302,347 115,734 418,082 83,009 335,073 27.0 90,514 107,308

計 696,738 150,866 847,604 145,967 701,637 39.8 278,928 166,866

当上半期 
第69期上半期 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

土木工事 369,113 38,638 407,751 55,956 351,795 44.6 156,804 58,267

建築工事 332,590 136,632 469,223 87,248 381,974 25.4 97,112 123,946

計 701,703 175,270 876,974 143,204 733,770 34.6 253,916 182,214

前期 
第68期 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

土木工事 392,294 147,129 539,423 169,860 369,563 41.8 154,493 132,539

建築工事 301,544 294,749 596,293 262,899 333,393 18.1 60,414 257,098

計 693,838 441,878 1,135,717 432,760 702,956 30.6 214,907 389,638



(2) 受注工事高及び完成工事高について 

当社は建設市場の状況を反映して、工事の受注工事高及び完成工事高が上半期と下半期とでは平均化しておら

ず、最近３年間についてみても次のように変動している。 

  

  

(3) 完成工事高 

  

(注) １ 海外工事の地域別割合は、次のとおりである。 

２ 完成工事のうち主なものは、次のとおりである。 

前上半期請負金額10億円以上の主なもの 

当上半期請負金額10億円以上の主なもの 

３ 前上半期及び当上半期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。 

期別 

受注工事高(百万円) 完成工事高(百万円) 

１年通期 
(Ａ) 

上半期 
(Ｂ) 

(Ｂ)／(Ａ)
(％) 

１年通期
(Ｃ) 

上半期
(Ｄ) 

(Ｄ)／(Ｃ) 
(％) 

第66期 424,833 187,938 44.2 488,666 176,784 36.2 

第67期 380,429 174,496 45.9 430,024 160,496 37.3 

第68期 441,878 150,866 34.1 432,760 145,967 33.7 

第69期 ― 175,270 ― ― 143,204 ― 

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) 
(％) 

前上半期 
自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日 

土木工事 25,321 24,573 13,063 20.7 62,958 

建築工事 6,943 73,974 2,091 2.5 83,009 

計 32,264 98,548 15,154 10.4 145,967 

当上半期 
自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

土木工事 38,607 7,988 9,360 16.7 55,956 

建築工事 10,332 64,191 12,724 14.6 87,248 

計 48,940 72,180 22,084 15.4 143,204 

地域 
前上半期
(％) 

当上半期 
(％) 

東南アジア 100.0 89.9 

その他の地域 - 10.1 

計 100.0 100.0 

㈱大京 ライオンズタワー大島新築工事 

日本貨物鉄道㈱ 勝島社宅Ａ棟（仮称）新設その他工事 

学校法人 日本大学 日本大学法学部図書館新築工事（建築） 

関西電力㈱ 堺ＬＮＧ桟橋建設工事のうち桟橋工事 

日本道路公団 湯浅御坊道路川辺第一トンネル避難坑工事 

三田市 （仮称）三田駅前第１街区（商業棟）建設工事 

プロロジス杉戸特定目的会社 （仮称）プロロジスパーク杉戸新築工事 

アンゴラ共和国 ジョシナマシェル病院整備計画 

独立行政法人水資源機構 豊川用水二期東部幹線併設水路小島下流工区工事 

鹿児島県 道路改築工事（赤房トンネル） 



(4) 手持工事高(平成17年９月30日現在) 

  

(注) 手持工事のうち請負金額50億円以上の主なもの 

  

３ 【対処すべき課題】 

   当中間連結会計期間において、当社グループにおける事業上および財務上の対処すべき課題に重要な変更および

新たに生じた課題はないが、シンガポール地下鉄工事事故の状況については以下のとおりである。 

シンガポール地下鉄開削トンネル事故（続報）について 

平成16年4月20日に発生したシンガポール地下鉄マリナラインＣ８２４工区における開削トンネル崩壊事故は、現

在代替ルート案による復旧方法は企業先の指示に同意して平成21年末の完成を目指し工事を再開している。 

事故原因については、事故の原因を当社の設計と関連付けた事故調査委員会に対し、「崩壊事故は、当該部の地質

の特異性や周辺条件の特殊性によるものであり、土留壁の想定外の動きが引き起こした不可抗力による事故である」

との当社の主張を展開し、意見書を提出している。 

復旧費用関係については、現状想定しうる条件等最大限に勘案すれば、遅延損害金等も含め概ね220億円程度と考

えられる。当社は今後、先の意見書の主張に沿い、企業先との変更工事金額、および、保険会社との工事保険金額の

折衝を強力におこない、復旧費用関係の当社への影響額を最小限にくいとめる所存である。会計上の措置としては引

当金の計上を行い、事故の影響を最小限にするため、全社的な体制で取り組んでいる。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等はない。 

  

５ 【研究開発活動】 

当社は、社会基盤整備の要請や顧客の要望に応えるべく、実践的な技術を中心に幅広く研究開発活動をおこなっ

ている。 

なお、子会社においては研究開発活動は特段行われていない。 

（建設事業） 

当社においては、施工の高品質化・効率化に資する技術をはじめ、各種の環境関連技術および社会資本の再整備を視

野に入れたリニューアル・リフォーム技術に重点を置いて研究開発を行っている。多様なニーズに対応するため、技術

研究所を中心として、大学などの研究機関、異業種・同業種企業や公共機関との共同研究も積極的に進めている。戸田

建設との業務提携による共同研究開発では、愛川衝撃振動研究所の大型衝撃振動台や遠心振動載荷装置を活用した、複

合免・制震構造技術や複合基礎の耐震設計技術等の研究成果もあがっており、業務提携の5年間延長を踏まえ、更に効率

区分 

国内
海外
(百万円) 

合計 
(百万円) 官公庁 

(百万円) 
民間
(百万円) 

土木工事 171,631 61,873 118,289 351,795 

建築工事 42,099 323,577 16,297 381,974 

計 213,731 385,451 134,587 733,770 

国土交通省 森吉山ダム本体建設第２工区（第１期） 平成18年３月完成予定

北野田駅前Ｂ地区市街地再開発組合 
北野田駅前Ｂ地区第一種市街地再開発事業

に伴う施設建築物新築工事 
平成19年３月完成予定

いわき駅前地区市街地再開発組合 
いわき駅前地区第一種市街地再開発事業 

施設建築物新築工事 
平成19年７月完成予定

国土交通省 東京国際空港Ｄ滑走路建設外工事 平成21年２月完成予定

経済部水利署南区水資源局（台湾） 曾文水庫越域引水トンネル工事 平成23年４月完成予定



的な共同研究開発を目指していく。 

当中間連結会計期間における、研究開発活動に要した費用総額は、748百万円（消費税抜き）で、主な成果は以下の

とおりである。 

（１）シールドトンネル関連技術 

① 「スライドロックジョイント」と称する嵌合構造のボルトレスタイプのセグメントは、複数の現場に適用され、
高速施工対応技術として実証されている。 

② 道路トンネル分合流部を合理的に施工するシールド新工法として「カップルバード工法」を開発し、大深度地下
開発プロジェクトへの適用が期待される。 

③ シールドトンネルの急曲線区間に使用される鋼製セグメント部の薄肉内面仕上げに、下水トンネルの防食性や内
面平滑性の向上技術としてかねて開発済みの、FRP製「レコパネル」を現場に適用して、有効性が実証された。 

（２）山岳トンネル関連技術 
① トンネル覆工コンクリートの打設後、不織布製のエアマットで覆って外気温から遮断し、コンクリートの品質を

高める「トンネルバルーン工法」の採用実績が増加している。本年3月に、日経BP技術賞を建設業者として唯一
受賞するなど内外の評価も高い。 

② 山岳トンネルの割岩技術の一環として、他社と共同で連続孔穿孔装置「EGスリッター」を開発し、実現場に適用
し良好な結果を得ている。技術審査証明を申請しており、本年度中の取得を目指している。 

③ トンネル覆工コンクリートの劣化状況を調査診断する、「トンネル覆工診断・評価システム」を他社と共同で開
発した。 

（３）ダム関連技術 
① 大規模のり面などに伐採根を堆肥化して吹付け、緑化を促進させる「根をリサイクル工法」は、建設技術審査証

明を取得し、国土交通省の新技術活用促進システム（NETIS）に登録され、工法協会での実績も増加している。
このほど、インターネット上で外部からアクセスして同工法の見積が可能なシステムを立ち上げた。 

② ダム堆砂浚渫用の「ハイブリッド・ドレッシングシステム」を開発した。ダムの有効貯水量確保のための堆砂除
去事業への適用が期待される。 

（４）地盤・基礎関連技術 
① 鋼管矢板の施工性と止水性の向上が図れる連結鋼管矢板工法を他社と共同で開発した。橋梁基礎・護岸・岸壁・

土留工など、幅広い応用が期待される。 
② 建築基礎の工法として、直接基礎と杭基礎を併用する「パイルド・ラフト工法」を他社と共同で開発した。経済

的な基礎形式として適用対象も広く、営業活動に有効な技術である。 
③ かねて他社と共同で開発済みの高効率揚水工法「スーパーウェルポイント工法」を粘土地盤に適用し、従来困難

とされていた同地盤からの揚水が可能であることを確認した。 
（５）高速施工技術 
  立体交差整備事業において交通規制を最小限にし、従来工法の３分の１の工期で施工可能な立体交差システム

「みつき橋工法」を他社と共同開発し、実証実験も実施した。 
（６）免震・制震関連技術 
① 細長い建物の地震時における基礎部分の引抜き力を制御することで、経済的な制震効果を得ることの出来る工法

を開発し、実験でその有効性を確認した。 
② 学校建物の耐震改修工事を夏休み期間内で完成可能にする、「ネオフレーム工法」を開発し、実建物における施

工実験で施工性やサイクルタイムの優位性が立証され、全国の学校建物の耐震補強工事への適用が期待される。
（７）建築の構工法・施工技術 
① 60階クラスの超高層住宅の建設技術として、超高層RCプレキャスト構法の開発を完了した。高強度鉄筋コンクリ

ート柱の耐火性能向上技術として他社と共同開発した「FIRECC工法」とともに、超高層RC建物の営業への貢献が
期待される。 

② コンクリート構造物の品質保証管理システムの一環として、現場で短時間に簡便に測定可能な単位水量測定手法
を他社と共同で確立し、高品質なコンクリートの提供を保証する体制を整えている。 

（８）原子炉建屋解体工法 
  解体時に発生する二次廃棄物が少なく、切断効率が大きいワイヤーソー押し切り切断工法の開発を進めている。

焼却場の煙突解体工法と同様の無人化解体工法を研究している。 
（９）快適住環境・省エネルギー関連技術 
① 室内空気質を良好に保つ「WIND24s」（自然風を利用した集合住宅用24時間省エネ換気システム）の採用件数が

増加しており、海外の業者からも引き合いがある。 
② 改正建築基準法に対応した、室内空気汚染予測システム「Mr.CONSIM」を他社と共同で開発した。多数の隣接し

た部屋を同時に評価できるシステムで、強力な営業ツールとして期待される。 
（10）環境保全・環境浄化技術 
① 親水性や景観さらには生物の多様性などのニーズを付加した、海岸侵食対策のための新しい技術「トラップ式ダ

ブルリーフ工法」の採用実績が増加している。このほど、技術審査証明も取得した。 
② ヒートアイランド現象の改善に役立つ屋上緑化工法「ネオセダム」、「ネオココナッツグリーン」は、多くの建

物に採用され実績が増加している。壁面緑化の施工実績も増えている。 
③ 機械式の「西松式大気浄化システム」は、都内の大規模交差点や首都高における実証実験で高い性能が立証さ

れ、昨年度、首都高換気所設備工事を受注した。また、東京都発注の大規模交差点大気浄化設備工事の受注にも
成功した。 

④ 深層混合処理工法を活用した汚染土壌浄化技術「VAMP Crete(バンクリート)工法」は、市街地での有効な原位置
VOC浄化工法として注目されている。 

⑤ 海の砂漠化「磯焼け」を防止する有効な技術として、ヤシガラチューブに鉄鋼スラグと堆肥を混入したユニット



を海岸に敷設し、海の緑化を図る実験を他社と共同で実施し、1年経過後の現地観察の結果、アマモ・コンブなどの
繁殖が確認された。全国の沿岸漁場における磯焼け防止事業への適用が期待されている。 

（11）リニューアル・リユース 
① 既存建築物の意匠や用途の変更、耐震補強を含めて、老朽化した建物を全く新しい建物として蘇らせる「リファ

イン建築システム」を実用化している。 
② 焼却場施設の煙突解体工法として、大型クレーンを使わずに、小型の自昇降式クレーンを用いる経済的な解体工

法を開発し、複数の現場に適用している。 
③ 硬質プラスチック製のセグメントを用いて老朽化した下水管渠を更生する「３Sセグメント工法」を他社と共同

で開発し、建設技術審査証明を取得した。 
（12）情報化施工 
① 他社と推進中の建設ICカードは、実績が増加しており、現場の労務・安全管理に寄与している。 
② ICタグを利用した現場管理システムを他社と共同で開発し、実現場においてトンネル入坑管理や危険有害作業区

域への入退場管理などの労務管理に多数採用されている。 
③ 安価で簡便な工程管理システム「NACSⅡ」を開発し、多数の現場で採用され、現場管理業務の省力化・高度化に

寄与している。 
④ 建築工事において、工程検査の作業量を大幅に軽減できる、タブレットPCを利用した検査システム「Nesteem-

OK」を開発し、多数の現場に適用され、現場経費の削減に寄与している。 

  

（不動産事業等） 

  研究開発活動は特段行われていない。 



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間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】 

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等について、重要な変

更並びに重要な設備計画の完了はない。 

また、当中間連結会計期間において、あらたに確定した重要な設備の新設、除却等はない。 

  

  



第４ 【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】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

(注) 提出日(平成17年12月21日)現在の発行数には、平成17年12月１日以降の新株予約権の行使により発行された株式数は含まれ

ていない。 

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

2009年満期円建転換社債型新株予約権付社債(平成15年10月６日発行) 
  

  

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 400,000,000

計 400,000,000

種類 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成17年９月30日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成17年12月21日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容 

普通株式 277,957,513 277,957,513
東京証券取引所
市場第一部 

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式 

計 277,957,513 277,957,513 ― ― 

  
中間会計期間末現在
(平成17年９月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成17年11月30日) 

新株予約権の数(個) 10,000 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 21,276,595 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 470     同左 

新株予約権の行使期間 
平成15年11月４日～

平成21年10月16日 
    同左 

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) 

発行価格 470
資本組入額 235

同左 

新株予約権の行使の条件 

当社が本社債につき期限の利
益を喪失した場合には、以降
本新株予約権を行使すること
はできないものとする。ま
た、各本新株予約権の一部に
ついて行使請求することはで
きないものとする。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権は、転換社債型新

株予約権付社債に付されたも

のであり、社債からの分離譲

渡はできない。 

同左 

新株予約権付社債の残高(百万円) 10,000 同左 



2014年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(平成16年８月17日発行) 

  

  

  
中間会計期間末現在
(平成17年９月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成17年11月30日) 

新株予約権の数(個) 12,500 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 29,976,019 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 417     同左 

新株予約権の行使期間 
平成16年８月31日～

平成26年８月１日 
    同左 

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) 

発行価格 417
資本組入額 209

同左 

新株予約権の行使の条件 

各本新株予約権の一部につい

て行使請求することはできな

いものとする。 

平成21年６月30日までの期間

においては、本社債所持人

は、ある四半期の初日から最

終日までの期間において関連

する預託日（本社債の要項に

定義される。）が行使期間内

である場合で、かつ、当該四

半期の直前の四半期の最後の

取引日に終了する30連続取引

日のうちいずれかの20取引日

において、当社普通株式の終

値が転換価額の120％を超え

る場合に限って、本新株予約

権を行使することができる。

平成21年７月１日以降の期間

においては、本社債所持人

は、関連する預託日が行使期

間内である場合で、かつ、当

社普通株式の終値が少なくと

も１取引日において転換価額

の120％を超えた場合は、以

降いつでも、本新株予約権を

行使することができる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権は、転換社債型新

株予約権付社債に付されたも

のであり、社債からの分離譲

渡はできない。 

同左 

新株予約権付社債の残高(百万円) 12,500 同左 



2016年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(平成16年８月17日発行) 

  

  

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

  

  
中間会計期間末現在
(平成17年９月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成17年11月30日) 

新株予約権の数(個) 12,500 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 31,645,569 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 395      同左 

新株予約権の行使期間 
平成16年８月31日～ 

平成28年８月３日 
     同左 

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) 

発行価格 395 

資本組入額 198 
同左 

新株予約権の行使の条件 

各本新株予約権の一部につい

て行使請求することはできな

いものとする。 

平成22年６月30日までの期間

においては、本社債所持人

は、ある四半期の初日から最

終日までの期間において関連

する預託日（本社債の要項に

定義される。）が行使期間内

である場合で、かつ、当該四

半期の直前の四半期の最後の

取引日に終了する30連続取引

日のうちいずれかの20取引日

において、当社普通株式の終

値が転換価額の120％を超え

る場合に限って、本新株予約

権を行使することができる。

平成22年７月１日以降の期間

においては、本社債所持人

は、関連する預託日が行使期

間内である場合で、かつ、当

社普通株式の終値が少なくと

も１取引日において転換価額

の120％を超えた場合は、以

降いつでも、本新株予約権を

行使することができる。 

  

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権は、転換社債型新

株予約権付社債に付されたも

のであり、社債からの分離譲

渡はできない。 

同左 

新株予約権付社債の残高(百万円) 12,500 同左 

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) 

平成17年４月１日～ 
平成17年９月30日 

－ 277,957 － 23,513 － 20,780



(4) 【大株主の状況】 

平成17年９月30日現在 

(注) １ ザ バンク オブ ニユーヨーク トリーテイー ジヤスデツク アカウントのわが国の常任代理人は、株式会社東京三

菱銀行となっている。 

   ２ ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドンのわが国の常任代理人は、株式会社みずほコーポレート銀行

となっている。 

   ３ モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・リミテッドのわが国の常任代理人は、モルガン・ス

タンレー証券会社東京支店となっている。 

      ４ 株式会社みずほコーポレート銀行から平成16年11月15日付で提出された大量保有の状況に関する報告書により、平成16年

10月31日現在、株式会社みずほコーポレート銀行およびみずほ信託銀行は、それぞれ7,500千株、7,379千株を保有してい

る旨の報告を受けている。 

      ５ 大和住銀投信投資顧問株式会社から平成17年３月７日付で提出された大量保有の状況に関する報告書により、平成17年２

月28日現在、14,114千株保有している旨の報告を受けている。 

６ 野村證券株式会社から平成17年６月15日付で提出された大量保有の状況に関する報告書により、平成17年５月31日現在、

野村アセットマネジメント株式会社は、5,215千株保有している旨の報告を受けている。 

      ７ モルガン・スタンレー・ジャパン・リミテッドから平成17年７月13日付で提出された大量保有の状況に関する報告書によ

り、平成17年６月30日現在、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・リミテッドは、6,179

千株保有している旨の報告を受けている。 

      ８ 三井法律事務所より平成17年８月22日付で提出された大量保有の状況に関する報告書により、平成17年 ８月11日現在、

スレッドニードル・アセット・マネジメント・ホールディングス・リミテッドは、14,120千株保有している旨の報告を受

けている。 

      ９ ゴールドマン・サックス証券会社から平成17年10月14日付で提出された大量保有の状況に関する報告書により、平成17年

９月30日現在、ゴールドマン・サックス・インターナショナルおよびゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーは、

それぞれ8,932千株、6,888千株を保有している旨の報告を受けている。 

      10 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループから平成17年11月15日付で提出された大量保有の状況に関する報告書によ

り、平成17年10月31日現在、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は、10,487千株保有している旨の報告を受けている。 

      11 上記４～10については、当中間会計期間末の実質所有株式数の確認ができないので、上記大株主の状況には含めておりま

せん。 

  

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１－８－１１ 31,068 11.18 

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２－１１－３ 28,413 10.22 

日本トラステ ィ・サ ービス 
信 託 銀 行 株 式 会 社 
（ 信 託 口 ４ ） 

東京都中央区晴海１－８－１１ 16,331  5.88 

ザ バンク オブ ニユーヨーク 
トリーテイー  ジヤスデツク 
ア カ ウ ン ト 

AVENUE DES ARTS, 35 KUNSTLAAN, 

1040 BRUSSELS, BELGIUM 
8,865  3.19 

ザ  チェース  マンハッタン 
バンク  エヌエイ  ロンドン 

WOOLGATE HOUSE, COLEMAN STREET 

LONDON EC2P 2HD, ENGLAND 
8,690  3.13 

全国共済農業協同組合連合会 
東京都千代田区平河町２－７－９ 
全共連ビル 

7,092  2.55 

株式会社みずほコーポレート銀行 東京都千代田区丸の内１－３－３ 5,400  1.94 

明治安 田生命保 険相互 会社 東京都千代田区丸の内２－１－１ 5,063  1.82 

み ず ほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 東京都中央区八重洲１－２－１ 5,050  1.82 

モ ル ガ ン ・ ス タ ン レ ー ・ 
ア ン ド ・ カ ン パ ニ ー ・ 
インターナショナル・リミテッド 

25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF, 

LONDON E144QA ENGLAND 
4,474  1.61 

計 ― 120,446 43.33 



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成17年９月30日現在 

(注) 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式203株が含まれている。 

  

② 【自己株式等】 

平成17年９月30日現在 

  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

(注) 最高・最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。 

  

３ 【役員の状況】 

  該当事項なし。 

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  394,000

―
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

275,578,000 
275,578 同上 

単元未満株式 
普通株式 

1,985,513 
― 同上 

発行済株式総数 277,957,513 ― ― 

総株主の議決権 ― 275,578 ― 

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) 
西松建設株式会社 

東京都港区虎ノ門 
一丁目20番10号 

394,000 － 394,000 0.14

計 ― 394,000 － 394,000 0.14

月別 平成17年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高(円) 414 403 401 409 437 487

最低(円) 372 360 364 394 395 413



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間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11年大蔵省令第

24号。以下「中間連結財務諸表規則」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。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。

以下「中間財務諸表等規則」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。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日ま

で)及び当中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の中間連結財務諸表並びに前中間会計期間

(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)及び当中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の

中間財務諸表について、監査法人芹沢会計事務所により中間監査を受けている。 

  

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

  

  
前中間連結会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

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) 
構成比
(％) 

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

現金預金 104,578 68,554 107,601 

受取手形・完成工事 
未収入金等 

57,493 79,381 111,601 

未成工事支出金 271,538 261,454 219,576 

その他たな卸資産 41,278 36,606 38,493 

その他 42,493 46,501 43,492 

貸倒引当金 △2,832 △1,547 △1,777 

流動資産合計 514,548 71.9 490,951 69.9 518,987 72.1

Ⅱ 固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 ※１ 36,055 33,724 35,016 

土地 ※２ 42,999 43,928 42,746 

その他 ※３ 3,375 3,211 3,759 

有形固定資産合計 82,431 80,864 81,523 

無形固定資産 348 456 321 

投資その他の資産   

投資有価証券 ※４ 59,347 84,150 68,147 

その他 ※５ 69,585 52,381 56,679 

貸倒引当金 △10,990 △6,070 △5,862 

投資その他の資産合計 117,942 130,462 118,965 

固定資産合計 200,722 28.1 211,783 30.1 200,809 27.9

資産合計 715,271 100.0 702,735 100.0 719,796 100.0

      



  

  

  
前中間連結会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

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) 
構成比
(％) 

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

支払手形・工事未払金等 98,966 111,812 130,817 

短期借入金 30,393 33,172 34,562 

転換社債 
(１年以内償還予定) 

30,000 － 30,000 

未成工事受入金 215,018 194,198 168,894 

引当金 2,870 4,860 4,446 

預り金 － 35,196 37,207 

その他 49,269 14,020 18,543 

流動負債合計 426,518 59.6 393,260 56.0 424,471 59.0

Ⅱ 固定負債   

社債 40,000 40,000 40,000 

新株予約権付社債 35,000 35,000 35,000 

長期借入金 8,065 4,375 4,065 

退職給付引当金 12,312 13,306 13,281 

その他 15,579 23,247 17,308 

固定負債合計 110,957 15.5 115,929 16.5 109,654 15.2

負債合計 537,475 75.1 509,190 72.5 534,126 74.2

(少数株主持分)   

少数株主持分 5 0.0 6 0.0 5 0.0

(資本の部)   

Ⅰ 資本金 23,513 3.3 23,513 3.3 23,513 3.3

Ⅱ 資本剰余金 20,780 2.9 20,780 2.9 20,780 2.9

Ⅲ 利益剰余金 116,165 16.3 117,270 16.7 118,851 16.5

Ⅳ その他有価証券評価差額金 17,439 2.4 32,114 4.6 22,645 3.1

Ⅴ 自己株式 △109 △0.0 △140 △0.0 △126 △0.0

資本合計 177,789 24.9 193,538 27.5 185,664 25.8

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

715,271 100.0 702,735 100.0 719,796 100.0

      



② 【中間連結損益計算書】 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度 
要約連結損益計算書 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

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) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高   
完成工事高 145,967 141,749 432,749 
不動産事業等売上高 6,888 6,266 17,178 
売上高合計 152,855 100.0 148,015 100.0 449,927 100.0

Ⅱ 売上原価   
完成工事原価 135,506 132,001 401,486 
不動産事業等売上原価 5,288 4,205 14,319 
売上原価合計 140,795 92.1 136,206 92.0 415,806 92.4
売上総利益   
完成工事総利益 10,461 9,748 31,262 
不動産事業等総利益 1,599 2,060 2,858 
売上総利益合計 12,060 7.9 11,808 8.0 34,121 7.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 11,308 7.4 10,114 6.8 22,553 5.0
営業利益 752 0.5 1,694 1.2 11,567 2.6

Ⅳ 営業外収益   
受取利息 191 202 475 
受取配当金 493 529 672 
信託配当金 － 311 594 
満期保険金 903 － 904 
その他 867 1,089 991 
営業外収益合計 2,456 1.6 2,133 1.4 3,638 0.8

Ⅴ 営業外費用   
支払利息 461 546 1,180 
信託財産償却費 274 238 549 
匿名組合損失負担金 356 － 343 
その他 188 392 538 
営業外費用合計 1,281 0.8 1,176 0.8 2,611 0.6
経常利益 1,927 1.3 2,650 1.8 12,594 2.8

Ⅵ 特別利益   
前期損益修正益 67 87 177 
投資有価証券売却益 4,045 143 4,270 
その他特別利益 － － 865 
特別利益合計 4,112 2.7 231 0.2 5,313 1.1

Ⅶ 特別損失   
前期損益修正損 2 158 38 
固定資産売却損 ※２ － 249 59 
固定資産除却損 ※３ － 159 － 
投資有価証券売却損 － 114 － 
投資有価証券評価損 159 － － 

退職給付会計基準 
変更時差異償却 

815 － 1,631 

特別退職金 ※４ 192 － － 
貸倒引当金繰入額 3,786 － 1,377 
貸倒損失 － － 2,825 
その他 232 194 3,691 
特別損失合計 5,188 3.4 875 0.6 9,623 2.1
税金等調整前中間 
（当期）純利益 

852 0.6 2,006 1.4 8,284 1.8

法人税、住民税 
及び事業税 

※５ 439 1,049 4,563 

法人税等調整額 － － 622 
少数株主利益 0 0 0 
中間(当期)純利益 412 0.3 956 0.6 3,098 0.7

      



③ 【中間連結剰余金計算書】 

  

  

  
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度 
連結剰余金計算書 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

(資本剰余金の部)     

Ⅰ 資本剰余金期首残高   20,780 20,780   20,780

      

Ⅱ 資本剰余金 
  中間期末(期末)残高 

  20,780 20,780   20,780

      

(利益剰余金の部)     

Ⅰ 利益剰余金期首残高   118,263 118,851   118,263

Ⅱ 利益剰余金増加高     

中間(当期)純利益   412 956   3,098

Ⅲ 利益剰余金減少高     

株主配当金 2,499 2,498 2,499 

取締役賞与金 11 2,510 38 2,536 11 2,510

Ⅳ 利益剰余金 
  中間期末(期末)残高 

  116,165 117,270   118,851

      



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

  

   
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度 
要約連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

  

税金等調整前中間 
(当期)純利益 

 852 2,006 8,284

減価償却費  1,344 1,207 2,691

貸倒引当金の増減額 
(減少：△) 

 3,159 △23 △3,023

退職給付引当金の増減額 
(減少：△) 

 918 24 1,887

受取利息及び受取配当金  △685 △732 △1,148

支払利息  461 546 1,180

投資有価証券売却損益 
(売却益：△) 

 △4,045 △29 △4,269

売上債権の増減額 
(増加：△) 

 40,521 32,220 △13,587

未成工事支出金の増減額 
(増加：△) 

 △22,786 △41,878 29,175

その他たな卸資産の 
増減額(増加：△) 

 △1,592 2,066 1,154

その他資産の増減額 
(増加：△) 

 △1,646 △4,813 3,256

仕入債務の増減額 
(減少：△) 

 △32,772 △19,005 △920

未成工事受入金の増減額 
(減少：△) 

 7,115 25,303 △39,008

その他負債の増減額 
(減少：△) 

 △7,948 △1,791 △4,800

取締役賞与の支払額  △11 △38 △11

その他  △551 491 72

小計  △17,665 △4,446 △19,066

利息及び配当金の受取額  741 706 1,194

利息の支払額  △461 △417 △1,182

法人税等の支払額  △2,678 △5,419 △3,472

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 △20,062 △9,576 △22,526



  

  

    
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度 
要約連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

  

投資有価証券の取得による 
支出 

 △613 △538 △863

投資有価証券の売却による 
収入 

 5,589 254 5,976

有形固定資産等の取得によ
る支出 

 △432 △1,735 △919

有形固定資産等の売却によ
る収入 

 10 410 96

貸付けによる支出  △2,460 △548 △5,978

貸付金の回収による収入  1,682 3,034 2,428

その他  8,806 3,545 17,516

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 12,583 4,423 18,256

Ⅲ 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 
(減少：△) 

 △55 △70 714

長期借入れによる収入  － 3,230 580

長期借入金の返済による 
支出 

 △1,000 △4,240 △2,180

新株予約権付社債の発行に
よる収入 

 24,933 － 24,929

転換社債の償還による支出  － △30,000 －

配当金の支払額  △2,499 △2,498 △2,499

その他  △358 △406 △480

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 21,020 △33,985 21,063

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
換算差額 

 113 92 △115

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
増減額(減少：△) 

 13,654 △39,046 16,677

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
期首残高 

 90,923 107,601 90,923

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

 104,578 68,554 107,601

    



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

  

  
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 連結の範囲に関す

る事項 

(1) 連結子会社の数及び名

称 

   １社 松栄不動産㈱ 

(1)    同左 (1)    同左 

  (2) 主要な非連結子会社名

等 

   ㈱コンケム 

   非連結子会社は、い

ずれも小規模会社で

あり、合計の総資

産、売上高、中間純

損益(持分に見合う

額)及び利益剰余金

(持分に見合う額)等

は、いずれも中間連

結財務諸表に重要な

影響を及ぼしていな

い。 

(2) 主要な非連結子会社名

等 

  ㈱西松ビルサービス 

  非連結子会社は、いず

れも小規模会社であ

り、合計の総資産、売

上高、中間純損益(持

分に見合う額)及び利

益剰余金(持分に見合

う額)等は、いずれも

中間連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしてい

ない。 

(2) 主要な非連結子会社名

等 

   ㈱西松ビルサービス 

   非連結子会社は、い

ずれも小規模会社で

あり、合計の総資

産、売上高、当期純

損益(持分に見合う

額)及び利益剰余金

(持分に見合う額)等

は、いずれも連結財

務諸表に重要な影響

を及ぼしていない。 

２ 持分法の適用に関

する事項 

(1) 非連結子会社及び関連

会社に対する投資につ

いて持分法を適用して

いない。 

(1)    同左 (1)    同左 

  (2) 持分法を適用しない主

要な非連結子会社名及

び関連会社名等 

   持分法非適用の主要

な非連結子会社名 

    ㈱コンケム 

   持分法非適用の主要

な関連会社名 

   泰国西松建設㈱ 

(2) 持分法を適用しない主

要な非連結子会社名及

び関連会社名等 

   持分法非適用の主要

な非連結子会社名 

   ㈱西松ビルサービス 

   持分法非適用の主要

な関連会社名 

   泰国西松建設㈱ 

(2) 持分法を適用しない主

要な非連結子会社名及

び関連会社名等 

   持分法非適用の主要

な非連結子会社名 

   ㈱西松ビルサービス 

   持分法非適用の主要

な関連会社名 

   泰国西松建設㈱ 

     持分法非適用の非連

結子会社及び関連会

社は、それぞれ中間

純損益(持分に見合

う額)及び利益剰余

金(持分に見合う額)

等からみて、持分法

の対象から除いても

中間連結財務諸表に

及ぼす影響が軽微で

あり、かつ全体とし

ても重要性がないた

め、持分法の適用か

ら除外している。 

   持分法非適用の非連

結子会社及び関連会

社は、それぞれ中間

純損益(持分に見合

う額)及び利益剰余

金(持分に見合う額)

等からみて、持分法

の対象から除いても

中間連結財務諸表に

及ぼす影響が軽微で

あり、かつ全体とし

ても重要性がないた

め、持分法の適用か

ら除外している。 

持分法非適用の非連

結子会社及び関連会

社は、それぞれ当期

純損益(持分に見合

う額)及び利益剰余

金(持分に見合う額)

等からみて、持分法

の対象から除いても

連結財務諸表に及ぼ

す影響が軽微であ

り、かつ全体として

も重要性がないた

め、持分法の適用か

ら除外している。 

３ 連結子会社の(中

間)決算日等に関

する事項 

連結子会社の中間決算日

は、中間連結財務諸表提出

会社と同一である。 

同左 連結子会社の決算日は、連

結財務諸表提出会社と同一

である。 



  

  

  
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

４ 会計処理基準に関

する事項 

      

 (1) 重要な資産の評

価基準及び評価

方法 

有価証券 

 満期保有目的の債券 

  償却原価法 

同左 有価証券 

 満期保有目的の債券 

  償却原価法 

   その他有価証券 

  時価のあるもの 

   中間決算日の市場価

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。) 

  時価のないもの 

   移動平均法による原

価法 

   その他有価証券 

  時価のあるもの 

   決算期末日の市場価

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。) 

  時価のないもの 

   移動平均法による原

価法 

  たな卸資産 

未成工事 
支出金 

個別法によ
る原価法 

販売用
不動産 

個別法によ
る原価法 

不動産事業 
等支出金 

個別法によ
る原価法 

材料貯蔵品 
  
  

移動平均法
による原価
法 

同左 同左 

 (2) 重要な減価償却

資産の減価償却

の方法 

有形固定資産 

 定率法によっている。 

 ただし、平成10年４月１

日以降取得した建物(建

物附属設備を除く)につ

いては、定額法によって

いる。 

 なお、耐用年数および残

存価額については、法人

税法に規定する方法と同

一の基準によっている。 

同左 同左 

  無形固定資産 

 定額法によっている。 

 なお、自社利用のソフト

ウェアについては、社内

における利用可能期間

(５年)に基づく定額法に

よっている。 

同左 同左 

 (3) 重要な引当金の

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。 

同左 同左 



  

  

  
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

  完成工事補償引当金 

 完成工事にかかる瑕疵補

修等の費用に充てるた

め、当中間連結会計期間

末に至る１年間の完成工

事高に対し、過去の一定

期間における補償実績率

による算定額を計上して

いる。 

同左 完成工事補償引当金 

 完成工事にかかる瑕疵補

修等の費用に充てるた

め、当連結会計年度の完

成工事高に対し、過去の

一定期間における補償実

績率による算定額を計上

している。 

  賞与引当金 

 従業員及び使用人兼務役

員に対して支給する賞与

に充てるため、支給見込

額に基づき計上してい

る。 

同左 同左 

  ――――――― 工事損失引当金 

中間期末繰越工事のう

ち将来の損失発生が見

込まれ、その損失額が

合理的に見積ることが

できる場合に、その損

失見込額を計上してい

る。 

工事損失引当金 

期末繰越工事のうち将来

の損失発生が見込まれ、

その損失額が合理的に見

積ることができる場合

に、その損失見込額を計

上している。 

  退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度

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、当中間連結会計

期間末において発生して

いると認められる額を計

上している。 

 なお、会計基準変更時差

異(8,156百万円)は、５

年による均等額を費用処

理している。 

 また、数理計算上の差異

は、各連結会計年度の発

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(10年)による定

額法により按分した額を

それぞれ発生の翌連結会

計年度から費用処理する

こととしている。 

退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度

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、当中間連結会計

期間末において発生して

いると認められる額を計

上している。 

 なお、数理計算上の差異

は、各連結会計年度の発

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(10年)による定

額法により按分した額を

それぞれ発生の翌連結会

計年度から費用処理する

こととしている。 

退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度

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。 

 なお、会計基準変更時差

異(8,156百万円)につい

ては、５年による均等額

を費用処理している。 

 また、数理計算上の差異

は、各連結会計年度の発

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(10年)による定

額法により按分した額を

それぞれ発生の翌連結会

計年度から費用処理する

こととしている。 

 (4) 重要なリース取

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 同左 



  

  

  
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 (5) 重要なヘッジ

会計の方法 

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。なお、

振当処理の要件を満たし

ている為替予約及び通貨

スワップについては振当

処理に、特例処理の要件

を満たす金利スワップに

ついては特例処理によっ

ている。 

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。なお、

特例処理の要件を満たす

金利スワップについては

特例処理によっている。 

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。なお、

振当処理の要件を満たし

ている為替予約及び通貨

スワップについては振当

処理に、特例処理の要件

を満たす金利スワップに

ついては特例処理によっ

ている。 

  ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 為替予約、 

通貨スワッ 

プ及び金利 

スワップ 

ヘッジ対象 外貨建予定 

取引、借入 

金及び預り 

金 

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 借入金及び

預り金 

ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 為替予約、 

通貨スワッ 

プ及び金利 

スワップ 

ヘッジ対象 外貨建予定 

取引、借入 

金及び預り 

金 

  ヘッジ方針 

為替変動リスクを回避す

る目的で為替予約及び通

貨スワップを、また金利

変動リスクを回避する目

的で金利スワップ取引を

行っている。 

ヘッジ方針 

金利変動リスクを回避す

る目的で金利スワップ取

引を行っている。 

ヘッジ方針 

為替変動リスクを回避す

る目的で為替予約及び通

貨スワップを、また金利

変動リスクを回避する目

的で金利スワップ取引を

行っている。 

  ヘッジ有効性評価の方法 

中間連結会計期間末日及

び決済日に予約レート及

びスワップレートと同日

の直物相場によるレート

比較により評価を行って

いる。ただし、特例処理

によっている金利スワッ

プについては、有効性の

評価を省略している。 

ヘッジ有効性評価の方法 

すべて特例処理によって

いる金利スワップのた

め、有効性の評価を省略

している。 

ヘッジ有効性評価の方法 

期末日及び決済日に予約

レート及びスワップレー

トと同日の直物相場によ

るレート比較により評価

を行っている。ただし、

特例処理によっている金

利スワップについては、

有効性の評価を省略して

いる。 

 (6) その他(中間)

連結財務諸表

作成のための

基本となる重

要な事項 

消費税及び地方消費税に相

当する額の会計処理 

 消費税及び地方消費税に

相当する額の会計処理

は、税抜方式によってい

る。 

消費税及び地方消費税に

相当する額の会計処理 

同左 

消費税及び地方消費税に相

当する額の会計処理 

同左 



  

  

  
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

  

  

信託財産の会計処理の方

法 

 信託銀行から送付され

てくる決算報告書に基

づき、貸借対照表項目

は「不 動 産 信 託 受 益

権」勘 定 と し て 処 理

し、投資その他の資産

の「その他」に含めて

表示している。損益計

算書項目は、信託配当

金を営業外収益の「そ

の 他」に 含 め て 処 理

し、信託財産の減価償

却費を営業外費用の

「信託財産償却費」と

して処理している。 

 なお、収益及び費用の

認識基準は発生基準に

よっている。 

信託財産の会計処理の方

法 

 信託銀行から送付され

てくる決算報告書に基

づき、貸借対照表項目

は「不 動 産 信 託 受 益

権」勘 定 と し て 処 理

し、投資その他の資産

の「その他」に含めて

表示している。損益計

算書項目は、信託配当

金を営業外収益の「信

託配当金」として処理

し、信託財産の減価償

却費を営業外費用の

「信託財産償却費」と

して処理している。 

 なお、収益及び費用の

認識基準は発生基準に

よっている。 

信託財産の会計処理の方法 

 信託銀行から送付されて

くる決算報告書に基づ

き、貸借対照表項目は

「不動産信託受益権」勘

定として処理し、投資そ

の他の資産の「その他」

に含めて表示している。

損益計算書項目は、営業

外収益の「信託配当金」

及び営業外費用の「信託

財産償却費」として処理

している。 

 なお、収益及び費用の認

識基準は発生基準によっ

ている。 

５ (中間)連結キャッ

シュ・フロー計算

書における資金の

範囲 

手許現金、随時引き出し

可能な預金及び容易に換

金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得

日から３か月以内に償還

期限の到来する短期投資

からなる。 

同左 同左 



表示方法の変更 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

(中間連結貸借対照表関係) 

流動負債の「預り金」(当中間連結会計期間末35,754百

万円)は負債、少数株主持分及び資本の合計額の100分の

５以下であるため、流動負債の「その他」に含めて表示

することに変更した。 

  

(中間連結損益計算書関係) 

営業外収益の「満期保険金」は営業外収益総額の100分

の10を超えたため区分掲記した。なお、前中間連結会計

期間は営業外収益の「その他」に116百万円含まれてい

る。 

  

営業外費用の「匿名組合損失負担金」は、営業外費用総

額の100分の10を超えたため区分掲記した。なお、前中

間連結会計期間は営業外費用の「その他」に39百万円含

まれている。 

  

営業外費用の「社債発行費償却」(当中間連結会計期間

66百万円)は、営業外費用総額の100分の10以下の為、当

中間連結会計期間より営業外費用の「その他」に含めて

表示している。 

  

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

「資産評価損等」は、当中間連結会計期間から営業活動

によるキャッシュ・フローの「その他」として表示する

こととした。 

  

従来、区分掲記していた「その他投資による支出」(当

中間連結会計期間744百万円)及び「その他投資金の回収

による収入」(当中間連結会計期間9,551百万円)は、統

合して投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」

として表示することに変更した。 

  

従来、区分掲記していた「従業員預り金の増減額(減

少：△)」(当中間連結会計期間△349百万円)、「自己株

式の増減額(増加：△)」(当中間連結会計期間△9百万

円)及び「少数株主への配当金の支払額」(当中間連結会

計期間△0百万円)は、統合して財務活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」として表示することに変更し

た。 

(中間連結貸借対照表関係) 

流動負債の「預り金」(前中間連結会計期間末35,754百

万円)は負債、少数株主持分及び資本の合計額の100分の

５を超えたため区分掲記した。なお、前中間連結会計期

間末は流動負債の「その他」に含めて表示している。 

  

(中間連結損益計算書関係) 

営業外収益の「信託配当金」(前中間連結会計期間173百

万円)は営業外収益総額の100分の10を超えたため区分掲

記した。なお、前中間連結会計期間は営業外収益の「そ

の他」に含めて表示している。 

  

特別損失の「固定資産除却損」(前中間連結会計期間

5百万円)は特別損失総額の100分の10を超えたため区分

掲記した。なお、前中間連結会計期間は特別損失の「そ

の他」に含めて表示している。 

  

特別損失の「投資有価証券評価損」(当中間連結会計期

間71百万円)及び「特別退職金」(当中間連結会計期間

53百万円)は、特別損失総額の100分の10以下の為、当中

間連結会計期間より特別損失の「その他」に含めて表示

している。 

  



追加情報 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

――――― 平成16年４月20日に発生した、

当社施工中のシンガポール地下鉄マ

リナラインＣ８２４工区における開

削トンネル崩壊事故の工事損失額に

ついては、現在、関係者と負担関係

について協議中であるが、当期末ま

でにその損失額を合理的に見積るこ

とができる場合には、工事損失引当

金を計上する予定である。その場

合、下半期以降の当社の財政状態及

び経営成績に重要な影響を与える可

能性がある。 

平成16年４月20日に発生した、

当社施工中のシンガポール地下鉄マ

リナラインＣ８２４工区における開

削トンネル崩壊事故について、シン

ガポール政府事故調査委員会の結論

が、平成17年５月13日に発表され

た。今後、工事損失の負担関係につ

いて関係者との協議が行われる予定

であるが、その結果次第では、次期

以降の当社の財政状態及び経営成績

に重要な影響を与える可能性があ

る。 



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

  

前中間連結会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末
(平成17年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成17年３月31日) 

１ ※１、※３有形固定資産の減価

償却累計額 

42,021百万円 

１ ※１、※３有形固定資産の減価

償却累計額 

42,793百万円 

１ ※１、※３有形固定資産の減価

償却累計額 

43,063百万円 

２(1) 下記の資産は、関連会社等の

借入金の物上担保に供してい

る。 

※１建物・構築物 3,047百万円

※２土地 3,215 

※４投資有価証券 23 

  計 6,286 

２(1) 下記の資産は、関連会社等の

借入金の物上担保に供してい

る。 

※１建物・構築物 2,899百万円

※２土地 3,215

※４投資有価証券 167

  計 6,282

２(1) 下記の資産は、関連会社等の

借入金の物上担保に供してい

る。 

※１建物・構築物 2,968百万円

※２土地 3,215 

※４投資有価証券 93 

 計 6,277 

 (2) 下記の資産は、工事契約保証

等の担保に供している。 

※４投資有価証券 621百万円

 (2) 下記の資産は、工事契約保証

等の担保に供している。 

※４投資有価証券 45百万円

 (2) 下記の資産は、工事契約保証

等の担保に供している。 

※４投資有価証券 699百万円

３ ※４このうち、株式消費貸借契

約に基づく貸付が20,831百万円

含まれている。 

３ ※４このうち、株式消費貸借契

約に基づく貸付が29,849百万円

含まれている。 

３ ※４このうち、株式消費貸借契

約に基づく貸付が23,480百万円

含まれている。 

４ ※５このうち不動産信託受益権

8,065百万円に関する主な信託

財産は下記のとおりである。 

(資産)     

信託土地 8,014 百万円 

信託建物 8,079   

(負債)     

借入金 8,398   

４ ※５このうち不動産信託受益権

7,755百万円に関する主な信託

財産は下記のとおりである。 

(資産)     

信託土地 8,014 百万円 

信託建物 7,566   

(負債)     

借入金 8,194   

４ ※５このうち不動産信託受益権

7,891百万円に関する主な信託

財産は下記のとおりである。 

(資産)     

信託土地 8,014 百万円 

信託建物 7,804   

(負債)     

借入金 8,296   

５ 下記の会社の金融機関等からの

借入金他について保証を行って

いる。 

  

――――― 

㈱健康科学医療
センター 

2,800百万円

㈱厚生 1,600 

リバー産業㈱ 847 

三幸建設工業㈱ 500 

㈱大京 486 

㈱アーバンコー
ポレイション 

357 

㈱江坂南パーキ
ングサービス 

291 

㈱マリモ 253 

㈱環商事 216 

その他８社 460 

計 7,813 

５ 下記の会社の金融機関等からの

借入金他について保証を行って

いる。 

  

６ 受取手形裏書譲渡高 

77百万円 

㈱健康科学医療
センター 

2,800百万円

リバー産業㈱ 2,117

㈱厚生 1,500

㈱大京 918

㈱マリモ 646

三幸建設工業㈱ 400

㈱環商事 302

㈱江坂南パーキ
ングサービス 

269

㈱アーバンコー
ポレイション 

230

その他９社 739

計 9,923

５ 下記の会社の金融機関等からの

借入金他について保証を行って

いる。 

    
  

  

  

  

――――― 
  

㈱健康科学医療
センター 

2,800百万円

㈱厚生 1,600 
リバー産業㈱ 1,526 
三幸建設工業㈱ 900 
㈱大京 535 

㈱マリモ 359 

㈱江坂南パーキ
ングサービス 

280 

その他９社 697 

計 8,699 



  

前中間連結会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末
(平成17年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成17年３月31日) 

――――― ７ 当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため、取引銀行20行と

貸出コミットメント契約を締結

している。 

   貸出コミットメント総額 

   20,000百万円 

   当中間連結会計期間末の

借入実行残高 

－ 百万円 

――――― 



(中間連結損益計算書関係) 

  

  

  

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ ※１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 4,710百万円

退職給付費用 461 

賞与引当金 
繰入額 

163 

１ ※１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 4,355百万円

退職給付費用 480

賞与引当金
繰入額 

127

１ ※１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 9,459百万円

退職給付費用 899 

  

――――― ２ ※２固定資産売却損の内訳は、

次のとおりである。 

建 物 202百万円
土 地 46
 計 249

２  ※２固定資産売却損の内訳

は、次のとおりである。 

土 地 43百万円
機 械 16 
計 59 

――――― ３ ※３固定資産除却損の内訳は、

次のとおりである。 

建 物 159百万円
 計 159

――――― 

２ 当社グループの売上高は、通常

の営業の形態として、上半期に

比べ下半期に完成する工事の割

合が大きいため、連結会計年度

の上半期の売上高と下半期の売

上高との間に著しい相違があ

り、上半期と下半期の業績に季

節的変動がある。 

４      同左 ――――― 

３ ※５当中間連結会計期間におけ

る税金費用については、簡便法

による税効果会計を適用してい

るため、法人税等調整額は「法

人税、住民税及び事業税」に含

めて表示している。 

５      同左 ――――― 

４ ※４特別退職金は、早期退職者

に対する退職加算金である。 

――――― ――――― 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

  現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間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16年９月30日) 

 現金預金 
 勘定 

104,578百万円

 現金及び 
 現金同等物 

104,578 

  現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間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17年９月30日) 

 現金預金
 勘定 

68,554百万円

 現金及び
 現金同等物 

68,554

  現金及び現金同等物の期末残高

と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17年３月31日) 

現金預金
 勘定 

107,601百万円

現金及び
 現金同等物 

107,601 



(リース取引関係) 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

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 

 (1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額 

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 

 (1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額 

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 

 (1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び期末残高相当額 

  
取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

中間 
期末残高
相当額 
(百万円)

工具器具 
備品 271 170 100

車両運搬具 24 5 18

合計 295 176 119

  
取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円)

中間
期末残高
相当額 
(百万円)

機械装置 7 3 4

工具器具 
備品 199 136 63

車両運搬具 65 26 38

合計 272 166 105

 
取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円)

機械装置 7 2 4 

工具器具
備品 283 198 85 

車両運搬具 28 10 18 

合計 319 210 108 

   なお、取得価額相当額は、未

経過リース料中間期末残高が

有形固定資産の中間期末残高

等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定し

ている。 

同左    なお、取得価額相当額は、未

経過リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子

込み法により算定している。 

 (2) 未経過リース料中間期末残高

相当額 

１年内 55百万円

１年超 63 

合計 119 

 (2) 未経過リース料中間期末残高

相当額 

１年内 47百万円

１年超 58

合計 105

 (2) 未経過リース料期末残高相当

額 

１年内 53百万円

１年超 55 

合計 108 

   なお、未経過リース料中間期

末残高相当額は、未経過リー

ス料中間期末残高が有形固定

資産の中間期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子

込み法により算定している。 

同左    なお、未経過リース料期末残

高相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期

末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により

算定している。 

 (3) 支払リース料及び減価償却費

相当額 

支払リース料 25百万円

減価償却費 
相当額 

25百万円

 (3) 支払リース料及び減価償却費

相当額 

支払リース料 31百万円

減価償却費
相当額 

31百万円

 (3) 支払リース料及び減価償却費

相当額 

支払リース料 57百万円

減価償却費 
相当額 

57百万円

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法に

よっている。 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 



(有価証券関係) 

有価証券 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

  

  

２ その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

  

  

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び(中間)連結貸借対照表計上額 

  

種類 

前中間連結会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末
(平成17年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成17年３月31日) 

中間連結 
貸借対照 
表計上額 
(百万円) 

時価 
  

(百万円) 

  
差額 
  

(百万円) 

中間連結
貸借対照
表計上額
(百万円)

時価 
  

(百万円)

差額 
  

(百万円)

連結貸借
対照表 
計上額 
(百万円)

  
時価 
  

(百万円) 

  
差額 
  

(百万円)

国債 45 44 △1 45 45 0 45 45 0

合計 45 44 △1 45 45 0 45 45 0

種類 

前中間連結会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末
(平成17年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成17年３月31日) 

  
取得原価 
  

(百万円) 

中間連結 
貸借対照 
表計上額 
(百万円) 

  
差額 
  

(百万円) 

取得原価
  

(百万円)

中間連結
貸借対照
表計上額
(百万円)

差額 
  

(百万円)

取得原価
  

(百万円)

連結貸借 
対照表 
計上額 
(百万円) 

  
差額 
  

(百万円)

(1) 株式   (注) 22,238 51,072 28,834 22,802 75,912 53,109 22,526 59,977 37,451

(2) その他 204 206 2 205 213 8 204 209 4

合計 22,442 51,279 28,837 23,008 76,126 53,118 22,730 60,187 37,456

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

(注) その他有価証券で時価のある

株式について減損処理を行い、

投資有価証券評価損145百万円

を計上している。 

(注) その他有価証券で時価のある

株式について減損処理を行い、

投資有価証券評価損63百万円を

計上している。 

――――― 

種類 
前中間連結会計期間末
(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末
(平成17年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成17年３月31日) 

(満期保有目的の債券)  

非上場債券       (百万円) 300 450 300

(その他有価証券)  

非上場株式(店頭売買株式を除く) 
(百万円) 

6,032 5,634 5,825

非上場優先出資証券   (百万円) 1,000 1,000 1,000



(デリバティブ取引関係) 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

デリバティブ取引にはヘッジ会計を

適用しているので、該当事項はな

い。 

  

同左 

  

同左 



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間 (平成16年４月１日～平成16年９月30日) 

  

  

当中間連結会計期間 (平成17年４月１日～平成17年９月30日) 

  

  

前連結会計年度 (平成16年４月１日～平成17年３月31日) 

  

(注) １ 事業区分の方法 

日本標準産業分類及び(中間)連結損益計算書の売上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事業の内容 

建設事業：土木・建築その他建設工事全般に関する事業 

不動産事業等：不動産の販売、賃貸事業等に関する事業 

  

  
建設事業 
(百万円) 

不動産事業等
(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 

145,967 6,888 152,855 － 152,855

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

－ 592 592 (  592) －

計 145,967 7,480 153,447 ( 592) 152,855

営業費用 145,953 6,741 152,695 ( 592) 152,103

営業利益 13 738 752 － 752

  
建設事業 
(百万円) 

不動産事業等
(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 

141,749 6,266 148,015 － 148,015

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

1,455 592 2,047 (  2,047) －

計 143,204 6,858 150,063 (  2,047) 148,015

営業費用 142,733 5,604 148,337 (  2,016) 146,321

営業利益 471 1,254 1,725 (     31) 1,694

  
建設事業 
(百万円) 

不動産事業等
(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 

432,749 17,178 449,927 － 449,927

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

10 1,184 1,195 (  1,195) －

計 432,760 18,363 451,123 (  1,195) 449,927

営業費用 422,237 17,318 439,556 (  1,195) 438,360

営業利益 10,522 1,045 11,567 － 11,567



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間 (平成16年４月１日～平成16年９月30日) 

  

  

当中間連結会計期間 (平成17年４月１日～平成17年９月30日) 

  

  

前連結会計年度(平成16年４月１日～平成17年３月31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 

(1) 東南アジア……………香港、タイ、シンガポール 

(2) その他の地域…………英国 

  

  
日本 
(百万円) 

東南アジア
(百万円) 

その他の地域
(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 

136,829 16,026 － 152,855 － 152,855

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

－ － － － － －

計 136,829 16,026 － 152,855 － 152,855

営業費用 135,983 16,062 57 152,103 － 152,103

営業利益又は 
営業損失(△) 

845 △36 △57 752 － 752

  
日本 
(百万円) 

東南アジア
(百万円) 

その他の地域
(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 

124,993 20,792 2,230 148,015 － 148,015

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

－ － － － － －

計 124,993 20,792 2,230 148,015 － 148,015

営業費用 123,260 20,914 2,146 146,321 － 146,321

営業利益又は 
営業損失(△) 

1,732 △122 83 1,694 － 1,694

  
日本 
(百万円) 

東南アジア
(百万円) 

その他の地域
(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 

387,631 40,099 22,196 449,927 － 449,927

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

－ － － － － －

計 387,631 40,099 22,196 449,927 － 449,927

営業費用 376,010 40,521 21,828 438,360 － 438,360

営業利益又は 
営業損失(△) 

11,620 △421 368 11,567 － 11,567



【海外売上高】 

前中間連結会計期間 (平成16年４月１日～平成16年９月30日) 

  

  

当中間連結会計期間 (平成17年４月１日～平成17年９月30日) 

  

  

前連結会計年度(平成16年４月１日～平成17年３月31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 

(1) 東南アジア……………香港、タイ、シンガポール 

(2) その他の地域…………英国 

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

  

  東南アジア その他の地域 合計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 16,026 － 16,026

Ⅱ 連結売上高(百万円) 152,855

Ⅲ 連結売上高に占める海外 
売上高の割合(％) 

10.5 － 10.5

  東南アジア その他の地域 合計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 20,792 2,230 23,022

Ⅱ 連結売上高(百万円) 148,015

Ⅲ 連結売上高に占める海外 
売上高の割合(％) 

14.0 1.5 15.6

  東南アジア その他の地域 合計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 40,099 22,196 62,296

Ⅱ 連結売上高(百万円) 449,927

Ⅲ 連結売上高に占める海外 
売上高の割合(％) 

8.9 4.9 13.8



(１株当たり情報) 

  

(注) １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は以下のとおりである。 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１株当たり純資産額 640円34銭 １株当たり純資産額 697円28銭 １株当たり純資産額 668円68銭

１株当たり中間純利益 1円49銭 １株当たり中間純利益 3円45銭
１株当たり
当期純利益 

11円02銭

  
潜在株式調整後１株 
当たり中間純利益 

1円20銭

  
潜在株式調整後１株
当たり中間純利益 

3円02銭
潜在株式調整後１株 
当たり当期純利益 

9円58銭

  
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１株当たり中間(当期)純利益     

中間(当期)純利益(百万円) 412 956 3,098 

普通株主に 
帰属しない金額(百万円) 

－ － 38 

(うち取締役賞与金)(百万円) － － 38 

普通株式に係る中間(当期)純利益 
(百万円) 

412 956 3,059 

普通株式の期中平均株式数(千株) 277,661 277,581 277,638 

        

潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益     

中間(当期)純利益調整額(百万円) △22 23 46 

(うち支払利息 
(税額相当額控除後))(百万円) 

－ 45 90 

(うち管理委託等手数料 
(税額相当額控除後))(百万円) 

1 2 4 

(うち事業税 
(税額相当額控除後))(百万円) 

△24 △24 △48 

普通株式増加数(千株) 46,612 46,612 46,612 

(うち転換社債(千株)) 25,335 25,335 25,335 

(うち新株予約権付社債 
(千株)) 

21,276 21,276 21,276 

希薄化効果を有しないため、潜在
株式調整後１株当たり中間(当期)
純利益の算定に含めなかった潜在
株式の概要 

2014年満期ユーロ円建転

換社債型新株予約権付社

債及び2016年満期ユーロ

円建転換社債型新株予約

権付社債。これらの概要

は、「新株予約権等の状

況」に記載のとおり。 

2014年満期ユーロ円建転

換社債型新株予約権付社

債及び2016年満期ユーロ

円建転換社債型新株予約

権付社債。これらの概要

は、「新株予約権等の状

況」に記載のとおり。 

2014年満期ユーロ円建転

換社債型新株予約権付社

債及び2016年満期ユーロ

円建転換社債型新株予約

権付社債。これらの概要

は、「新株予約権等の状

況」に記載のとおり。 



(重要な後発事象) 

  

  

(2) 【その他】 

該当事項なし。 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

――――― 

  

  

当社は、下記の通り固定資産の譲渡

を決定した。 

１．譲渡の理由 

 当社施工中の、シンガポール地下

鉄マリナラインＣ８２４工区にお

いて、平成16年４月20日に発生し

た、開削トンネル崩壊事故におけ

る復旧関係支出等に充てる目的で

譲渡するものである。 

２．譲渡資産の内容 

 (1)資産の内容及び所在地 

土地（17,268.99㎡）及び 

建物・構築物 

（東京都渋谷区鶯谷町） 

(2)帳簿価額    2,727百万円 

(3)譲渡価額       25,500百万円 

３．譲渡先  住友不動産株式会社 

４．譲渡の日程 

契約書締結 平成17年10月20日 

物件引渡し 未定 

――――― 

  



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

  
  

  
前中間会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

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) 
構成比
(％) 

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

現金預金 104,289 68,304 107,348 

受取手形 16,136 12,523 15,692 

完成工事未収入金 41,565 67,261 95,830 

販売用不動産 22,897 20,804 21,735 

未成工事支出金等 280,603 267,855 228,478 

不動産事業等支出金 4,183 4,279 3,217 

その他 ※１ 41,132 47,199 43,303 

貸倒引当金 △2,844 △1,572 △1,796 

流動資産合計 507,964 72.9 486,655 70.8 513,809 73.0

Ⅱ 固定資産   

有形固定資産   

建物 ※２ 30,670 28,650 29,807 

土地 ※３ 35,365 36,235 35,108 

その他 ※４ 3,985 3,799 4,321 

有形固定資産計 70,021 68,686 69,236 

無形固定資産 341 450 314 

投資その他の資産   

投資有価証券 ※５ 59,671 84,451 68,452 

その他 ※６ 69,876 53,274 57,478 

貸倒引当金 △10,990 △6,070 △5,862 

投資その他の資産計 118,556 131,656 120,068 

固定資産合計 188,919 27.1 200,793 29.2 189,619 27.0

資産合計 696,884 100.0 687,449 100.0 703,429 100.0

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

支払手形 21,232 24,821 28,472 

工事未払金 75,108 85,874 101,113 

短期借入金 27,813 26,602 27,372 

転換社債 
(１年以内償還予定) 

30,000 － 30,000 

未成工事受入金 214,246 194,102 168,811 

預り金 35,664 35,087 37,092 

完成工事補償引当金 644 713 675 

賞与引当金 2,203 1,810 1,432 

工事損失引当金 － 2,317 2,317 

その他 12,957 13,434 18,114 

流動負債合計 419,870 60.3 384,764 55.9 415,402 59.0



  

  

  
前中間会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

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) 
構成比
(％) 

Ⅱ 固定負債   

社債 40,000 40,000 40,000 

新株予約権付社債 35,000 35,000 35,000 

長期借入金 2,330 3,710 2,580 

退職給付引当金 12,246 13,232 13,209 

その他 14,388 22,671 16,533 

固定負債合計 103,964 14.9 114,614 16.7 107,323 15.3

負債合計 523,835 75.2 499,379 72.6 522,725 74.3

(資本の部)   

Ⅰ 資本金 23,513 3.3 23,513 3.4 23,513 3.3

Ⅱ 資本剰余金   

資本準備金 20,780 20,780 20,780 

資本剰余金合計 20,780 3.0 20,780 3.0 20,780 3.0

Ⅲ 利益剰余金   

利益準備金 5,878 5,878 5,878 

任意積立金 104,918 104,903 104,918 

中間(当期)未処分利益 638 1,044 3,115 

利益剰余金合計 111,436 16.0 111,826 16.3 113,912 16.2

Ⅳ その他有価証券評価差額金 17,428 2.5 32,090 4.7 22,623 3.2

Ⅴ 自己株式 △109 △0.0 △140 △0.0 △126 △0.0

資本合計 173,049 24.8 188,070 27.4 180,703 25.7

負債資本合計 696,884 100.0 687,449 100.0 703,429 100.0

    



② 【中間損益計算書】 

  

  

  
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前事業年度 
要約損益計算書 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

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) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高     

完成工事高   145,967 143,204 432,760 

不動産事業等売上高   3,049 3,899 11,296 

売上高合計   149,017 100.0 147,104 100.0 444,056 100.0

Ⅱ 売上原価     

完成工事原価   135,506 133,412 401,497 

不動産事業等売上原価   1,922 2,603 9,267 

売上原価合計   137,428 92.2 136,016 92.5 410,764 92.5

売上総利益     

完成工事総利益   10,461 9,792 31,262 

不動産事業等総利益   1,126 1,296 2,028 

売上総利益合計   11,588 7.8 11,088 7.5 33,291 7.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費   11,543 7.8 10,382 7.0 23,020 5.2

営業利益   44 0.0 705 0.5 10,271 2.3

Ⅳ 営業外収益     

受取利息   203 192 468 

その他   2,360 1,978 3,279 

営業外収益合計   2,563 1.7 2,170 1.5 3,747 0.9

Ⅴ 営業外費用     

支払利息   264 267 617 

社債利息   155 231 461 

その他   819 629 1,430 

営業外費用合計   1,239 0.8 1,129 0.8 2,509 0.6

経常利益   1,368 0.9 1,746 1.2 11,509 2.6

Ⅵ 特別利益 ※１ 4,110 2.8 222 0.1 5,311 1.2

Ⅶ 特別損失 ※２ 5,163 3.5 873 0.6 9,447 2.1

税引前中間(当期)純利益 315 0.2 1,095 0.7 7,373 1.7

法人税、住民税及び 
事業税 

※３ 188 657 4,163 

法人税等調整額   － － 606 

中間(当期)純利益   126 0.1 438 0.3 2,603 0.6

前期繰越利益   512 606 512 

中間(当期)未処分利益   638 1,044 3,115 

      



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

  

  
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

有価証券 

 満期保有目的の債券 

  償却原価法 

 子会社株式及び関連会社

株式 

  移動平均法による原価

法 

同左 有価証券 

 満期保有目的の債券 

  償却原価法 

 子会社株式及び関連会社

株式 

  移動平均法による原価

法 

   その他有価証券 

  時価のあるもの 

   中間決算日の市場価

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。) 

   その他有価証券 

  時価のあるもの 

   決算期末日の市場価

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。) 

    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 

   移動平均法による原

価法 

  たな卸資産 

 未成工事支出金 

   個別法による原価法 

 販売用不動産 

   個別法による原価法 

 不動産事業等支出金 

   個別法による原価法 

 材料貯蔵品 

   移動平均法による原

価法 

同左 同左 

２ 固定資産の減価償

却の方法 

有形固定資産 

 定率法によっている。 

 ただし、平成10年４月１

日以降取得した建物(建

物附属設備を除く)につ

いては、定額法によって

いる。 

 なお、耐用年数および残

存価額については、法人

税法に規定する方法と同

一の基準によっている。 

同左 同左 

  無形固定資産 

 定額法によっている。 

 なお、自社利用のソフト

ウェアについては、社内

における利用可能期間

(５年)に基づく定額法に

よっている。 

同左 同左 

３ 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。 

同左 同左 



  

  
  

  
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

  完成工事補償引当金 

 完成工事にかかる瑕疵

補修等の費用に充てる

ため、当中間期末に至

る１年間の完成工事高

に対し、過去の一定期

間における補償実績率

による算定額を計上し

ている。 

同左 完成工事補償引当金 

 完成工事にかかる瑕疵補

修等の費用に充てるた

め、当期の完成工事高に

対し、過去の一定期間に

おける補償実績率による

算定額を計上している。 

  賞与引当金 

 従業員及び使用人兼務

役員に対して支給する

賞与に充てるため、支

給見込額に基づき計上

している。 

同左 同左 

  ――――― 工事損失引当金 

中間期末繰越工事のう

ち将来の損失発生が見

込まれ、その損失額が

合理的に見積ることが

できる場合に、その損

失見込額を計上してい

る。 

工事損失引当金 

期末繰越工事のうち将

来の損失発生が見込ま

れ、その損失額が合理

的に見積ることができ

る場合に、その損失見

込額を計上している。 

  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、当中間期

末において発生してい

ると認められる額を計

上している。 

 なお、会計基準変更時

差異(8,090百万円)は、

５年による均等額を費

用処理している。 

 また、数理計算上の差

異は、各期の発生時に

おける従業員の平均残

存勤務期間以内の一定

の年数(10年)による定

額法により按分した額

をそれぞれ発生の翌期

から費用処理すること

としている。 

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、当中間期

末において発生してい

ると認められる額を計

上している。 

 なお、数理計算上の差

異は、各期の発生時に

おける従業員の平均残

存勤務期間以内の一定

の年数(10年)による定

額法により按分した額

をそれぞれ発生の翌期

から費用処理すること

としている。 

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。 

 なお、会計基準変更時差

異(8,090百万円)につい

ては、５年による均等額

を費用処理している。ま

た、数理計算上の差異

は、各期の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数

(10年)による定額法によ

り按分した額をそれぞれ

発生の翌期から費用処理

することとしている。 

  

４ 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 同左 



  

  

  前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

５ ヘッジ会計の方法 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。なお、

振当処理の要件を満たし

ている為替予約及び通貨

スワップについては振当

処理に、特例処理の要件

を満たす金利スワップに

ついては特例処理によっ

ている。 

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。な

お、特例処理の要件を

満たす金利スワップに

ついては特例処理によ

っている。 

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。な

お、振当処理の要件を

満たしている為替予約

及び通貨スワップにつ

いては振当処理に、特

例処理の要件を満たす

金利スワップについて

は特例処理によってい

る。 

  ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段   

為替予約、通貨スワ

ップ及び金利スワッ

プ 

ヘッジ対象  

外貨建予定取引、借

入金及び預り金 

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  

借入金及び預り

金 

ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段   

為替予約、通貨ス

ワップ及び金利ス

ワップ 

ヘッジ対象  

外貨建予定取引、

借入金及び預り金 

  ヘッジ方針 

為替変動リスクを回避す

る目的で為替予約及び通

貨スワップを、また金利

変動リスクを回避する目

的で金利スワップ取引を

行っている。 

ヘッジ方針 

金利変動リスクを回避

する目的で金利スワッ

プ取引を行っている。 

ヘッジ方針 

為替変動リスクを回避

する目的で為替予約及

び通貨スワップを、ま

た金利変動リスクを回

避する目的で金利スワ

ップ取引を行ってい

る。 

  ヘッジ有効性評価の方法 

中間期末日及び決済日に

予約レート及びスワップ

レートと同日の直物相場

によるレート比較により

評価を行っている。ただ

し、特例処理によってい

る金利スワップについて

は、有効性の評価を省略

している。 

ヘッジ有効性評価の方法 

すべて特例処理によっ

ている金利スワップの

ため、有効性の評価を

省略している。 

ヘッジ有効性評価の方法 

期末日及び決済日に予

約レート及びスワップ

レートと同日の直物相

場によるレート比較に

より評価を行ってい

る。ただし、特例処理

によっている金利スワ

ップについては、有効

性の評価を省略してい

る。 

６ その他中間財務

諸表(財務諸表)

作成のための基

本となる重要な

事項 

消費税及び地方消費税に相

当する額の会計処理 

 消費税及び地方消費税に

相当する額の会計処理

は、税抜方式によってい

る。 

消費税及び地方消費税に

相当する額の会計処理 

同左 

消費税及び地方消費税に

相当する額の会計処理 

同左 



  

  

  

追加情報 

  

  

  前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

  信託財産の会計処理の方法 

信託銀行から送付されて

くる決算報告書に基づ

き、貸借対照表項目は

「不動産信託受益権」勘

定として処理し、投資そ

の他の資産の「その他」

に含めて表示している。

損益計算書項目は、営業

外収益の「その他」及び

営業外費用の「その他」

に含めて処理している。 

なお、収益及び費用の認

識基準は発生基準によっ

ている。 

同左 同左 

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

――――― 平成16年４月20日に発生した、

当社施工中のシンガポール地下鉄マ

リナラインＣ８２４工区における開

削トンネル崩壊事故の工事損失額に

ついては、現在、関係者と負担関係

について協議中であるが、当期末ま

でにその損失額を合理的に見積るこ

とができる場合には、工事損失引当

金を計上する予定である。その場

合、下半期以降の当社の財政状態及

び経営成績に重要な影響を与える可

能性がある。 

平成16年４月20日に発生した、

当社施工中のシンガポール地下鉄マ

リナラインＣ８２４工区における開

削トンネル崩壊事故について、シン

ガポール政府事故調査委員会の結論

が、平成17年５月13日に発表され

た。今後、工事損失の負担関係につ

いて関係者との協議が行われる予定

であるが、その結果次第では、次期

以降の当社の財政状態及び経営成績

に重要な影響を与える可能性があ

る。 



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

前中間会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成17年９月30日) 

前事業年度末 
(平成17年３月31日) 

１ ※２※４有形固定資産の減価償

却累計額 

36,333百万円 

１ ※２※４有形固定資産の減価償

却累計額 

36,889百万円 

１ ※２※４有形固定資産の減価償

却累計額 

37,271百万円 

２(1) 下記の資産は、関連会社等の

借入金の物上担保に供してい

る。 

※２建物 3,029百万円

※３土地 3,215 

※４その他 17 

※５投資有価証券 23 

  計 6,286 

２(1) 下記の資産は、関連会社等の

借入金の物上担保に供してい

る。 

※２建物 2,883百万円

※３土地 3,215

※４その他 15

※５投資有価証券 167

  計 6,282

２(1) 下記の資産は、関連会社等の

借入金の物上担保に供してい

る。 

※２建物 2,951百万円

※３土地 3,215 

※４その他 16 

※５投資有価証券 93 

 計 6,277 

 (2) 下記の資産は、工事契約保証

等の担保に供している。 

※５投資有価証券 621百万円

 (2) 下記の資産は、工事契約保証

等の担保に供している。 

※５投資有価証券 45百万円

 (2) 下記の資産は、工事契約保証

等の担保に供している。 

※５投資有価証券 699百万  

３ ※５このうち、株式消費貸借契

約に基づく貸付が20,831百万円

含まれている。 

３ ※５このうち、株式消費貸借契

約に基づく貸付が29,849百万円

含まれている。 

３ ※５このうち、株式消費貸借契

約に基づく貸付が23,480百万円

含まれている。 

４ ※６このうち不動産信託受益権

8,065百万円に関する主な信託

財産は下記のとおりである。 

(資産)     

信託土地 8,014 百万円 

信託建物 8,079   

(負債)     

借入金 8,398   

４ ※６このうち不動産信託受益権

7,755百万円に関する主な信託

財産は下記のとおりである。 

(資産)     

信託土地 8,014 百万円 

信託建物 7,566   

(負債)     

借入金 8,194   

４ ※６このうち不動産信託受益権

7,891百万円に関する主な信託

財産は下記のとおりである。 

(資産)     

信託土地 8,014 百万円 

信託建物 7,804   

(負債)     

借入金 8,296   

５ 下記の会社の金融機関等からの

借入金他について保証を行って

いる。 

百万円 

㈱健康科学 
医療センター 

2,800

㈱厚生 1,600

リバー産業㈱ 847

三幸建設工業㈱ 500

㈱大京 486

㈱アーバンコーポレイ
ション 

357

㈱江坂南パーキングサ
ービス 

291

㈱マリモ 253

㈱環商事 216

その他８社 460

計 7,813

５ 下記の会社の金融機関等からの

借入金他について保証を行って

いる。 

百万円 

㈱健康科学
医療センター 

2,800

リバー産業㈱ 2,117

㈱厚生 1,500

㈱大京 918

㈱マリモ 646

三幸建設工業㈱ 400

㈱環商事 302

㈱江坂南パーキングサ
ービス 

269

㈱アーバンコーポレイ
ション 

230

その他９社 739

計 9,923

５ 下記の会社の金融機関等からの

借入金他について保証を行って

いる。 

百万円 

  

㈱健康科学
医療センター 

2,800

㈱厚生 1,600
リバー産業㈱ 1,526
三幸建設工業㈱ 900
㈱大京 535

㈱マリモ 359

㈱江坂南パーキングサ
ービス 

280

その他９社 697

計 8,699

――――― ６ 受取手形裏書譲渡高 

77百万円 

――――― 



  

前中間会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成17年９月30日) 

前事業年度末 
(平成17年３月31日) 

――――― ７ 当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため、取引銀行20行と

貸出コミットメント契約を締結

している。 

   貸出コミットメント総額 

   20,000百万円 

   当中間会計期間末の借入

実行残高 

－ 百万円 

――――― 

６ ※１消費税等の表示方法につい

ては、仮払消費税等と仮受消費

税等とを相殺し、流動資産の

「その他」に含めて表示してい

る。 

８      同左 ――――― 



(中間損益計算書関係) 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ ※１特別利益は次のとおりであ

る。 

前期損益 
修正益 

65 百万円

投資有価証券
売却益 

4,045   

１ ※１特別利益のうち主要なもの

は次のとおりである。 

投資有価証券
売却益 

143百万円

１ ※１特別利益のうち主要なもの

は次のとおりである。 

投資有価証券 
売却益 

4,270百万円

２ ※２特別損失のうち主要なもの

は次のとおりである。なお、特

別退職金は早期退職者に対する

退職加算金である。 

貸倒引当金 
繰入額 

3,769百万円

退職給付会計基
準変更時差異償
却 

809 

特別退職金 192 

投資有価証券 
評価損 

159 

２ ※２特別損失のうち主要なもの

は次のとおりである。 

固定資産売却損

  建 物 202百万円

  土 地 46

   計 249

２ ※２特別損失のうち主要なもの

は次のとおりである。 

貸倒引当金
繰入額 

1,366百万円

貸倒損失 2,825 

退職給付会計基
準変更時差異償
却 

1,618 

工事損失引当金
繰入額 

2,317 

３ 当事業年度は、上半期と下半期

の売上高に著しい相違が生じる

と見込まれる。 

  当該中間期末に至る１年間の売

上高は次のとおりである。 

百万円 

前事業年度の下期 274,107

当中間期 149,017

計 423,124

３ 当事業年度は、上半期と下半期

の売上高に著しい相違が生じる

と見込まれる。 

  当該中間期末に至る１年間の売

上高は次のとおりである。 

百万円 

前事業年度の下期 295,039

当中間期 147,104

計 442,143

――――― 

４ ※３当中間期における税金費用

については、簡便法による税効

果会計を適用しているため、法

人税等調整額は「法人税、住民

税及び事業税」に含めて表示し

ている。 

４      同左 ――――― 

５ 減価償却実施額 

百万円 

有形固定資産 1,186

無形固定資産 25

計 1,211

５ 減価償却実施額 

百万円 

有形固定資産 1,049

無形固定資産 38

計 1,087

３ 減価償却実施額 

百万円 

有形固定資産 2,380

無形固定資産 50

計 2,430



(リース取引関係) 

  

  

(有価証券関係) 

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあ

るものはない。 

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

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 

 (1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額 

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 

 (1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額 

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 

 (1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び期末残高相当額 

  
取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

中間 
期末残高
相当額 
(百万円)

工具器具 
備品 271 170 100

車両運搬具 24 5 18

合計 295 176 119

  
取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円)

中間
期末残高
相当額 
(百万円)

機械装置 7 3 4

工具器具 
備品 199 136 63

車両運搬具 65 26 38

合計 272 166 105

 
取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円)

機械装置 7 2 4 

工具器具
備品 283 198 85 

車両運搬具 28 10 18 

合計 319 210 108 

   なお、取得価額相当額は、未

経過リース料中間期末残高が

有形固定資産の中間期末残高

等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定し

ている。 

同左    なお、取得価額相当額は、未

経過リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子

込み法により算定している。 

 (2) 未経過リース料中間期末残高

相当額 

１年内 55百万円

１年超 63 

合計 119 

 (2) 未経過リース料中間期末残高

相当額 

１年内 47百万円

１年超 58

合計 105

 (2) 未経過リース料期末残高相当

額 

１年内 53百万円

１年超 55 

合計 108 

   なお、未経過リース料中間期

末残高相当額は、未経過リー

ス料中間期末残高が有形固定

資産の中間期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子

込み法により算定している。 

同左    なお、未経過リース料期末残

高相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期

末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により

算定している。 

 (3) 支払リース料及び減価償却費

相当額 

支払リース料 25百万円

減価償却費相当額 25百万円

 (3) 支払リース料及び減価償却費

相当額 

支払リース料 31百万円

減価償却費相当額 31百万円

 (3) 支払リース料及び減価償却費

相当額 

支払リース料 57百万円

減価償却費相当額 57百万円

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法に

よっている。 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 



(１株当たり情報) 

  

  

(注) １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１株当たり純資産額 623円27銭 １株当たり純資産額 677円58銭 １株当たり純資産額 650円86銭

１株当たり中間純利益 0円46銭 １株当たり中間純利益 1円58銭 １株当たり当期純利益 9円28銭

  
潜在株式調整後１株 
当たり中間純利益 

0円32銭

  
潜在株式調整後１株
当たり中間純利益 

1円42銭
潜在株式調整後１株 
当たり当期純利益 

8円09銭

  
前中間会計期間

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１株当たり中間(当期)純利益     

中間(当期)純利益(百万円) 126 438 2,603 

普通株主に 
帰属しない金額(百万円) 

－ － 26 

(うち取締役賞与金) (百万円) － － 26 

普通株式に係る中間(当期)純利益
(百万円) 

126 438 2,577 

普通株式の期中平均株式数(千株) 277,661 277,581 277,638 

潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益     

中間(当期)純利益調整額(百万円) △22 23 46 

(うち支払利息 
(税額相当額控除後))(百万円) 

－ 45 90 

(うち管理委託等手数料 
(税額相当額控除後))(百万円) 

1 2 4 

(うち事業税 
(税額相当額控除後))(百万円) 

△24 △24 △48 

普通株式増加数(千株) 46,612 46,612 46,612 

(うち転換社債(千株)) 25,335 25,335 25,335 

(うち新株予約権付社債 
 (千株)) 

21,276 21,276 21,276 

希薄化効果を有しないため、潜在
株式調整後１株当たり中間(当期)
純利益の算定に含めなかった潜在
株式の概要 

2014年満期ユーロ円建転

換社債型新株予約権付社

債及び2016年満期ユーロ

円建転換社債型新株予約

権付社債。これらの概要

は、「新株予約権等の状

況」に記載のとおり。 

2014年満期ユーロ円建転

換社債型新株予約権付社

債及び2016年満期ユーロ

円建転換社債型新株予約

権付社債。これらの概要

は、「新株予約権等の状

況」に記載のとおり。 

2014年満期ユーロ円建転

換社債型新株予約権付社

債及び2016年満期ユーロ

円建転換社債型新株予約

権付社債。これらの概要

は、「新株予約権等の状

況」に記載のとおり。 



(重要な後発事象) 

  

  

(2) 【その他】 

該当事項なし。 

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

――――― 

  

  

当社は、下記の通り固定資産の譲渡

を決定した。 

１．譲渡の理由 

 当社施工中の、シンガポール地下

鉄マリナラインＣ８２４工区にお

いて、平成16年４月20日に発生し

た、開削トンネル崩壊事故におけ

る復旧関係支出等に充てる目的で

譲渡するものである。 

２．譲渡資産の内容 

 (1)資産の内容及び所在地 

土地（17,268.99㎡）及び 

建物・構築物 

（東京都渋谷区鶯谷町） 

(2)帳簿価額    2,727百万円 

(3)譲渡価額       25,500百万円 

３．譲渡先  住友不動産株式会社 

４．譲渡の日程 

契約書締結 平成17年10月20日 

物件引渡し 未定 

――――― 

  



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出している。 

  

  

  

  
  

有価証券報告書 
及びその添付書類 

事業年度 
(第68期) 

自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

  
平成17年６月30日 
関東財務局長に提出。 

            



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項なし。 

  

  



独立監査人の中間監査報告書 

平成16年12月22日

西松建設株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている西

松建設株式会社の平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１６年

４月１日から平成１６年９月３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計

算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸

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中間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、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

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。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

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、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、西松建設株式会社及び連結子会社の平成１６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

中間連結会計期間（平成１６年４月１日から平成１６年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に

関する有用な情報を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 

監査法人   芹沢会計事務所 

代表社員   公認会計士  芹  沢  英 之 介  ㊞ 

業務執行社員  公認会計士  中  島  次  郎  ㊞ 

業務執行社員  公認会計士  神  山  俊  一  ㊞ 

  
※ 上記は、中間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(半期報告書提出会社)が別途保管

しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

平成17年12月21日

西松建設株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている西

松建設株式会社の平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１７年

４月１日から平成１７年９月３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計

算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸

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中間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、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

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。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

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、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、西松建設株式会社及び連結子会社の平成１７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

中間連結会計期間（平成１７年４月１日から平成１７年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に

関する有用な情報を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、会社は平成17年10月20日に固定資産の譲渡契約を締結した。 

  

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 

監査法人   芹沢会計事務所 

代表社員 
業務執行社員 

 公認会計士  中  島  次  郎  ㊞ 

業務執行社員  公認会計士  神  山  俊  一  ㊞ 

  
※ 上記は、中間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(半期報告書提出会社)が別途保管

しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

平成16年12月22日

西松建設株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている西

松建設株式会社の平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日までの第６８期事業年度の中間会計期間（平成１６年

４月１日から平成１６年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書につい

て中間監査を行った。この中間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中間財務諸表

に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような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。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

  

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、西松建設株式会社の平成１６年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１６年

４月１日から平成１６年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を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 

  

  

監査法人   芹沢会計事務所 

代表社員   公認会計士  芹  沢  英 之 介  ㊞ 

業務執行社員  公認会計士  中  島  次  郎  ㊞ 

業務執行社員  公認会計士  神  山  俊  一  ㊞ 

  
※ 上記は、中間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(半期報告書提出会社)が別途保管

しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

平成17年12月21日

西松建設株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている西

松建設株式会社の平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの第６９期事業年度の中間会計期間（平成１７年

４月１日から平成１７年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書につい

て中間監査を行った。この中間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中間財務諸表

に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような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。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

  

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、西松建設株式会社の平成１７年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１７年

４月１日から平成１７年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を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、会社は平成17年10月20日に固定資産の譲渡契約を締結した。 

  

 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

  

監査法人   芹沢会計事務所 

代表社員 
業務執行社員

 公認会計士  中  島  次  郎  ㊞ 

業務執行社員  公認会計士  神  山  俊  一  ㊞ 

  
※ 上記は、中間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(半期報告書提出会社)が別途保管

しております。 
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