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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65期中 第66期中 第67期中 第65期 第66期

会計期間

自　平成20年

　　４月１日

至　平成20年

　　９月30日

自　平成21年

　　４月１日

至　平成21年

　　９月30日

自　平成22年

　　４月１日

至　平成22年

　　９月30日

自　平成20年

　　４月１日

至　平成21年

　　３月31日

自　平成21年

　　４月１日

至　平成22年

　　３月31日

(1) 連結経営指標等 　 　 　 　 　 　

完成工事高 (百万円) ― ― 50,878 120,379 115,670

経常利益 (百万円) ― ― 823 7,018 4,837

中間(当期)純利益 (百万円) ― ― 608 3,852 3,038

純資産額 (百万円) ― ― 46,349 45,400 46,485

総資産額 (百万円) ― ― 61,942 70,775 66,366

１株当たり純資産額 (円) ― ― 1,166.13 1,106.71 1,159.50

１株当たり中間(当期)純利益 (円) ― ― 15.68 100.72 79.40

潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益

(円) ― ― ― 90.33 ―

自己資本比率 (％) ― ― 73.0 59.8 68.3

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) ― ― 2,790 5,809 651

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) ― ― 383 △2,303 △2,992

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) ― ― △534 △1,083 △7,521

現金及び現金同等物
の中間期末(期末)残高

(百万円) ― ― 10,280 17,503 7,640

従業員数 (名)
―

(―)

―

(―)

3,139

(377)

2,909

(316)

3,011

(386)

(2) 提出会社の経営指標等　 　 　 　 　 　

完成工事高 (百万円) ― ― 46,161 110,682 106,139

経常利益 (百万円) ― ― 298 5,653 4,106

中間(当期)純利益 (百万円) ― ― 747 3,165 2,481

資本金 (百万円) ― ― 5,610 5,610 5,610

発行済株式総数 (株) ― ― 41,112,32441,112,32441,112,324

純資産額 (百万円) ― ― 39,959 37,515 39,922

総資産額 (百万円) ― ― 54,362 61,910 57,753

１株当たり純資産額 (円) ― ― 1,031.21 980.83 1,021.60

１株当たり中間(当期)純利益 (円) ― ― 19.24 82.75 64.84

潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益

(円) ― ― ― 74.52 ―

１株当たり配当額 (円) ― ― 10.00 20.00 20.00

自己資本比率 (％) ― ― 73.5 60.6 69.1

従業員数 (名)
―

(―)

―

(―)

1,958

(189)

1,786

(154)

1,851

(165)

(注) １　完成工事高には、消費税等は含まれておりません。

２　当社は、第65期中及び第66期中においては四半期報告書を提出しており、中間連結財務諸表及び中間財務諸表

は作成しておりません。従って、当該期の経営指標等については記載しておりません。

３　第65期の１株当たり配当額20円00銭は、特別配当14円00銭を含んでおります。

４　従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の平均雇用人員であります。

５　第66期及び第67期中の潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、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）において営まれている事業の

内容に重要な変更はありません。

  また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

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ありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

(平成22年９月30日現在)

工事種別 従業員数(名)

NTTネットワークエンジニアリング 738(160)

モバイルネットワークソリューション 1,171( 96)

ITソリューション 300( 15)

総合設備エンジニアリング 323( 65)

全社(共通) 607( 41)

合計 3,139(377)

(注) １　従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は(　)内に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載しておりま

す。

２　全社(共通)に含まれる従業員数には、営業従事者282名を含んでおります。

３　臨時従業員は、パートタイマー及び期間契約の従業員等を含み、派遣社員を除いております。

　

(2) 提出会社の状況

(平成22年９月30日現在)

従業員数(名) 1,958(189)

(注)　従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は(　)内に当中間会計期間の平均人員を外数で記載しております。

　

(3) 労働組合の状況

提出会社である大明㈱並びに連結子会社である大明通産㈱及び東邦建㈱の労働組合は、大明労働組合

として同一団体に組織され、平成22年９月30日現在の組合員数は1,305名であります。また、連結子会社で

ある大明エンジニアリング㈱の労働組合は、大明エンジニアリングユニオンで平成22年９月30日現在の

組合員数は54名であり、大明ネットワーク㈱の労働組合は、大明ネットワークユニオンで平成22年９月30

日現在の組合員数は114名であります。大明ビジネスメイト㈱においては、大明i-ユニオンに加盟してお

り、平成22年９月30日現在の組合員数は16名であります。大明労働組合、大明エンジニアリングユニオン、

大明ネットワークユニオン及び大明i-ユニオンは、大明関連労働組合協議会として、全国情報・通信・設

備建設労働組合連合会に所属しており、その上部組織は情報産業労働組合連合会であります。

  なお、労使関係は安定しております。

  その他の連結子会社は、労働組合を結成しておりません。
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第２ 【事業の状況】

当社は、前年同期においては四半期報告書を提出しており、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表は作

成しておりません。従って、前年同期との対比は行っておりません。

　

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の経済は、個人消費や企業の設備投資は持ち直していますが、輸出

・生産が弱含むなど景気は持ち直しから足踏み状態へ移行しつつあり、また海外景気の下振れ懸念や為

替レートの変動などにより、景気がさらに下押しされるリスクも存在しております。

　情報通信関連分野では、ブロードバンド化、ユビキタス化の進展に伴い、固定と移動の融合、通信と放送

の融合が加速してきておりますが、キャリア間での熾烈な競争などの影響から、設備投資額は抑制傾向に

あり、またキャリア各社からのコスト削減要求は一段と厳しくなってきております。

　このような厳しい経営環境に加えて、フレッツ光純増数の逓減や移動体通信キャリアからの受注遅れ、

クライアントからのコスト削減要請、工事の小規模化による工事単金低下などの結果、当中間連結会計期

間の経営成績につきましては、受注高は549億２百万円、完成工事高は508億７千８百万円となりました。

　損益面につきましては、低利益工事の拡大や当社所有ビルの減価償却費及び不動産取得税が発生したこ

とにより、営業利益は６億２百万円、経常利益は８億２千３百万円、中間純利益は６億８百万円となりま

した。

　今後は、受注高、完成工事高の増加に向けた営業活動の強化と工事の促進、コスト削減による利益率の向

上と販売費及び一般管理費の削減に努めてまいります。

 

　工事の区分別業績は次のとおりです。なお、当社グループの売上高は通常の形態として、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ります。

      ① ＮＴＴネットワークエンジニアリング

  光の基盤設備充足やフレッツ光純増数の逓減により、一般総合工事、サービス総合工事の売上高が

低調に推移したことから、受注高は161億７千２百万円、売上高は150億１千７百万円となりました。

 

      ② モバイルネットワークソリューション

  移動体通信キャリアの設備投資抑制及び工事の簡易化、小規模化により受注高は248億１千９百万

円、売上高は249億９千５百万円となりました。

 

③ ＩＴソリューション

　景気が持ち直しから足踏み状態へ移行するなかで、設計から施工、保守および販売を含むトータルソ

リューションに努めた結果、受注高は47億４千１百万円、売上高は43億５千３百万円となりました。

 

④ 総合設備エンジニアリング

　デジタルデバイト解消のための公共工事（ＩＲＵ）及び放送波のデジタル化に伴うコンサル業務な

ど、新規分野の開拓に努めたことにより、受注高は91億６千９百万円、売上高は65億１千２百万円とな

りました。
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(2) キャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、102億８千万円

となりました。

　当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

  　

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の支払い40億５千５百万

円があったものの、売上債権の回収78億８千６百万円により、27億９千万円の収入となりました。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出２

億３千２百万円があったものの、有形固定資産の売却による収入７億３千２百万円があったことにより、

３億８千３百万円の収入となりました。

　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

  当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得による支出２億

１千３百万円及び配当金の支払額３億８千９百万円により、５億３千４百万円の支出となりました。
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２ 【生産、受注及び販売の状況】

当社グループの報告セグメントは「通信・電気設備工事業」のみであるため、セグメントごとではなく、

工事種別で記載しております。

　なお、当社は、前年同期においては四半期報告書を提出しており、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表

は作成しておりません。従って、前年同期との対比は行っておりません。

　

(1) 受注実績

　

工事種別

当中間連結会計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日)

(百万円)

NTTネットワークエンジニアリング 16,172

モバイルネットワークソリューション 24,819

ITソリューション 4,741

総合設備エンジニアリング 9,169

合計 54,902

　

(2) 売上実績

　

工事種別

当中間連結会計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日)

(百万円)

NTTネットワークエンジニアリング 15,017

モバイルネットワークソリューション 24,995

ITソリューション 4,353

総合設備エンジニアリング 6,512

合計 50,878

(注) １　当連結企業集団では生産実績を定義することが困難であるため、「生産の状況」は記載しておりません。

２　売上高総額に対する割合が100分の10以上の相手先別の売上高(消費税等を含まない)及びその割合は、次のと

おりです。

相手先

当中間連結会計期間
（自　平成22年４月１日
　　至　平成22年９月30日）

金額
(百万円)

割合
(％)

東日本電信電話株式会社 11,950 23.5

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 11,200 22.0

３　本表の金額には、消費税等は含まれておりません。
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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す。
　

　①受注工事高、完成工事高、繰越工事高及び施工高
　

第上

67半

期期

工事種別

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)

自

　

平

成

22

年

４

月

１

日

至

　

平

成

22

年

９

月

30

日

NTTネットワークエンジニアリング 7,19216,17223,36415,0178,347 34.3 2,86316,136

モバイルネットワーク

ソリューション
13,19724,50537,70324,65413,048 27.6 3,59624,869

ITソリューション 1,340 3,527 4,867 3,295 1,571 27.8 437 3,355

総合設備エンジニアリング 1,948 5,543 7,491 3,194 4,297 25.5 1,097 3,749

合計 23,67849,74873,42746,16127,265 29.3 7,99548,110

第

66

期

工事種別

期首繰越

工事高

(百万円)

当期受注

工事高

(百万円)

計

(百万円)

当期完成

工事高

(百万円)

次期繰越工事高
当期

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)

自

　

平

成

21

年

４

月

１

日

至

　

平

成

22

年

３

月

31

日

NTTネットワークエンジニアリング 6,91736,16743,08535,8927,192 24.3 1,74435,333

モバイルネットワーク

ソリューション
12,71656,58369,30056,10213,197 25.6 3,38155,542

ITソリューション 1,060 7,345 8,406 7,066 1,340 28.2 377 7,250

総合設備エンジニアリング 2,217 6,808 9,026 7,077 1,948 27.8 542 7,350

合計 22,912106,905129,817106,13923,678 25.5 6,046105,477

(注) １　前期以前に受注した工事で契約の更改により請負金額に変更があるものについては、期中受注工事高、当期受
注工事高にその増減額を含めております。従って期中完成工事高、当期完成工事高にもかかる増減額が含まれ
ております。

２　期末繰越工事高及び次期繰越工事高の施工高は、工事進捗部分に対応する受注工事高であります。
３　期中施工高は(期中完成工事高＋期末繰越施工高－前期末繰越施工高)、当期施工高は(当期完成工事高＋次期
繰越施工高－前期末繰越施工高)に一致しております。

４　上記金額には、消費税等は含まれておりません。
５　ITソリューションには、工事請負契約以外の売上高として第67期上半期424百万円と第66期610百万円が含まれ
ております。

６　完成工事のうち主なものは、次のとおりです。
第67期上半期の完成工事のうち請負金額１億円以上の主なもの
エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社 小町通り電線共同溝工事

日本エリクソン株式会社 EM様向けアンテナ交換工事

東京都品川区 商店街電線類地中化工事（北品川地区）その４

エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社 大阪南総２０－ＲＳ０９５４新町（土木）

エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社 大阪南総２０－ＲＳ０７５５電気通信設備工事（土木）

第66期の完成工事のうち請負金額１億円以上の主なもの
エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社 奈良総２０―ＡＩ０３０９電気通信設備工事

株式会社ＮＴＴ西日本―兵庫 兵庫総２０―ＡＡ７０１０電気通信設備工事

東日本電信電話株式会社 小山２１（小山外４・ＣＰ更改）総合工事
（３２１５１４）

東日本電信電話株式会社 みどり市様みどり市公共施設ネットワーク構築業務

エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社 大阪東総１８―ＲＥ０２２６電気通信設備工事

７　手持工事のうち請負金額１億円以上の主なものは、次のとおりです。
東日本電信電話株式会社 茅場兜通信設備総合工事（102001）＜Ｉ＞平成24年２月完成予定

北海道沙流郡平取町 平取町地域情報通信基盤整備事業 平成23年３月完成予定

株式会社ＮＴＴ東日本－茨城 桜川市地域情報通信基盤整備事業光ファイ
バ網敷設工事

平成22年12月完成予定

北海道空知郡富良野町 南富良野町地域情報通信基盤整備工事 平成23年１月完成予定

エヌ・ティ・ティ・インフラネット
株式会社

町内全域光ブロードバンド整備・地デジ難
視聴解消工事（施工Ⅲ）

平成23年２月完成予定

　

　②受注工事高の受注方法
受注は指名競争入札を原則として契約されております。
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３ 【対処すべき課題】

当中間連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新

たに生じた課題はありません。

　

４ 【事業等のリスク】

当中間連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新

たに生じた課題はありません。　

　

５ 【経営上の重要な契約等】

　当社、株式会社コミューチュア及び株式会社東電通は、株式移転による共同持株会社設立及び経営統合

についての合意を受け、平成22年５月19日開催の取締役会において、同日付で当社、株式会社コミューチュ

ア、株式会社東電通の３社で統合契約を締結することを決議いたしました。

　

詳細につきましては、「第５ 経理の状況　１ 中間連結財務諸表等　注記事項(重要な後発事象)」及び、

「第５ 経理の状況　１ 中間財務諸表等  注記事項(重要な後発事象)」に記載しております。
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６ 【研究開発活動】

当社の研究開発活動を支える組織として技術開発センタがあります。

　当センタは事業本部・支店と連携しつつ開発を進めています。主に工事施工の効率化や安全・品質の向上

に資する開発、及び民需系マーケット向け事業開拓を行っています。開発成果の普及促進活動として社内導

入に加え、外販にも取り組んでおります。当センタの中間連結会計期間における研究開発費は55百万円で

す。

　なお、子会社においては、研究開発活動は特段行われておりません。

 

(1) 研究開発の目的

改善提案活動で上申された案件や事業本部のニーズ等を分析・検討し、施工方法や工具等の改良・開

発、また民需系マーケット開拓につながるサービスや事業の開発を速やかに実施します。その成果を関連

事業本部において活用することにより、工事の効率化や安全・品質の向上並びに民需を含めた受注拡大

への事業貢献を目的としております。

 

(2) 主な研究成果

① NTTネットワークエンジニアリング事業関連

  （通信線路関連）

    ・「新型軽量アクセス操作棒」を開発、社内導入し外販も行っています。

    ・「カード管理システム」を開発、社内導入し外販も進めています。

    ・「軽量化ベルブロック」の開発を完了し、提携メーカーにて販売を開始しています。

  （土木関連）

    ・「仮区画線引き器」を開発し商品化を行いました。

    ・「簡易トイレ用目隠し屏風」を開発し商品化を行いました。

  （NW関連）

    ・「光ケーブル＆LANケーブルを使用した通話装置」の開発を行いました。

② モバイルネットワークソリューション事業関連

    ・鉄塔工事に使用する「チルト角制御ケーブル用ゴム製防水キャップ」の開発を行いました。

③ ＩＴソリューション事業関連

    ・「5GHz FWAソリューション」を発掘し、事業本部・支店の営業活動を支援しました。

④ 総合設備エンジニアリング事業関連

    ・太陽光発電や電気自動車充電インフラ設置ビジネスに関して、市場動向の調査やメーカー・

     自動車会社へのコンタクトを通じて、営業部門のチャネル開拓を支援しました。

 

(3) 特許・実用新案出願

これらの活動に伴う期間中の知財活動は、実用新案出願「ライン型携帯作業灯」１件となりました。

 

(4) 研究開発体制

充実した開発を推進するため、事業部門や施工現場からの提案・要望を随時受け付ける体制を作って

おり、更に開発案件を有する事業部門とは定期的に開発会議を開催して情報交換を行い完成度を高めて

います。

　また、提案・要望は子会社等からも受け付け、グループ一体となった研究開発を推進しています。
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７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 財政状態の分析

(資産の部)

　当中間連結会計期間末の資産合計は、現金及び預金、未成工事支出金等が増加したものの、受取手形・完

成工事未収入金等の売掛債権が減少したため、前連結会計年度末に比べ44億２千４百万円減少し619億４

千２百万円となりました。

(負債の部)

　当中間連結会計期間末の負債合計は、支払手形・工事未払金等の支払債務の減少により、前連結会計年

度末に比べ42億８千９百万円減少し155億９千２百万円となりました。

(純資産の部)

　当中間連結会計期間末の純資産合計は、利益剰余金が増加したものの、自己株式の増加及びその他有価

証券評価差額金が減少したため、前連結会計年度末に比べ１億３千５百万円減少し463億４千９百万円と

なりました。

　

(2) 経営成績の分析

当中間連結会計期間における経営成績の分析につきましては、１ 業績等の概要  (1) 業績に記載のと

おりであります。

　

(3) キャッシュ・フローの分析

当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、１ 業績等の概要 (2)

キャッシュ・フローの状況に記載のとおりであります。
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第３ 【設備の状況】

１ 【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

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ありません。

　

(2) 国内子会社

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ありません。

　

　

２ 【設備の新設、除却等の計画】

前連結会計年度に計画していた大明市川研修センタの建設は平成22年５月に完了しました。

　また、当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画は

ありません。
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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】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 160,000,000

計 160,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
中間会計期間末現在
発行数(株)

(平成22年９月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成22年12月10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 41,112,324 41,112,324非上場（注）
単元株式数は100株
であります。

計 41,112,324 41,112,324― ―

(注)  当社は、平成22年10月１日付で、株式移転により株式会社ミライト・ホールディングスの完全子会社となったた

め、平成22年９月28日に東京証券取引所（市場第一部）上場廃止となりました。

　

(2) 【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) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の状況】

　

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22年４月１日～
平成22年９月30日

― 41,112 ― 5,610 ― 4,104
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(6) 【大株主の状況】

(平成22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
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）

中央区晴海一丁目８番11号 4,210 10.24

日本マスタートラスト信託銀行株式
会社（信託口）

港区浜松町二丁目11番３号 2,942 7.15

ステート　ストリート　バンク　アンド
　トラスト　カンパニー
（常任代理人　香港上海銀行東京支
店）

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101
U.S.A. 
（中央区日本橋三丁目11番１号）

2,381 5.79

ビービーエイチ　フオー　フイデリテ
イー　ロープライス　ストツク　フアン
ド
（常任代理人　株式会社三菱東京ＵＦ
Ｊ銀行）

40 WATER STREET,BOSTON MA 02109 U.S.A.
（千代田区丸の内二丁目７番１号）

1,675 4.07

ザ　チェース　マンハッタン　バンク　
エヌエイ　ロンドン　エス　エル　オム
ニバス　アカウント
（常任代理人　株式会社みずほコーポ
レート銀行）

WOOLGATE HOUSE,COLEMAN STREET LONDON
EC2P 2HD,ENGLAND
（中央区月島四丁目16番13号）

1,591 3.87

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（信託口９）

中央区晴海一丁目８番11号 1,068 2.59

株式会社みずほコーポレート銀行
（常任代理人　資産管理サービス信託
銀行株式会社）

千代田区丸の内一丁目３番３号
（中央区晴海一丁目８番12号）

747 1.81

古河電気工業株式会社 千代田区丸の内二丁目２番３号 642 1.56

野村信託銀行株式会社（投信口） 千代田区大手町二丁目２番２号 612 1.49

東京海上日動火災保険株式会社 千代田区丸の内一丁目２番１号 603 1.46

計 ― 16,475 40.07

(注) １  上記の他に自己株式2,362千株（5.74％）を保有しております。

２  上記所有株式のうち、信託業務にかかわるものは次のとおりであります。

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 4,210千株

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2,942千株

日本トラステイ・サービス信託銀行株式会社（信託口９） 1,068千株

野村信託銀行株式会社（投信口） 612千株
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当中間会計期間において、住友信託銀行株式会社から平成22年４月22日付で近畿財務局長に提出され

た大量保有報告書（変更報告書）により平成22年４月15日現在で以下の株式を所有している旨の報告を

受けておりますが、当社として当中間会計期間末における実質所有株式数の確認ができておりません。

　なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 所有株式数（千株） 株券等保有割合（％）

住友信託銀行株式会社 2,395 5.83

　

当中間会計期間において、フィディリティ投信株式会社から平成22年５月７日付で関東財務局長に提

出された大量保有報告書（変更報告書）により平成22年４月30日現在で以下の株式を所有している旨の

報告を受けておりますが、当社として当中間会計期間末における実質所有株式数の確認ができておりま

せん。

　なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 所有株式数（千株） 株券等保有割合（％）

エフエムアール　エルエルシー
（FMR LLC）

3,582 8.71

　

当中間会計期間において、スパークス・アセット・マネジメント株式会社から平成22年８月19日付で

関東財務局長に提出された大量保有報告書により平成22年８月13日現在で以下の株式を所有している旨

の報告を受けておりますが、当社として当中間会計期間末における実質所有株式数の確認ができており

ません。

　なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 所有株式数（千株） 株券等保有割合（％）

スパークス・アセット・マネジメント株式
会社

2,174 5.29
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

(平成22年９月30日現在)

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

2,362,300
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

38,698,000
386,980 ―

単元未満株式
普通株式

52,024
― ―

発行済株式総数 41,112,324 ― ―

総株主の議決権 ― 386,980 ―

(注)  「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式が49株及び相互保有株式12株が含まれております。

　
② 【自己株式等】

(平成22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) 　 　 　 　 　

大明株式会社
東京都品川区西五反田二丁
目11番20号

2,362,300 ― 2,362,3005.74

計 ― 2,362,300 ― 2,362,3005.74

　

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】

　

月別 平成22年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 799 778 739 710 682 564

最低(円) 679 585 622 641 556 532

(注) １  東京証券取引所市場第一部における最高・最低株価を記載しております。

２  平成22年９月28日付で上場廃止し、株式会社ミライト・ホールディングスの完全子会社になったことに伴い、

最終取引日である平成22年９月27日までの株価について記載しております。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は次のとおりであります。

(1)退任役員 

役名 職名 氏名 退任年月日

取締役 ― 野村　純一 平成22年９月30日

取締役 ― 室田　勝比古 平成22年９月30日
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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)に準じて記載しております。

　

(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)に準じて記載しております。

　

(3) 当社は、前年同期においては四半期報告書を提出しており、前中間連結会計期間(平成21年４月１日か

ら平成21年９月30日まで)の中間連結財務諸表及び前中間会計期間(平成21年４月１日から平成21年９月

30日まで)の中間財務諸表は作成しておりません。従って、前中間連結会計期間及び前中間会計期間との

対比は行っておりません。

　なお、参考として、前第２四半期連結会計期間末(平成21年９月30日現在)の四半期連結貸借対照表並び

に前第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日まで)の四半期連結損益計算書及

び四半期連結キャッシュ・フロー計算書を「第５ 経理の状況　１ 中間連結財務諸表等  (2) その他」

に記載しております。

　

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、当中間連結会計期間(平成22年４月１日から平

成22年９月30日まで)の中間連結財務諸表及び当中間会計期間(平成22年４月１日から平成22年９月30日ま

で)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
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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】

（単位：百万円）

当中間連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
(平成22年3月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,386 7,313

受取手形・完成工事未収入金等 20,268 28,154

有価証券 200 486

未成工事支出金等 ※１, ※５
 9,157

※１, ※５
 7,506

繰延税金資産 276 277

その他 927 885

貸倒引当金 △7 △10

流動資産合計 41,208 44,612

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※２
 5,982

※２
 5,745

土地 ※４
 7,555

※４
 8,039

建設仮勘定 1 332

その他（純額） ※２
 901

※２
 1,062

有形固定資産計 14,439 15,180

無形固定資産

のれん 22 29

その他 1,213 1,358

無形固定資産計 1,235 1,388

投資その他の資産

投資有価証券 2,631 2,789

長期貸付金 122 124

敷金及び保証金 869 712

繰延税金資産 1,048 993

その他 669 876

貸倒引当金 △284 △311

投資その他の資産計 5,057 5,184

固定資産合計 20,733 21,753

資産合計 61,942 66,366
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（単位：百万円）

当中間連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
(平成22年3月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 9,545 13,601

短期借入金 181 103

未払法人税等 435 621

未成工事受入金 451 313

工事損失引当金 ※５
 53

※５
 60

役員賞与引当金 － 5

完成工事補償引当金 7 13

資産除去債務 104 －

その他 1,524 1,751

流動負債合計 12,303 16,470

固定負債

長期借入金 0 1

長期未払金 159 261

繰延税金負債 3 3

退職給付引当金 1,615 1,559

役員退職慰労引当金 198 148

資産除去債務 12 －

負ののれん 1,217 1,355

再評価に係る繰延税金負債 ※４
 53

※４
 49

その他 27 31

固定負債合計 3,288 3,410

負債合計 15,592 19,881

純資産の部

株主資本

資本金 5,610 5,610

資本剰余金 4,025 4,025

利益剰余金 37,471 37,253

自己株式 △1,845 △1,634

株主資本合計 45,262 45,255

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 35 159

土地再評価差額金 ※４
 △110

※４
 △105

評価・換算差額等合計 △74 53

少数株主持分 ※４
 1,162

※４
 1,176

純資産合計 46,349 46,485

負債純資産合計 61,942 66,366
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②【中間連結損益計算書】
（単位：百万円）

当中間連結会計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

完成工事高 50,878 115,670

完成工事原価 ※１
 45,314

※１
 101,747

完成工事総利益 5,563 13,922

販売費及び一般管理費 ※２, ※３
 4,960

※２, ※３
 9,239

営業利益 602 4,683

営業外収益

受取利息 2 13

受取配当金 51 74

負ののれん償却額 137 23

不動産賃貸料 22 62

その他 44 65

営業外収益合計 259 239

営業外費用

支払利息 1 64

近隣対策費 21 －

その他 14 20

営業外費用合計 38 85

経常利益 823 4,837

特別利益

固定資産売却益 ※４
 184

※４
 0

投資有価証券売却益 － 41

投資有価証券割当益 10 －

貸倒引当金戻入額 8 7

保険解約返戻金 ※５
 196

※５
 34

持分変動利益 － 107

特別利益合計 399 191

特別損失

固定資産除却損 ※６
 25

※６
 165

減損損失 － ※７
 81

投資有価証券評価損 － 8

会員権評価損 17 －

過年度役員退職慰労引当金繰入額 ※８
 45 －

経営統合費用 63 56

遅延損害金 － 21

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 22 －

特別損失合計 174 334

税金等調整前中間純利益 1,048 4,694

法人税等 ※９
 448 1,550

少数株主損益調整前中間純利益 600 －

少数株主利益又は少数株主損失（△） △8 104

中間純利益 608 3,038
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③【中間連結株主資本等変動計算書】
(単位：百万円)

当中間連結会計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年９月30日)

前連結会計年度の要約連
結株主資本等変動計算書

(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 5,610 5,610

当中間期変動額

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 5,610 5,610

資本剰余金

前期末残高 4,025 4,052

当中間期変動額

自己株式の処分 － △103

自己株式の処分差損振替 － 76

当中間期変動額合計 － △26

当中間期末残高 4,025 4,025

利益剰余金

前期末残高 37,253 35,095

当中間期変動額

剰余金の配当 △390 △803

中間純利益 608 3,038

自己株式の処分 △0 －

自己株式の処分差損振替 － △76

当中間期変動額合計 217 2,158

当中間期末残高 37,471 37,253

自己株式

前期末残高 △1,634 △2,299

当中間期変動額

自己株式の取得 △213 △2

自己株式の処分 1 667

当中間期変動額合計 △211 664

当中間期末残高 △1,845 △1,634

株主資本合計

前期末残高 45,255 42,459

当中間期変動額

剰余金の配当 △390 △803

中間純利益 608 3,038

自己株式の取得 △213 △2

自己株式の処分 1 563

自己株式の処分差損振替 － －

当中間期変動額合計 6 2,796

当中間期末残高 45,262 45,255
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(単位：百万円)

当中間連結会計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年９月30日)

前連結会計年度の要約連
結株主資本等変動計算書

(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 159 △24

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額
（純額）

△123 183

当中間期変動額合計 △123 183

当中間期末残高 35 159

土地再評価差額金

前期末残高 △105 △105

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額
（純額）

△4 0

当中間期変動額合計 △4 0

当中間期末残高 △110 △105

評価・換算差額等合計

前期末残高 53 △129

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額
（純額）

△128 183

当中間期変動額合計 △128 183

当中間期末残高 △74 53

少数株主持分

前期末残高 1,176 3,070

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△13 △1,894

当中間期変動額合計 △13 △1,894

当中間期末残高 1,162 1,176

純資産合計

前期末残高 46,485 45,400

当中間期変動額

剰余金の配当 △390 △803

中間純利益 608 3,038

自己株式の取得 △213 △2

自己株式の処分 1 563

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△141 △1,710

当中間期変動額合計 △135 1,085

当中間期末残高 46,349 46,485
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④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

当中間連結会計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年９月30日)

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計算書

(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益 1,048 4,694

減価償却費 754 1,318

工事損失引当金の増減額（△は減少） △7 5

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 49 △289

その他の引当金の増減額（△は減少） 12 △183

受取利息及び受取配当金 △54 △88

保険解約損益（△は益） △196 －

支払利息 1 64

為替差損益（△は益） 0 0

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） － △41

減損損失 － 81

投資有価証券評価損益（△は益） － 8

投資有価証券割当損益（△は益） △10 －

固定資産除売却損益（△は益） △158 165

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 22 －

その他 △87 △168

売上債権の増減額（△は増加） 7,886 △2,637

未成工事支出金の増減額（△は増加） △1,651 △713

仕入債務の増減額（△は減少） △4,055 1,196

未成工事受入金の増減額（△は減少） 137 △139

その他の資産・負債の増減額 △345 176

小計 3,347 3,451

利息及び配当金の受取額 54 88

利息の支払額 △1 △124

法人税等の支払額 △609 △2,764

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,790 651

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △190 △123

定期預金の払戻による収入 10 232

有形固定資産の取得による支出 △232 △2,875

有形固定資産の売却による収入 732 0

有形固定資産の除却による支出 △21 －

無形固定資産の取得による支出 △127 △140

有価証券の償還による収入 32 －

投資有価証券の取得による支出 △0 △3

投資有価証券の売却による収入 0 55

貸付けによる支出 △7 △38

貸付金の回収による収入 24 20

保険積立金の解約による収入 297 －

子会社株式の取得による支出 － △19

その他 △132 △101

投資活動によるキャッシュ・フロー 383 △2,992
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(単位：百万円)

当中間連結会計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年９月30日)

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計算書

(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

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） 77 △100

長期借入金の返済による支出 △0 △0

社債の償還による支出 － △6,591

リース債務の返済による支出 △5 △8

自己株式の取得による支出 △213 △2

自己株式の売却による収入 1 4

配当金の支払額 △389 △803

少数株主への配当金の支払額 △4 △18

財務活動によるキャッシュ・フロー △534 △7,521

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,639 △9,862

現金及び現金同等物の期首残高 7,640 17,503

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※１
 10,280

※１
 7,640
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【中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

　

項目
当中間連結会計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

１．連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社数　12社
    主な連結子会社名
　　　東邦建㈱
　　　大明通産㈱
　　　大明ネクスト㈱

(1) 連結子会社数　12社
    主な連結子会社名
　　　東邦建㈱
　　　大明通産㈱
　　　大明ネクスト㈱
 

  なお、当連結会計年度において、連
結子会社である大明テレコム㈱は、
平成21年７月１日付をもって同じく
連結子会社である大明コムテック㈱
を吸収合併し、商号を「大明ネクス
ト㈱」としました。
　

　 (2) 非連結子会社数　１社
　　  DAIMEI SLK PRIVATE LIMITED
 

　上記の非連結子会社は、小規模であ
り、総資産、売上高、連結純損益（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
ないため、連結の範囲から除外してお
ります。

(2) 非連結子会社数　─社　　
  非連結子会社であるTELECOM
ENGINEERING LANKA PRIVATE LIMITED
は、平成22年１月27日の取締役会にお
いて解散することが決議され、当連結
会計年度において清算手続きを結了
しております。

２．持分法の適用に関する事　
　項

(1) 持分法適用の関連会社数　─社
　
(2) 持分法を適用していない非連結子
    会社
      DAIMEI SLK PRIVATE LIMITED
 

　上記の非連結子会社は、中間純損益
及び利益剰余金等に及ぼす影響が僅
少であり、かつ全体としても重要性が
ないため、持分法の適用範囲から除外
しております。

(1) 持分法適用の関連会社数　─社
 
(2) 持分法を適用していない非連結子
    会社
     ―――――――――――――

　 (3) 持分法を適用していない関連会社
―――――――――――――

(3) 持分法を適用していない関連会社
      ENKAY ENTERPRISES (PRIVATE)
　　  LIMITED  
 

  上記の持分法非適用会社は、連結純
損益及び利益剰余金等に及ぼす影響
が僅少であり、かつ全体としても重要
性がないため、持分法の適用範囲から
除外しております。

３．連結子会社の中間決算日
　等に関する事項

　連結子会社のうち明成通信㈱の中間決
算日は７月31日であり、中間連結決算日
との差は３ヶ月以内であるため、当該連
結子会社の中間決算日現在の中間財務
諸表を基礎として連結を行っておりま
す。ただし、中間連結決算日との間に生
じた重要な取引については、連結上必要
な調整を行っております。
　なお、その他の連結子会社の中間決算
日と中間連結決算日は一致しておりま
す。

　連結子会社のうち明成通信㈱の決算日
は１月31日であり、連結決算日との差は
３ヶ月以内であるため、当該連結子会社
の事業年度に係る財務諸表を基礎とし
て連結を行っております。ただし、連結
決算日との間に生じた重要な取引につ
いては、連結上必要な調整を行っており
ます。
　なお、その他の連結子会社の事業年度
末日と連結決算日は一致しております。
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項目
当中間連結会計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22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 
  イ　有価証券
　　　その他有価証券

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方
    法　
  イ　有価証券
　　  その他有価証券
　

　

 　 ａ 時価のあるもの
　中間連結決算日の市場価格等に
基づく時価法(評価差額は全部純
資産直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算定)

 

　 ｂ 時価のないもの
　    　移動平均法による原価法
 

 ａ 時価のあるもの
  連結決算日の市場価格等に基
づく時価法(評価差額は全部純資
産直入法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定)

 

   ｂ 時価のないもの
　    　同左
 

　 　ロ　たな卸資産 　ロ　たな卸資産

　 　 ａ 未成工事支出金
   　   個別法による原価法       
　

   ｂ 商品
   　   移動平均法による原価法  
        (収益性の低下による簿価切
         下げの方法）
　

   ｃ 材料貯蔵品
        先入先出法による原価法
        (収益性の低下による簿価切
         下げの方法）
　

   ａ 未成工事支出金
        同左
　

   ｂ 商品
        同左
 
 
　

   ｃ 材料貯蔵品
        同左
　

　 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の
　　方法
　イ　有形固定資産
　　  (リース資産を除く)　　
　定率法を採用しております。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、定額法を採用しております。
また、取得価額10万円以上20万円未
満の少額減価償却資産については、
３年間で均等償却する方法を採用
しております。
  なお、主な耐用年数は次の通りで
あります。
　建物   ６～65年
　その他 ５～50年
　平成19年３月31日以前に取得した
資産については、償却可能限度額ま
で償却が終了した翌連結会計年度
から５年間で均等償却し、減価償却
費に含めて計上しております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の　
　　方法
　イ　有形固定資産
　　  (リース資産を除く)
　 　 　同左
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項目
当中間連結会計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

　   ロ　無形固定資産
      (リース資産を除く)
　定額法を採用しております。ただ
し、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)に基づく定額法を採用して
おります。
　

　ハ　リース資産　
　所有権移転外ファイナンス・リー
ス取引に係るリース資産の減価償
却の方法については、リース期間を
耐用年数とし、残存価額を零とする
定額法を採用しております。
　なお、リース取引開始日が平　　　成
20年３月31日以前の所有権移　　　転
外ファイナンス・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を　　　引
き続き採用しております。

　ロ　無形固定資産
      (リース資産を除く)
　　　  同左
 

 

 
　ハ　リース資産
　　　  同左

　 (3) 重要な引当金の計上基準
　イ　貸倒引当金  
  債権の貸倒による損失に備える
ため、回収不能見込額を計上してお
ります。

 

(3) 重要な引当金の計上基準　
　イ　貸倒引当金
　　　  同左

　 　　ａ 一般債権
　　　   貸倒実績率によっております。
　

　　ａ 一般債権　　　　　
         同左

　 　 ｂ 貸倒懸念債権等
　　個別に債権の回収可能性を勘
　案し、回収不能見込額を計上し　
　ております。

　　ｂ 貸倒懸念債権等
　　　   同左

　 　ロ　工事損失引当金
  受注工事に係る将来の損失に備
えるため、当中間連結会計期間末手
持工事のうち損失の発生が見込ま
れ、かつ、その金額を合理的に見積
もることができる工事について、損
失見込額を計上しております。

　ロ　工事損失引当金　　
  受注工事に係る将来の損失に備
えるため、当連結会計年度末手持工
事のうち損失の発生が見込まれ、か
つ、その金額を合理的に見積もるこ
とができる工事について、損失見込
額を計上しております。

　   ハ　役員賞与引当金
  一部の子会社においては、役員に
対して支給する賞与の支出に充て
るため、当連結会計年度における支
給見込額に基づき、当中間連結会計
期間に見合う分を計上しておりま
す。

　ハ　役員賞与引当金
  一部の子会社においては、役員に
対して支給する賞与の支出に充て
るため、当連結会計年度における支
給見込額を計上しております。

　 ――――――――――――― （追加情報）
　当社は、前連結会計年度において、役員
に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、支給見込額を計上しておりました
が、平成21年６月25日開催の定時株主総
会にて役員報酬体系を見直すことが決
議されたため、当連結会計年度より役員
賞与引当金は計上しておりません。

　 　ニ　完成工事補償引当金
　　　完成工事に係るかし担保の費用
    に備えるため、過去一定期間の補
    償実績率による算定額を計上して
    おります。

　ニ　完成工事補償引当金
　　　同左
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項目
当中間連結会計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

　

  ホ　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
計上しております。
　過去勤務債務は、その発生時の従
業員の平均残存勤務期間以内の一
定の年数(15年)による定額法によ
り費用処理しております。数理計算
上の差異は、その発生時の従業員の
平均残存勤務期間以内の一定の年
数(15年)による定額法により翌連
結会計年度から費用処理しており
ます。

　ホ　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、当連結会計年度末において発
生していると認められる額を計上
しております。
　過去勤務債務は、その発生時の従
業員の平均残存勤務期間以内の一
定の年数(15年)による定額法によ
り費用処理しております。数理計算
上の差異は、その発生時の従業員の
平均残存勤務期間以内の一定の年
数(15年)による定額法により翌連
結会計年度から費用処理しており
ます。

　

――――――――――――― （会計方針の変更）
　当連結会計年度より、「退職給付に係
る会計基準」の一部改正（その３）
（企業会計基準第19号　平成20年７月31
日）を適用しております。
　数理計算上の差異を翌連結会計年度か
ら償却するため、これによる営業利益、
経常利益及び税金等調整前当期純利益
に与える影響はありません。
　また、本会計基準の適用に伴い発生す
る退職給付債務の差額の未処理残高は
軽微であります。

　

　へ　役員退職慰労引当金
  一部の子会社においては、役員の
退職慰労金の支出に備えるため、内
規に基づく当中間連結会計期間末
要支給額を計上しております。

  へ　役員退職慰労引当金
  一部の子会社においては、役員の
退職慰労金の支出に備えるため、内
規に基づく連結会計年度末要支給
額を計上しております。

　

――――――――――――― （追加情報）
　当社及び大明テクノ㈱は、役員の退職
慰労金の支払いに備えるため、役員退職
慰労引当金を計上しておりましたが、当
社においては平成21年６月25日開催、大
明テクノ㈱においては平成21年６月12
日開催の定時株主総会において、役員退
職慰労金制度の廃止が決議されたため、
定時株主総会の日以前の在任期間分に
対応する役員退職慰労金について、打ち
切り支給することといたしました。
　なお、支給の時期は、各役員それぞれの
退任時とし、役員退職慰労金は、退任ま
で固定負債「長期未払金」として計上
しております。
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項目
当中間連結会計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

　
(4) 重要な収益及び費用の計上基準 (4) 重要な収益及び費用の計上基準

 

　

  イ　完成工事高の計上基準　　　
  完成工事高の計上基準は、当中間
連結会計期間末日までの進捗部分
について成果の確実性が認められ
る工事契約については工事進行基
準（工事の進捗率の見積りは原価
比例法）を適用し、その他の工事契
約については工事完成基準を適用
しております。

  イ　完成工事高の計上基準
完成工事高の計上基準は、連結会計
年度末日までの進捗部分について
成果の確実性が認められる工事契
約については工事進行基準（工事
の進捗率の見積りは原価比例法）
を適用し、その他の工事契約につい
ては工事完成基準を適用しており
ます。

　

―――――――――――――
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(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
　手許資金、要求払預金及び取得日
から３ヶ月以内に満期日又は償還
日の到来する流動性の高い、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
い短期的な投資としております。

 

（会計方針の変更）
　請負工事に係る収益の計上について
は、従来、長期大型請負工事（工期が３
事業年度に亘り、請負金額17億円以上）
については工事進行基準を、その他の工
事については工事完成基準を適用して
おりましたが、「工事契約に関する会計
基準」（企業会計基準第15号　平成19年
12月27日）及び「工事契約に関する会
計基準の適用指針」（企業会計基準適
用指針第18号　平成19年12月27日）を当
連結会計年度より適用し、当連結会計年
度に着手した工事契約から、当連結会計
年度末までの進捗部分について成果の
確実性が認められる工事については工
事進行基準（工事の進捗率の見積りは
原価比例法）を適用し、その他の工事に
ついては工事完成基準を適用しており
ます。
　これによる当連結会計年度の完成工事
高、営業利益、経常利益及び税金等調整
前当期純利益に与える影響は軽微であ
ります。

　 (6) その他中間連結財務諸表作成のた
　　めの重要な事項

(6) その他連結財務諸表作成のための
　　重要な事項

　   イ　消費税等の会計処理
　消費税等の会計処理は、税抜　方式
によっております。

  イ　消費税等の会計処理
　　　　同左

５．連結子会社の資産及び負　
　債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価は、
全面時価評価法によっております。

  同左

６．のれん及び負ののれんの
　償却に関する事項

　のれん及び負ののれんは、５年間で均
等償却しております。

　同左

７．連結キャッシュ・フロー
  計算書における資金の範囲
 

　――――――――――――― 　手許資金、要求払預金及び取得日から
３ヶ月以内に満期日の到来する流動性
の高い、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
わない短期的な投資としております。

　

EDINET提出書類

大明株式会社(E00077)

半期報告書

28/84



　

【会計方針の変更】

　

当中間連結会計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

(資産除去債務に関する会計基準の適用)
  当中間連結会計期間から、「資産除去債務に関する会
計基準」（企業会計基準第18号　平成20年３月31日）及
び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業
会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用し
ております。
　これにより、当中間連結会計期間の営業利益、経常利益
がそれぞれ54百万円、税金等調整前中間純利益が76百万
円減少しております。また、当会計基準の適用開始による
資産除去債務の変動額は117百万円であります。
　

―――――――――――――

(企業結合に関する会計基準等の適用)
  当中間連結会計期間から、「企業結合に関する会計基
準」（企業会計基準第21号　平成20年12月26日）、「連結
財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平
成20年12月26日）、「『研究開発費等に係る会計基準』
の一部改正」（企業会計基準第23号　平成20年12月26
日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準
第７号　平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基
準」（企業会計基準第16号　平成20年12月26日公表分）
及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関す
る適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成20年
12月26日）を適用しております。
 

　

　

【表示方法の変更】

　

当中間連結会計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

(中間連結損益計算書)
  「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第
22号　平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、
様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣
府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用に
より、当中間連結会計期間では、「少数株主損益調整前中
間純利益」の科目を表示しております。
 

(連結貸借対照表)
　前連結会計年度において投資その他の資産「その他」
に含めて表示しておりました「敷金及び保証金」（前連
結会計年度578百万円）は重要性が増したため、当連結会
計年度より区分掲記しております。
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【注記事項】

(中間連結貸借対照表関係)

　
当中間連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

※１　未成工事支出金等の内訳

未成工事支出金 8,192百万円

商品 558百万円

材料貯蔵品 406百万円

※１　未成工事支出金等の内訳

未成工事支出金 6,554百万円

商品 559百万円

材料貯蔵品 392百万円

※２　有形固定資産の減価償却累計額
7,638百万円

※２　有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　　　　 
7,476百万円

　３　保証債務　 　　
　佐野ケーブルテレビ㈱の金融機関からの借入金107
百万円に対して保証を行っております。
  なお、ほかの住宅ローン利用者のための保証債務
416百万円があります。

　３　保証債務　　　
  佐野ケーブルテレビ㈱の金融機関からの借入金
115百万円に対して保証を行っております。
  なお、ほかの住宅ローン利用者のための保証債務
436百万円があります。

※４　土地の再評価  
  連結子会社のうち東邦建㈱は、土地の再評価に関
する法律(平成10年３月31日公布法律第34号　最終改
正平成13年６月29日)に基づき、事業用の土地の再評
価を行っております。
　なお、連結決算上必要な調整を行い、再評価に　　係
る繰延税金負債を控除した金額を土地再評価差額金
として純資産の部に計上しております。

※４　土地の再評価
　  同左  

 (1) 再評価の方法
  土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３月
31日公布政令第119号)第２条第４項に定める地価
税法(平成３年法律第69号)第16条に規定する地価
税の課税価額の計算の基礎となる土地の価額を算
定するために国税庁長官が定めて公表した方法に
より算定した価額に合理的な調整を行って算出す
る方法によっております。　

 

 (2) 土地の再評価を行った年月日
平成14年３月31日

 

 (3) 再評価を行った土地の当中間連結会計期間末にお　
　 
　　 ける時価と再評後の帳簿価額との差額    　　  

492百万円
 
※５　損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事

支出金と工事損失引当金は、相殺せずに両建てで表
示しております。損失の発生が見込まれる工事契約
に係る未成工事支出金のうち、工事損失引当金に対
応する額は40百万円であります。
 

 (1) 再評価の方法
       同左
 

 

 
 
 

 (2) 土地の再評価を行った年月日
       同左　　　
 

 (3) 再評価を行った土地の当連結会計年度末における
　　 時価と再評価後の帳簿価額との差額

468百万円
 
※５　損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事

支出金と工事損失引当金は、相殺せずに両建てで表
示しております。損失の発生が見込まれる工事契約
に係る未成工事支出金のうち、工事損失引当金に対
応する額は43百万円であります。
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(中間連結損益計算書関係)

　

当中間連結会計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

※１　売上原価に含まれている工事損失引当金繰入額
53百万円

※１　売上原価に含まれている工事損失引当金繰入額 
60百万円

※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費目と金額は
次のとおりです。

従業員給料手当 1,852百万円

減価償却費 424百万円

退職給付費用 141百万円

役員退職慰労引当金繰入額 17百万円

　 　

※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費目と金額は
次のとおりです。

従業員給料手当 3,355百万円

減価償却費 625百万円

退職給付費用 286百万円

役員賞与引当金繰入額 5百万円

役員退職慰労引当金繰入額 43百万円

※３　一般管理費に含まれる研究開発費は、55百万円　　で
あります。

※３　一般管理費に含まれる研究開発費は、126百万円
であります。　

　

※４　固定資産売却益は、主に当社所有の土地、建物の売
却によるもの（184百万円）であります。

※４　固定資産売却益は、機械、運搬具及び工具器具備品
の売却によるもの（０百万円）であります。

※５　保険解約返戻金は、かんぽ生命保険の簡易保険及び
生命保険会社の生命保険を解約した際の保険料の
戻入益であります。

※５　保険解約返戻金は、郵便局の簡易保険及び生命保険
会社の生命保険を解約した際の保険料の戻入益で
あります。

※６　固定資産除却損は、主に当社所有の建物及び工具器
具・備品等を処分したことによるもの（25百万
円）であります。

※６　固定資産除却損は、主に当社の研修センター建設に
伴う従前建物の撤去によるもの（165百万円）であ
ります。

―――――――――――― ※７　減損損失
　当連結会計年度において、当社グループは以下の
資産グループについて減損損失を計上いたしまし
た。

場所 用途 種類
減損損失

（百万円）

神奈川県川崎市 賃貸資産
土地

構築物
42

千葉県習志野市 遊休資産
土地

構築物
39

　

　    当社グループは、管理会計上の区分に基づき事業本
部別に資産のグルーピングを行い、賃貸用資産、遊
休資産については個々の物件を単位として扱って
おります。
　当連結会計年度において、上記の賃貸資産及び遊
休資産の売却の意思決定を行ったことに伴い、帳簿
価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損
損失81百万円（土地78百万円、構築物３百万円）と
して特別損失に計上いたしました。
　なお、回収可能価額は正味売却価額により測定し
ており、正味売却価額については、売却予定額によ
り算定しております。

※８　過年度役員退職慰労引当金繰入額
　「過年度役員退職慰労引当金繰入額」は、一部の
連結子会社の役員退職慰労金規程の見直しに伴い
発生したものであります。
 

――――――――――――

※９　税効果会計の適用に当たり「簡便法」を採用して
いるため、法人税等調整額は「法人税等」に含めて
表示しております。

――――――――――――

　10　当社グループの売上高は通常の形態として、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
に季節的変動があります。

――――――――――――
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(中間連結株主資本等変動計算書関係)

　

当中間連結会計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日）
　

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(千株) 41,112 ― ― 41,112

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(千株) 2,035 328 2 2,362

(注) １　自己株式の増加は、単元未満株式の買取と株主からの株式買取請求への対応によるものです。

２　自己株式の減少は、連結子会社が所有する親会社株式の売却によるものです。

　

３　配当に関する事項

　(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

平成22年6月29日
定時株主総会

普通株式 390 10.00平成22年3月31日 平成22年6月30日

　
　(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後となる

もの

決議 株式の種類 配当の原資
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

平成22年11月10日
取締役会

普通株式 利益剰余金 387 10.00平成22年9月30日 平成22年12月10日
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前連結会計年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）
　

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 41,112 ― ― 41,112

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 2,864 2 831 2,035

(注) １　自己株式の増加は、単元未満株式の買取によるものです。

２　自己株式の減少は、株式交換による連結子会社の完全子会社化によるもの（821千株）及び新株予約権の権利

行使によるもの（10千株）です。

　

３　配当に関する事項

　(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

平成21年６月25日
定時株主総会

普通株式 420 11.00平成21年３月31日 平成21年６月26日

平成21年11月11日
取締役会

普通株式 382 10.00平成21年９月30日 平成21年12月７日

　
　(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
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

平成22年6月29日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 390 10.00平成22年3月31日 平成22年6月30日

　

　

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

当中間連結会計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

※１　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22年９月30日現在)

※１　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22年３月31日現在)

現金及び預金 10,386百万円

有価証券 200百万円

預入期間が３ヵ月を超える
定期預金

△305百万円

現金及び現金同等物 10,280百万円

現金及び預金 7,313百万円

有価証券 486百万円

預入期間が３ヵ月を超える
定期預金

△159百万円

現金及び現金同等物 7,640百万円
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(リース取引関係)

　

当中間連結会計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

（借手側）
１　ファイナンス・リース取引
 (1) リース資産の内容
　　 主として、工事用車両及び建設資材の在庫管理シ
　 ステム機器（備品）であります。

（借手側）
１　ファイナンス・リース取引
 (1) リース資産の内容
　　　 同左

 (2) リース資産の減価償却の方法
     リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする
   定額法によっております。

 (2) リース資産の減価償却の方法
       同左

２　オペレーティング・リース取引
    該当事項はありません。

２　オペレーティング・リース取引
      同左　

３　リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有
　権移転外ファイナンス・リース取引について、通常
　の賃貸借取引に係る方法に準ずるもの

３　リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有
　権移転外ファイナンス・リース取引について、通常
　の賃貸借取引に係る方法に準ずるもの

 (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

 (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)

その他(有形固定資

産)
1,127 744 382

　(注) 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
 より算定しております。

　
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、運搬具及び工

具器具備品
1,173 694 479

　(注) 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
 しております。

　

 (2) 未経過リース料中間期末残高相当額

１年以内 187百万円

１年超 221百万円

合計 409百万円

  (注) 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」により算定しております

 (2) 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 203百万円

１年超 304百万円

合計 508百万円

　(注) 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
 」により算定しております。

 (3) 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 101百万円

減価償却費相当額 101百万円

 (3) 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 244百万円

減価償却費相当額 244百万円

 (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
     る定額法によっております。

 (4) 減価償却費相当額の算定方法
　     同左

 (減損損失について)
　　リース資産に配分された減損損失はないため、項
　目等の記載は省略しております。

 (減損損失について)
　　同左
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　 当中間連結会計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

（貸主側）
  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、減価償却累計額及び中間
     期末残高

（貸主側）
  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、減価償却累計額及び期末
     残高

　
取得価額

(百万円)

減価償却

累計額

(百万円)

中間期末

残高

(百万円)

その他(有形固定

資産)
2 2 0

　

　
取得価額

(百万円)

減価償却

累計額

(百万円)

期末

残高

(百万円)

機械、運搬具及び

工具器具備品
2 2 0

 (2) 未経過リース料中間期末残高相当額  (2) 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 7百万円

１年超 3百万円

合計 11百万円

１年以内 9百万円

１年超 7百万円

合計 16百万円

 (3) 受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額  (3) 受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額

受取リース料 0百万円

減価償却費 0百万円

受取利息相当額 0百万円

受取リース料 0百万円

減価償却費 0百万円

受取利息相当額 0百万円

 (4) 利息相当額の算定方法
     リース料総額とリース物件の取得価額相当額との
   差額を利息相当額とし、各期への配分方法について
   は、定額法によっております。

 (4) 利息相当額の算定方法

       同左

 (減損損失について)
　  リース資産に配分された減損損失はないため、項
  目等の記載は省略しております。

 (減損損失について)
    同左
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(金融商品関係)

　

当中間連結会計期間(自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日)
　

１　金融商品の時価等に関する事項

平成22年９月30日における中間連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり

であります。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。

　
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)

(1) 現金及び預金 10,386 10,386 －

(2) 受取手形・完成工事未収入金等 20,268 20,268 －

(3) 投資有価証券
　　その他有価証券 2,437 2,437 －

資産計 33,092 33,092 －

(1) 工事未払金 9,545 9,545 －

負債計 9,545 9,545 －

(注) １　金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資　産

(1) 現金預金

    預金は短期であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(2) 完成工事未収入金

    これは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3) 投資有価証券

    株式は取引所の価格によっており、投資信託については、公表された基準価格によっております。

負　債

(1) 工事未払金

    これは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

デリバティブ取引

    当グループはデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。
　

２　時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 連結貸借対照表計上額（百万円）

非上場株式 193

　　　これについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「（3）

投資有価証券」には含めておりません。
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前連結会計年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)
　

１　金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、余裕資金については安全性の高い、短期的な金融資産で運用し、投機的な取引は行

わない方針であります。

　

(2) 金融商品の内容及びリスク並びにリスク管理体制

営業債権である完成工事未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関して

は、社内規程に従い、信用調査資料等により取引先の信用力を適正に評価し、取引の可否を決定してお

ります。

　投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株

式であり、定期的に時価を把握することにより管理を行っております。

　営業債務である工事未払金の支払期日は１年以内であります。

　

EDINET提出書類

大明株式会社(E00077)

半期報告書

37/84



　

２　金融商品の時価等に関する事項

平成22年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ

ります。

　なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。

　
連結貸借対照表計上額

(百万円)
時価
(百万円)

差額
(百万円)

(1) 現金及び預金 7,313 7,313 －

(2) 完成工事未収入金 26,604 26,604 －

(3) 投資有価証券
　　 その他有価証券 2,595 2,595 －

資産計 36,513 36,513 －

(1) 工事未払金 13,385 13,385 －

負債計 13,385 13,385 －

(注) １　金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資　産

　(1) 現金預金

　　　預金は短期であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

　(2) 完成工事未収入金

　　　これは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

　(3) 投資有価証券

　　　株式は取引所の価格によっており、投資信託については、公表された基準価格によっております。

負　債

　(1) 工事未払金

　　　これは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

デリバティブ取引

　　　当グループはデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。
　

２　時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 連結貸借対照表計上額（百万円）

非上場株式 193

　　　これについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「（3）投資有価

証券」には含めておりません。
　

３　金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

　
１年以内
（百万円）

１年超５年以内
（百万円）

５年超10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

(1) 現金預金 7,313 ― ― ―

(2) 完成工事未収入金 26,604 ― ― ―

(3) 投資有価証券
　　その他有価証券のうち
　　満期があるもの

 
― 397

 
―

 
―

合計 33,918 397 ― ―

　

（追加情報）

  当連結会計年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　平成20年3月10日）及び

「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　平成20年3月10日）を適

用しております。

　

前へ　　　次へ
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(有価証券関係)

　

当中間連結会計期間末(平成22年９月30日)
　

１　満期保有目的の債券

      該当事項はありません。

　

２　その他有価証券

　 種類
中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

取得原価(百万円) 差額(百万円)

中間連結貸借対照
表計上額が取得原
価を超えるもの

(1)株式 1,001 681 319

(2)債券 　 　 　

 ① 国債・地方債等 ― ― ―

 ② 社債 ― ― ―

 ③ その他 ― ― ―

(3)その他 639 615 24

小計 1,641 1,296 344

中間連結貸借対照
表計上額が取得原
価を超えないもの

(1)株式 898 1,177 △278

(2)債券 　 　 　

 ① 国債・地方債等 ― ― ―

 ② 社債 ― ― ―

 ③ その他 ― ― ―

(3)その他 97 107 △9

小計 996 1,284 △288

合計 2,637 2,581 56

 (注) 非上場株式（中間連結貸借対照表計上額　193百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することが

極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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前連結会計年度末(平成22年３月31日)
　

１　売買目的有価証券

      該当事項はありません。

　

２　満期保有目的の債券

      該当事項はありません。

　

３　その他有価証券

　 種類
連結貸借対照表計上額

(百万円)
取得原価(百万円) 差額(百万円)

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えるもの

(1)株式 1,421 1,005 415

(2)債券 　 　 　

 ① 国債・地方債等 ― ― ―

 ② 社債 ― ― ―

 ③ その他 ― ― ―

(3)その他 614 599 15

小計 2,036 1,605 430

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えないもの

(1)株式 656 842 △185

(2)債券 　 　 　

 ① 国債・地方債等 ― ― ―

 ② 社債 ― ― ―

 ③ その他 ― ― ―

(3)その他 389 404 △14

小計 1,046 1,247 △200

合計 3,082 2,852 230

 (注) 非上場株式（連結貸借対照表計上額　193百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極め

て困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

　

４　連結会計年度中に売却したその他有価証券(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

種類 売却額(百万円)
売却益の合計額
(百万円)

売却損の合計額
(百万円)

(1)株式 55 41 ―

(2)債券 　 　 　

 ① 国債・地方債等 ― ― ―

 ② 社債 ― ― ―

 ③ その他 ― ― ―

(3)その他 ― ― ―

合計 55 41 ―
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(デリバティブ取引関係)

　

当中間連結会計期間末(平成22年９月30日)

  当社グループはデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。

　
前連結会計年度末(平成22年３月31日)

  当社グループはデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。

　

(ストック・オプション等関係)

　

当中間連結会計期間(自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日)

  該当事項はありません。

　

前連結会計年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

  ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
　

(1) ストック・オプションの内容

会社名 提出会社

決議年月日 平成15年６月27日

付与対象者の区分及び人数（名）
当社取締役　　7
当社使用人　177

株式の種類及び付与数（株） 普通株式  500,000

付与日 平成15年7月1日

権利確定条件

①新株予約権者は、権利行使時においても当社取締役または使用人
  の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が、任期満了
  等の正当な理由により退職する等当社が認めた場合に限り、その
  地位を離れた後２年間については、なお行使できるものとする。
②新株予約権者が死亡した場合には、その相続人による新株予約権 
  の行使は、相続から半年以内に限り認める。
③その他権利行使の条件については、当社と新株予約権者との間で
  締結した新株予約権割当契約に定めるところによる。

対象勤務期間 定めておりません

権利行使期間
平成17年7月1日
～平成21年6月30日

　

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

 ① ストック・オプションの数

会社名 提出会社

決議年月日 平成15年６月27日

権利確定後 　

　期首（株） 11,000

　権利確定（株） －

　権利行使（株） 10,000

　失効（株） 1,000

　未行使残（株） 0

　

 ② 単価情報

会社名 提出会社

決議年月日 平成15年６月27日

権利行使価格（円） 424

行使時平均株価（円） 880

付与日における公正な評価単価（円） －
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(企業結合等関係)

　

当中間連結会計期間(自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日)

  該当事項はありません。

　

前連結会計年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

  大明テレコム株式会社による大明コムテック株式会社の吸収合併

 (1) 結合当事企業及び事業の内容、企業結合の法的形式及び結合後企業の名称並びに取引の目的を含む

取引の概要

①  結合当事企業及び事業の内容

会社名 事業の内容

大明テレコム株式会社 電気通信設備工事業、特定労働者派遣事業

大明コムテック株式会社 電気通信設備工事業

②  企業結合の法的形式

大明テレコム株式会社を存続会社、大明コムテック株式会社を消滅会社とする吸収合併

③  結合後企業の名称

結合後企業の名称は大明ネクスト株式会社としております。

④　取引の目的を含む取引の概要

  グループ経営資源の集中と経営の効率化を図り、首都圏のＮＴＴエンジニアリング事業におい

て稼動変化に柔軟に対応できる体制を構築し、かつコントロールの強化・コストリダクションを

推進することによりコストの最小化に取り組み、また、一般民需等の事業領域を拡大し、収益の向

上を目指すことを目的としております。
　

  (2) 実施した会計処理の概要

　「企業結合に係る会計基準」(企業会計審議会　平成15年10月31日公表分)及び「企業結合会計基準

及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号　平成19年11月15日公表

分)に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行っております。
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  株式交換による東邦建株式会社の完全子会社化

 (1) 結合当事企業及び事業の内容、企業結合の法的形式及び結合後企業の名称並びに取引の目的を含む

取引の概要

①　結合当事企業及び事業の内容

会社名 事業の内容

大明株式会社 電気通信設備事業

東邦建株式会社 電気通信設備工事業

②  企業結合の法的形式

当社を完全親会社とし、東邦建株式会社を完全子会社とする株式交換

③　結合後企業の名称

名称に変更はありません。

④　取引の目的を含む取引の概要

　当社は平成22年３月25日に、経営環境の変化に柔軟かつ迅速に対応するため、当社グループの一

体性を高めた施工体制の充実と経営資源の有効活用を目的として、連結子会社である東邦建株式

会社を株式交換により完全子会社といたしました。

　なお、当社は、会社法第796条第３項の規定に基づき、株主総会の承認を得ない簡易株式交換の手

続きにより、本件株式交換を実施しております。
　

  (2) 実施した会計処理の概要

  「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会　平成15年10月31日公表分)及び「企業結合会計基

準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成19年11月15日

公表分)に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行っております。
　

  (3) 子会社株式の追加取得に関する事項

①　取得原価及びその内訳

取得の対価 当社普通株式 625百万円

取得に直接要した費用 株式交換比率の算定業務にかかる報酬等 14百万円

取得原価 　 639百万円

②  株式の種類別の交換比率

　
大明株式会社

（株式交換完全親会社）
東邦建株式会社

（株式交換完全子会社）

株式交換比率 １ 0.25

③  交換比率の算定

  当社及び東邦建株式会社は、第三者算定機関から提出を受けた株式交換比率の算定結果を参考

に、上記比率を決定しております。

④  交付した株式数及びその評価額

交付株式数　　778,630株　

評価額　　　  529百万円

⑤  発生した負ののれんの金額

1,224百万円

⑥  負ののれんの発生した原因

  主として本件株式交換により減少する少数株主持分の金額が、追加取得した東邦建株式会社の

普通株式の取得原価を上回ることにより発生したものであります。

⑦  発生した負ののれんの償却方法及び償却期間

５年間で均等償却
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  株式交換による大明ネットワーク株式会社の完全子会社化

 (1) 結合当事企業及び事業の内容、企業結合の法的形式及び結合後企業の名称並びに取引の目的を含む

取引の概要

①　結合当事企業及び事業の内容

会社名 事業の内容

大明株式会社 電気通信設備事業

大明ネットワーク株式会社 電気通信設備工事業

②  企業結合の法的形式

当社を完全親会社とし、大明ネットワーク株式会社を完全子会社とする株式交換

③　結合後企業の名称

名称に変更はありません。

④　取引の目的を含む取引の概要

　当社は平成22年３月25日に、経営環境の変化に柔軟かつ迅速に対応するため、当社グループの一

体性を高めた施工体制の充実と経営資源の有効活用を目的として、連結子会社である大明ネット

ワーク株式会社を株式交換により完全子会社といたしました。

　なお、当社は、会社法第796条第３項の規定に基づき、株主総会の承認を得ない簡易株式交換の手

続きにより、本件株式交換を実施しております。
　

  (2) 実施した会計処理の概要

  「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会　平成15年10月31日公表分）及び「企業結合会計

基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成19年11月15

日公表分）に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行っております。
　

  (3) 子会社株式の追加取得に関する事項

①　取得原価及びその内訳

取得の対価 当社普通株式 17百万円

取得に直接要した費用 株式交換比率の算定業務にかかる報酬等 0百万円

取得原価 　 18百万円

②  株式の種類別の交換比率

　
大明株式会社

（株式交換完全親会社）
大明ネットワーク株式会社
（株式交換完全子会社）

株式交換比率 １ ７

③  交換比率の算定

  当社及び大明ネットワーク株式会社は、第三者算定機関から提出を受けた株式交換比率の算定

結果を参考に、上記比率を決定しております。

④  交付した株式数及びその評価額

交付株式数　　22,400株　

評価額　　　  15百万円

⑤  発生した負ののれんの金額

25百万円

⑥  負ののれんの発生した原因

　本件株式交換により減少する少数株主持分の金額が、追加取得した大明ネットワーク株式会社の

普通株式の取得原価を上回ることにより発生したものであります。

⑦  発生した負ののれんの償却方法及び償却期間

５年間で均等償却
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  株式交換による大明通産株式会社の完全子会社化

 (1) 結合当事企業及び事業の内容、企業結合の法的形式及び結合後企業の名称並びに取引の目的を含む

取引の概要

①　結合当事企業及び事業の内容

会社名 事業の内容

大明株式会社 電気通信設備事業

大明通産株式会社 通信設備に関わる材料等の販売、建設機材の販売・賃貸

②  企業結合の法的形式

当社を完全親会社とし、大明通産株式会社を完全子会社とする株式交換

③　結合後企業の名称

名称に変更はありません。

④　取引の目的を含む取引の概要

　当社は平成22年３月25日に、経営環境の変化に柔軟かつ迅速に対応するため、当社グループの一

体性を高めた施工体制の充実と経営資源の有効活用を目的として、連結子会社である大明通産株

式会社を株式交換により完全子会社といたしました。

　なお、当社は、会社法第796条第３項の規定に基づき、株主総会の承認を得ない簡易株式交換の手

続きにより、本件株式交換を実施しております。
　

  (2) 実施した会計処理の概要

  「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会　平成15年10月31日公表分）及び「企業結合会計

基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成19年11月15

日公表分）に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行っております。
　

  (3) 子会社株式の追加取得に関する事項

①　取得原価及びその内訳

取得の対価 当社普通株式 7百万円

取得に直接要した費用 株式交換比率の算定業務にかかる報酬等 0百万円

取得原価 　 7百万円

②  株式の種類別の交換比率

　
大明株式会社

（株式交換完全親会社）
大明通産株式会社

（株式交換完全子会社）

株式交換比率 １ 0.25

③  交換比率の算定

  当社及び大明通産株式会社は、第三者算定機関から提出を受けた株式交換比率の算定結果を参

考に、上記比率を決定しております。

④  交付した株式数及びその評価額

交付株式数　　8,870株　

評価額　　　 ６百万円

⑤  発生した負ののれんの金額

６百万円

⑥  負ののれんの発生した原因

  本件株式交換により減少する少数株主持分の金額が、追加取得した大明通産株式会社の普通株

式の取得原価を上回ることにより発生したものであります。

⑦  発生した負ののれんの償却方法及び償却期間

５年間で均等償却
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  株式交換による大明ネクスト株式会社の完全子会社化

 (1) 結合当事企業及び事業の内容、企業結合の法的形式及び結合後企業の名称並びに取引の目的を含む

取引の概要

①　結合当事企業及び事業の内容

会社名 事業の内容

大明株式会社 電気通信設備事業

大明ネクスト株式会社 電気通信設備工事業

②  企業結合の法的形式

当社を完全親会社とし、大明ネクスト株式会社を完全子会社とする株式交換

③  結合後企業の名称

名称に変更はありません。

④　取引の目的を含む取引の概要

　当社は平成22年３月25日に、経営環境の変化に柔軟かつ迅速に対応するため、当社グループの一

体性を高めた施工体制の充実と経営資源の有効活用を目的として、連結子会社である大明ネクス

ト株式会社を株式交換により完全子会社といたしました。

　なお、当社は、会社法第796条第３項の規定に基づき、株主総会の承認を得ない簡易株式交換の手

続きにより、本件株式交換を実施しております。
　

  (2) 実施した会計処理の概要

  「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会　平成15年10月31日公表分）及び「企業結合会計

基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成19年11月15

日公表分）に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行っております。
　

  (3) 子会社株式の追加取得に関する事項

①　取得原価及びその内訳

取得の対価 当社普通株式 10百万円

取得に直接要した費用 株式交換比率の算定業務にかかる報酬等 0百万円

取得原価 　 11百万円

②  株式の種類別の交換比率

　
大明株式会社

（株式交換完全親会社）
大明ネクスト株式会社
（株式交換完全子会社）

株式交換比率 １ 20

③  交換比率の算定

  当社及び大明ネクスト株式会社は、第三者算定機関から提出を受けた株式交換比率の算定結果

を参考に、上記比率を決定しております。

④  交付した株式数及びその評価額

交付株式数　　13,440株　

評価額　　　  ９百万円

⑤  発生した負ののれんの金額

12百万円

⑥  負ののれんの発生した原因

  本件株式交換により減少する少数株主持分の金額が、追加取得した大明ネクスト株式会社の普

通株式の取得原価を上回ることにより発生したものであります。

⑦  発生した負ののれんの償却方法及び償却期間

５年間で均等償却
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(資産除去債務関係)

　

当中間連結会計期間末(平成22年９月30日)

  資産除去債務については重要性が乏しいため、開示は省略しております。

　

　

(賃貸等不動産関係)

　

当中間連結会計期間末(平成22年９月30日)

  賃貸等不動産については重要性が乏しいため、開示は省略しております。

　

前連結会計年度末(平成22年３月31日)

  賃貸等不動産については重要性が乏しいため、開示は省略しております。

　

(追加情報)

当連結会計年度より、「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第20号   平

成20年11月28日）及び「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第23号　平成20年11月28日）を適用しております。

前へ
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(セグメント情報等)

　

【事業の種類別セグメント情報】
　

　前連結会計年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「電気通信

設備工事業・電気設備工事業」の割合が90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を

省略しております。

　

【所在地別セグメント情報】
　

　前連結会計年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

　　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

　

【海外売上高】
　

　前連結会計年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

　
海外売上高がないため、当該事項はありません。

　

　

【セグメント情報】

　

当中間連結会計期間(自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日)
　

１　報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、最高

経営意思決定機関が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっ

ているものであります。

　当社は、本社に事業本部を置き、電気通信設備工事業を中心に事業活動を展開しており、「通信・電気設

備工事業」のみ報告セグメントとしております。

　「通信・電気設備工事業」は、通信、電気設備における折衝、設計、施工、保守等の工事を行っておりま

す。

　また、報告セグメントに含まれないその他の事業セグメントとしては、ソフトウェア開発、商品販売、人

材派遣等があります。

　

２  報告セグメントごとの完成工事高及び利益又は損失の金額に関する情報

当社グループの報告セグメントは「通信・電気設備工事業」のみであり、その他の事業セグメントの

重要性が乏しいため、記載は省略しております。

　

(追加情報)

  当中間連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　 

平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第20号　平成20年３月21日）を適用しております。
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(１株当たり情報)

　

当中間連結会計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 1,166円13銭
　

１株当たり純資産額 1,159円50銭
　

１株当たり中間純利益 15円68銭
　

１株当たり当期純利益 79円40銭
　

(注) １　潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２　算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

① １株当たり純資産額

項目
当中間連結会計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

純資産の部の合計額（百万円） 46,349 46,485

純資産の部の合計額から控除する金額
（百万円）

1,162 1,176

（うち少数株主持分）（百万円） （1,162） （1,176）

普通株式に係る純資産額（百万円） 45,187 45,309

普通株式の発行済株式数（千株） 41,112 41,112

普通株式の自己株式数（千株） 2,362 2,035

１株当たり純資産の算定に用いられた普通株
式の数（千株）

38,749 39,076

　
② １株当たり中間(当期)純利益

項目
当中間連結会計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

中間(当期)純利益（百万円） 608 3,038

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

普通株式に係る中間(当期)純利益（百万円） 608 3,038

普通株式の期中平均株式数（千株） 38,836 38,267
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(重要な後発事象)

　

当中間連結会計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

(株式移転による親会社の設立)
　当社、株式会社コミューチュア及び株式会社東電通は、
平成22年10月１日を効力発生日とする株式移転により株
式会社ミライト・ホールディングス(以下、「共同持株会
社」)を設立すること(以下、「本株式移転」または「本
経営統合」)について合意に達し、平成22年５月19日開催
の取締役会において、本株式移転に関する「株式移転計
画書」を作成し、経営統合に関する「統合契約書」(以
下、「統合契約」)を締結することを決議し、平成22年10
月１日付で共同持株会社を設立、経営統合を実施いたし
ました。
　これにより、３社の株主が保有する３社の株式を、本株
式移転により設立された共同持株会社に取得させるとと
もに、当社、株式会社コミューチュア及び株式会社東電通
の株主に対し、共同持株会社が株式移転に際して発行し
た新株式を割り当てました。なお、本株式移転に伴い当社
及び株式会社東電通の株式は、東京証券取引所への上場
が平成22年９月27日に廃止となりました。また、株式会社
コミューチュアの株式は、東京証券取引所及び大阪証券
取引所への上場が平成22年９月27日に廃止となりまし
た。新たに設立された共同持株会社の株式につきまして
は、平成22年10月１日に東京証券取引所及び大阪証券取
引所に新規に上場されております。
 
１ 事業の内容、企業結合を行った理由、企業結合日、
   企業結合の法的形式並びに結合後企業の名称
 
(1) 事業の内容
　  電気通信工事、電気工事、土木工事、建築工事及
　びこれらに関連する事業を行う子会社及びグループ
　会社の経営管理並びにこれらに附帯する業務
 
(2) 企業結合を行った理由
　  経営統合による３社の経営資源を最大限活用し企
  業価値の最大化を図るとともに、各事業での競争力
  の強化・効率化を推進し統合効果を実現することで
  あります。
 
(3) 企業結合日
　　平成22年10月１日
 
(4) 企業結合の法的形式
    株式移転
 
(5) 結合後企業の名称
    株式会社ミライト・ホールディングス
 
２ 実施した会計処理の概要
　 「企業結合に係る会計基準」（企業会計基準第21号
   平成20年12月26日）における「取得」に該当するた
   め、パーチェス法を適用することとなり、会計上の
   被取得会社の資産及び負債は、共同持株会社の連結
   財務諸表上において時価で計上されることが見込ま
   れます。
 
　　
 

(株式会社コミューチュア及び株式会社東電通との経営 
 統合)
当社は、平成22年６月29日開催の第66回定時株主総会に
おける承認を前提として、平成22年10月１日を効力発生
日として株式会社コミューチュアと株式会社東電通と共
同して株式移転を行うことにより共同持株会社を設立
し、各社は子会社としてその傘下に入ることについて合
意に達し、平成22年５月19日開催の取締役会において本
株式移転に関する「株式移転計画書」の作成、及び「統
合契約書」の締結を決議し、同日付で株式会社コミュー
チュア並びに株式会社東電通と統合契約を締結いたしま
した。
　本件につきましては、平成22年６月29日開催の株主総会
において承認されております。
 
(1) 本経営統合の目的
    経営統合による３社の経営資源を最大限活用し企
  業価値の最大化を図るとともに、各事業での競争力
  の強化・効率化を推進し統合効果を実現することで
  あります。
 
(2) 株式移転の方法及び内容
    当社は、株式会社コミューチュアと株式会社東電
  通と共同して株式移転を行い、３社の発行済株式の
  全てを新たに設立する共同持株会社に移転させて、
  共同持株会社の完全子会社となる予定です。また、
  当社、株式会社コミューチュア及び株式会社東電通
  の株主に対し、共同持株会社の株式を割り当てる予
  定です。ただし、今後の手続きを進める中で、３社
　協議の上、日程等を変更する場合があります。
 
(3) 株式移転の時期
    株式移転の効力発生日及び共同持株会社設立日は
  平成22年10月１日を予定しております。
 
(4) その他重要な事項
   (株式移転比率)
  　株式移転の効力発生日及び共同持株会社設立日は
　平成22年10月１日を予定しております。
   
   (株式移転により新たに設立する会社の概要)
    商号: 株式会社ミライト・ホールディングス
    事業内容: 電気通信工事、電気工事、土木工事、
              建築工事及びこれらに関連する事業を
              行う子会社及びグループ会社の経営管
              理並びにこれらに附帯する業務
    本店所在地: 東京都江東区
    資本金: 70億円
 
   (当該株式移転に伴う会計処理の概要)
    本株式移転は、「企業結合に係る会計基準」（企
  業  会計基準第21号　平成20年12月26日）における
  「取得」に該当するため、パーチェス法を適用する
　こととなり、会計上の被取得会社の資産及び負債
　は、共同持株会社の連結財務諸表上において時価で
　計上されることが見込まれます。
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(2) 【その他】

前中間連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）は四半期連結財務諸表を作成し

ているため、以下に参考情報として前第２四半期連結会計期間末（平成21年９月30日）の四半期連結貸

借対照表並びに前第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）の四半期連

結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書を記載しております。
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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）

　 　 　 　 前第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

資産の部 　
　 流動資産 　
　 　 現金及び預金 12,544
　 　 受取手形・完成工事未収入金等 17,227
　 　 有価証券 285
　 　 未成工事支出金等 ※１, ※４ 9,556
　 　 繰延税金資産 411
　 　 その他 748
　 　 貸倒引当金 △ 8
　 　 流動資産合計 40,765
　 固定資産 　
　 　 有形固定資産 　
　 　 　 建物及び構築物（純額） 3,212
　 　 　 土地 8,081
　 　 　 建設仮勘定 2,933
　 　 　 その他（純額） 1,052
　 　 　 有形固定資産計 ※２ 15,281
　 　 無形固定資産 　
　 　 　 のれん 41
　 　 　 その他 1,484
　 　 　 無形固定資産計 1,525
　 　 投資その他の資産 　
　 　 　 投資有価証券 2,837
　 　 　 長期貸付金 125
　 　 　 繰延税金資産 489
　 　 　 その他 1,593
　 　 　 貸倒引当金 △ 399
　 　 　 投資その他の資産計 4,645
　 　 固定資産合計 21,452
　 資産合計 62,217
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（単位：百万円）

　 　 　 前第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

負債の部 　
　 流動負債 　
　 　 支払手形・工事未払金等 9,860
　 　 短期借入金 110
　 　 未払法人税等 904
　 　 未成工事受入金 717
　 　 工事損失引当金 ※４ 114
　 　 完成工事補償引当金 16
　 　 その他 2,355
　 　 流動負債合計 14,079
　 固定負債 　
　 　 長期借入金 1
　 　 長期未払金 260
　 　 繰延税金負債 3
　 　 退職給付引当金 1,529
　 　 役員退職慰労引当金 131
　 　 負ののれん 42
　 　 再評価に係る繰延税金負債 49
　 　 その他 25
　 　 固定負債合計 2,043
　 負債合計 16,122
純資産の部 　
　 株主資本 　
　 　 資本金 5,610
　 　 資本剰余金 4,048
　 　 利益剰余金 35,639
　 　 自己株式 △ 2,293
　 　 株主資本合計 43,005
　 評価・換算差額等 　
　 　 その他有価証券評価差額金 170
　 　 土地再評価差額金 △ 105
　 　 評価・換算差額等合計 64
　 少数株主持分 3,025
　 純資産合計 46,095
負債純資産合計 62,217
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(2)　四半期連結損益計算書

第２四半期連結累計期間
（単位：百万円）

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

完成工事高 50,850
完成工事原価 44,543
完成工事総利益 6,306
販売費及び一般管理費 ※１ 4,572
営業利益 1,734
営業外収益 　
　 受取利息 10
　 受取配当金 42
　 負ののれん償却額 10
　 不動産賃貸料 32
　 その他 44
　 営業外収益合計 140
営業外費用 　
　 支払利息 63
　 その他 10
　 営業外費用合計 73
経常利益 1,800
特別利益 　
　 投資有価証券売却益 1
　 貸倒引当金戻入額 8
　 保険解約返戻金 22
　 持分変動利益 107
　 特別利益合計 139
特別損失 　
　 固定資産除却損 29
　 投資有価証券評価損 8
　 特別損失合計 38
税金等調整前四半期純利益 1,901
法人税等 883
少数株主利益 53
四半期純利益 964
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(3)　四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

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

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 1,901
　 減価償却費 570
　 工事損失引当金の増減額（△は減少） 59
　 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △ 306
　 その他の引当金の増減額（△は減少） △ 131
　 受取利息及び受取配当金 △ 53
　 支払利息 63
　 為替差損益（△は益） 0
　 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △ 1
　 投資有価証券評価損益（△は益） 8
　 有形固定資産除売却損益（△は益） 29
　 その他の損益（△は益） △ 145
　 売上債権の増減額（△は増加） 8,289
　 未成工事支出金の増減額（△は増加） △ 2,763
　 仕入債務の増減額（△は減少） △ 2,543
　 未成工事受入金の増減額（△は減少） 263
　 その他の資産・負債の増減額 △ 344
　 小計 4,897
　 利息及び配当金の受取額 53
　 利息の支払額 △ 122
　 法人税等の支払額 △ 1,449
　 営業活動によるキャッシュ・フロー 3,378
投資活動によるキャッシュ・フロー 　
　 定期預金の預入による支出 △ 65
　 定期預金の払戻による収入 90
　 有形固定資産の取得による支出 △ 1,158
　 有形固定資産の売却による収入 0
　 無形固定資産の取得による支出 △ 66
　 投資有価証券の取得による支出 △ 2
　 投資有価証券の売却による収入 11
　 貸付けによる支出 △ 2
　 貸付金の回収による収入 4
　 子会社株式の取得による支出 △ 4
　 投資その他の資産の増減額（△は増加） 26
　 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,166
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） △ 93
　 長期借入金の返済による支出 △ 0
　 転換社債の償還による支出 △ 6,591
　 リース債務の返済による支出 △ 4
　 自己株式の取得による支出 △ 2
　 自己株式の売却による収入 4
　 配当金の支払額 △ 421
　 少数株主への配当金の支払額 △ 18
　 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 7,127
現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 4,916
現金及び現金同等物の期首残高 17,503
現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１ 12,586
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更

　

　
前第２四半期連結累計期間

(自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日)

１．連結の範囲に関
　する事項の変更

(1)連結の範囲の変更
　第２四半期連結会計期間において、連結子会社である大明テレコム㈱は、平成21年７月１
日付をもって同じく連結子会社である大明コムテック㈱を吸収合併し、商号を大明ネクス
ト㈱としました。
 
(2)変更後の連結子会社の数　　12社
 

２．会計処理基準に　
　関する事項の変更

（工事契約に関する会計基準の適用）
  請負工事に係る収益の計上については、従来、長期大型請負工事（工期が３事業年度に亘
り、請負金額17億円以上）については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基
準を適用しておりましたが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号　平成19
年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18
号　平成19年12月27日）が第１四半期連結会計期間より適用されたことに伴い、第１四半期
連結会計期間以降に着手した工事契約から、当第２四半期連結会計期間末までの進捗部分
について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積り
は原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。
　これによる当第２四半期連結累計期間の完成工事高、営業利益、経常利益及び税金等調整
前四半期純利益に与える影響は軽微であります。
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簡便な会計処理

　

　
前第２四半期連結累計期間

(自　平成21年４月１日 至　平成21年９月30日)

繰延税金資産及び繰
延税金負債の算定方
法

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、
一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使
用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。
 

固定資産の減価償却
費の算定方法

　定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分し
て算定しております。
 

　

　

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

　

　
前第２四半期連結累計期間

(自　平成21年４月１日　 至　平成21年９月30日)

税金費用の算定方法 　税金費用の算定については、当第２四半期連結会計期間を含む当連結会計年度の税引前当
期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に
当該見積実効税率を乗じて計算しております。
　なお、法人税等調整額は「法人税等」に含めて表示しております。
 

　

　

追加情報

　
前第２四半期連結累計期間

(自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日)

（役員賞与引当金）
　提出会社は、前連結会計年度において、役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額を計上しており
ましたが、平成21年６月25日開催の定時株主総会にて役員報酬体系を見直すことが決議されたため、当連結会計年度
より役員賞与引当金は計上しておりません。
 
（役員退職慰労引当金）
　提出会社及び一部の連結子会社は、役員の退職慰労金の支払いに備えるため、役員退職慰労引当金を計上しており
ましたが、平成21年６月25日開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度の廃止が決議されたため、定時株主
総会の日以前の在任期間分に対応する役員退職慰労金について、打ち切り支給することといたしました。
　なお、支給の時期は、各役員それぞれの退任時とし、役員退職慰労引当金は、退任まで固定負債「長期未払金」とし
て計上しております。
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注記事項

(四半期連結貸借対照表関係)

　
前第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

※１　未成工事支出金等の内訳

未成工事支出金 9,145百万円

商品 95百万円

材料貯蔵品 315百万円

※２　有形固定資産の減価償却累計額 　 7,350百万円
 
  ３　保証債務
      佐野ケーブルテレビ㈱の金融機関からの借入金

124百万円に対して保証を行っております。
　なお、ほかに住宅ローン利用者のための保証債務
463百万円があります。

※４　損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事
支出金と工事損失引当金は、相殺せずに両建てで表
示しております。損失の発生が見込まれる工事契約
に係る未成工事支出金のうち、工事損失引当金に対
応する額は104百万円であります。
 

　

　

(四半期連結損益計算書関係)

　

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

※１  販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は次
のとおりであります。

従業員給料手当 1,659百万円

減価償却費 257百万円

退職給付費用 143百万円

役員退職慰労引当金繰入額 31百万円

　２  当社グループの売上高は、主たる事業である建設
事業において、契約により工事の完成引渡しが第４
四半期連結会計期間に集中しているため、第四半期
連結会計期間から第３四半期連結会計期間におけ
る売上高に比べ、第４四半期連結会計期間の売上高
が著しく多くなるといった季節的変動があります。

　

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

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

※１ 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
　                         (平成21年９月30日現在)

現金及び預金 12,544百万円

有価証券 285　〃

計 12,829百万円

預入期間が３か月超の定期預金 △210  　〃

MMF及びCP以外の有価証券 △ 32  　〃

現金及び現金同等物 12,586百万円

　

EDINET提出書類

大明株式会社(E00077)

半期報告書

58/84



　

(株主資本等関係)

　

前第２四半期連結会計期間末(平成21年９月30日)及び前第２四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　

至　平成21年９月30日)

　

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
前第２四半期
連結会計期間末

普通株式(千株) 41,112

　

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
前第２四半期
連結会計期間末

普通株式(千株) 2,856

　
　

３　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
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

平成21年６月25日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 420 11.00平成21年３月31日 平成21年６月26日

　

　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
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

平成21年11月11日
取締役会

普通株式 利益剰余金 382 10.00平成21年９月30日 平成21年12月７日

　

　

４　株主資本の著しい変動に関する事項

　　　該当事項はありません。
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(セグメント情報)

　

事業の種類別セグメント情報
　

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

　累計期間(自 平成21年４月１日　至 平成21年９月30日)

全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める「電気通信設備工事業・電気設備工事業」

の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

　

所在地別セグメント情報
　

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

　累計期間(自 平成21年４月１日　至 平成21年９月30日)

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

　

海外売上高
　

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

間(自 平成21年４月１日　至 平成21年９月30日)

  海外売上高がないため、該当事項はありません。

　

　

(有価証券関係)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変

動が認められないため、記載しておりません。

　

　

(デリバティブ取引関係)

     当社グループはデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。
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(企業結合等関係)

　

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

１　結合当事企業及び事業の内容、企業結合の法的形式及び結合後企業の名称並びに取引の目的

　　を含む取引の概要

(1)　結合当事企業及び事業の内容

会社名 事業の内容

大明テレコム㈱ 電気通信設備事業、特定労働者派遣事業

大明コムテック㈱ 電気通信設備事業、土木・消防設備工事、損害保険代理業務

　

(2)　企業結合の法的形式及び結合後企業の名称

大明テレコム㈱を存続会社、大明コムテック㈱を消滅会社とする吸収合併であり、結合後

企業の名称は大明ネクスト㈱としております。

　

(3)　取引の目的を含む取引の概要

グループ経営資源の集中と経営の効率化を図り、首都圏のＮＴＴエンジニアリング事業に

おいて稼動変化に柔軟に対応できる体制を構築し、かつコストコントロールの強化・コスト

リダクションを推進することによりコストの最小化に取り組み、また、一般民需等の事業領

域を拡大し、収益の向上を目指すことを目的としております。

　

２　実施した会計処理の概要

「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会　平成15年10月31日公表分）及び「企業結合

会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成19

年11月15日公表分）に基づき、共通支配下の取引として処理しております。
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(１株当たり情報)

　

１　１株当たり純資産額

前第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

　 1,125円86銭
　

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
前第２四半期
連結会計期間末
(平成21年９月30日)

純資産の部の合計額(百万円) 46,095

普通株式に係る純資産額(百万円) 43,070

差額の主な内訳(百万円) 　

　少数株主持分 3,025

普通株式の発行済株式数(千株) 41,112

普通株式の自己株式数(千株) 2,856

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数(千株) 38,255

　
２　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

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

１株当たり四半期純利益金額 25円22銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ―
　

(注) １　前第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式がないため

記載しておりません

２　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎

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

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円) 964

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 964

普通株主に帰属しない金額(百万円) ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 38,253

　

　

(重要な後発事象)

     該当事項はありません。

　

　

(リース取引関係)

リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っておりますが、当該取引残高が前連結会計年度末に比べ著

しい変動が認められないため、記載しておりません。
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２【中間財務諸表等】
(1)【中間財務諸表】
①【中間貸借対照表】

（単位：百万円）

当中間会計期間末
(平成22年９月30日)

前事業年度の
要約貸借対照表

(平成22年3月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,414 5,537

受取手形 108 89

完成工事未収入金 18,401 25,670

有価証券 200 486

未成工事支出金等 ※３
 6,205

※３
 4,821

繰延税金資産 94 92

その他 2,270 2,251

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 35,692 38,947

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※１
 5,459

※１
 5,228

土地 5,153 5,637

建設仮勘定 － 332

その他（純額） ※１
 417

※１
 475

有形固定資産計 11,030 11,674

無形固定資産 1,156 1,293

投資その他の資産

投資有価証券 5,717 5,846

長期貸付金 1 3

敷金及び保証金 786 663

繰延税金資産 626 590

その他 319 395

貸倒引当金 △90 △112

投資損失引当金 △877 △1,548

投資その他の資産計 6,483 5,838

固定資産合計 18,669 18,805

資産合計 54,362 57,753
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（単位：百万円）

当中間会計期間末
(平成22年９月30日)

前事業年度の
要約貸借対照表

(平成22年3月31日)

負債の部

流動負債

工事未払金 9,496 13,521

短期借入金 0 0

未払法人税等 273 537

未成工事受入金 378 238

預り金 2,728 1,799

工事損失引当金 ※３
 23

※３
 33

完成工事補償引当金 7 13

資産除去債務 97 －

その他 ※４
 694 906

流動負債合計 13,700 17,050

固定負債

長期借入金 0 1

長期未払金 127 229

リース債務 80 85

退職給付引当金 481 464

資産除去債務 12 －

固定負債合計 701 780

負債合計 14,402 17,830

純資産の部

株主資本

資本金 5,610 5,610

資本剰余金

資本準備金 4,104 4,104

資本剰余金合計 4,104 4,104

利益剰余金

利益準備金 916 916

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金 265 272

別途積立金 29,680 28,080

繰越利益剰余金 1,196 2,433

利益剰余金合計 32,059 31,702

自己株式 △1,845 △1,632

株主資本合計 39,928 39,785

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 30 137

評価・換算差額等合計 30 137

純資産合計 39,959 39,922

負債純資産合計 54,362 57,753
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②【中間損益計算書】
（単位：百万円）

当中間会計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年９月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

完成工事高 46,161 106,139

完成工事原価 ※１
 41,691

※１
 94,474

完成工事総利益 4,470 11,664

販売費及び一般管理費 ※２
 4,277

※２
 7,678

営業利益 193 3,986

営業外収益

受取利息 7 21

受取配当金 76 87

その他 55 84

営業外収益合計 139 194

営業外費用

支払利息 1 65

近隣対策費 21 －

その他 10 8

営業外費用合計 33 74

経常利益 298 4,106

特別利益

固定資産売却益 ※３
 184 －

投資有価証券売却益 － 40

投資有価証券割当益 10 －

投資損失引当金戻入額 671 －

貸倒引当金戻入額 0 8

特別利益合計 865 48

特別損失

固定資産除却損 ※４
 24

※４
 156

減損損失 － ※５
 81

投資有価証券評価損 － 8

会員権評価損 16 －

経営統合費用 63 56

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 22 －

特別損失合計 126 302

税引前中間純利益 1,036 3,852

法人税等 ※７
 289 1,371

中間純利益 747 2,481
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③【中間株主資本等変動計算書】
(単位：百万円)

当中間会計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年９月30日)

前事業年度の要約
株主資本等変動計算書
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 5,610 5,610

当中間期変動額

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 5,610 5,610

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 4,104 4,104

当中間期変動額

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 4,104 4,104

その他資本剰余金

前期末残高 － 26

当中間期変動額

自己株式の処分 － △104

自己株式の処分差損振替 － 77

当中間期変動額合計 － △26

当中間期末残高 － －

資本剰余金合計

前期末残高 4,104 4,131

当中間期変動額

自己株式の処分 － △104

自己株式の処分差損振替 － 77

当中間期変動額合計 － △26

当中間期末残高 4,104 4,104

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 916 916

当中間期変動額

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 916 916

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金

前期末残高 272 286

当中間期変動額

固定資産圧縮積立金の取崩 △6 △14

当中間期変動額合計 △6 △14

当中間期末残高 265 272

別途積立金

前期末残高 28,080 25,280

当中間期変動額

別途積立金の積立 1,600 2,800

当中間期変動額合計 1,600 2,800

当中間期末残高 29,680 28,080
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(単位：百万円)

当中間会計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年９月30日)

前事業年度の要約
株主資本等変動計算書
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

繰越利益剰余金

前期末残高 2,433 3,618

当中間期変動額

固定資産圧縮積立金の取崩 6 14

別途積立金の積立 △1,600 △2,800

剰余金の配当 △390 △803

中間純利益 747 2,481

自己株式の処分 △0 －

自己株式の処分差損振替 － △77

当中間期変動額合計 △1,237 △1,184

当中間期末残高 1,196 2,433

利益剰余金合計

前期末残高 31,702 30,101

当中間期変動額

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △390 △803

中間純利益 747 2,481

自己株式の処分 △0 －

自己株式の処分差損振替 － △77

当中間期変動額合計 356 1,600

当中間期末残高 32,059 31,702

自己株式

前期末残高 △1,632 △2,299

当中間期変動額

自己株式の取得 △213 △2

自己株式の処分 0 668

当中間期変動額合計 △213 666

当中間期末残高 △1,845 △1,632

株主資本合計

前期末残高 39,785 37,544

当中間期変動額

剰余金の配当 △390 △803

中間純利益 747 2,481

自己株式の取得 △213 △2

自己株式の処分 0 564

自己株式の処分差損振替 － －

当中間期変動額合計 143 2,240

当中間期末残高 39,928 39,785
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(単位：百万円)

当中間会計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年９月30日)

前事業年度の要約
株主資本等変動計算書
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 137 △29

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額
（純額）

△106 167

当中間期変動額合計 △106 167

当中間期末残高 30 137

評価・換算差額等合計

前期末残高 137 △29

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額
（純額）

△106 167

当中間期変動額合計 △106 167

当中間期末残高 30 137

純資産合計

前期末残高 39,922 37,515

当中間期変動額

剰余金の配当 △390 △803

中間純利益 747 2,481

自己株式の取得 △213 △2

自己株式の処分 0 564

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△106 167

当中間期変動額合計 36 2,407

当中間期末残高 39,959 39,922
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【中間財務諸表作成の基本となる重要な事項】

　

項目
当中間会計期間

(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

前事業年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22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
 
(2) その他有価証券
　 ａ 時価のあるもの

　  中間決算期末日の市場価格等
  に基づく時価法(評価差額は全
  部純資産直入法により処理し、
  売却原価は移動平均法により算
  定)
 

(1) 子会社株式及び関連会社株式
　　　同左
 
(2) その他有価証券
　 ａ 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(評価差額は全部純
  資産直入法により処理し、売却
  原価は移動平均法により算定)

　 　 ｂ 時価のないもの
　　　  移動平均法による原価法

　 ｂ 時価のないもの
　　　　同左

２．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
 
(2) 材料貯蔵品
　　先入先出法による原価法
　　 (収益性の低下による簿価切下
　　  げの方法)

(1) 未成工事支出金
　　　同左
 
(2) 材料貯蔵品
　　　同左

３．固定資産の減価償却の方
　　法

(1) 有形固定資産
　　(リース資産を除く)
　定率法を採用しております。
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、定額法を採　　用しておりま
す。
　また、取得価額10万円以上20万円未
満の少額減価償却資産については、３
年間で均等償却する方法を採用して
おります。
　なお、主な耐用年数は次の通りであ
ります。
　建　物　　６～65年
　その他　　５～50年
　平成19年３月31日以前に取得した資
産については、償却可能限度額まで償
却が終了した翌事業年度から５年間
で均等償却し、減価償却費に含めて計
上しております。

(1) 有形固定資産
　　(リース資産を除く)
    　同左
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項目
当中間会計期間

(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

前事業年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

　 (2) 無形固定資産
　　(リース資産を除く)
　定額法を採用しております。
　ただし、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)に基づく定額法を採用してお
ります。

(2) 無形固定資産
　　(リース資産を除く)
　　　同左

　 (3) リース資産　 　
　所有権移転外ファイナンス・リース
取引に係るリース資産の減価償却の
方法については、リース期間を耐用年
数とし、残存価額を零とする定額法を
採用しております。
  なお、リース取引開始日が平成20年
３月31日以前の所有権移転外ファイ
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
計処理を引き続き採用しております。

(3) リース資産
　  　同左

４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
  債権の貸倒による損失に備えるた
め、回収不能見込額を計上しておりま
す。
   ａ 一般債権
　　　  貸倒実績率によっております。
　 
　 ｂ 貸倒懸念債権等
 　　   個別に債権の回収可能性を勘　
　　　案し、回収不能見込額を計上し
　　　ております。
 

(1) 貸倒引当金
　　　同左
　
 
   ａ 一般債権
　　　　同左
 
　 ｂ 貸倒懸念債権等
　　　　同左

　 (2) 投資損失引当金
　子会社への投資に係る損失に備える
ため、当該会社の財政状態等を勘案
し、将来発生する可能性のある損失見
込額を計上しております。

(2) 投資損失引当金
　　  同左

　 (3) 工事損失引当金
　受注工事に係る将来の損失に備える
ため、当中間会計期間末手持工事のう
ち損失の発生が見込まれ、かつ、その
金額を合理的に見積もることができ
る工事について、損失見込額を計上し
ております。

(3) 工事損失引当金　　  
　受注工事に係る将来の損失に備える
ため、当事業年度末手持工事のうち損
失の発生が見込まれ、かつ、その金額
を合理的に見積もることができる工
事について、損失見込額を計上してお
ります。
 

　 　 (4) 役員賞与引当金　　
     ―――――――――――――

　 　 （追加情報）
　当社は、前事業年度において、役員に対
して支給する賞与の支出に充てるため、
支給見込額を計上しておりましたが、平
成21年６月25日開催の定時株主総会に
て役員報酬体系を見直すことが決議さ
れたため、当事業年度より役員賞与引当
金は計上しておりません。

　 (5) 完成工事補償引当金
　完成工事に係るかし担保の費用に備
えるため、過去一定期間の補償実績率
による算定額を計上しております。

(5) 完成工事補償引当金
　　　同左
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項目
当中間会計期間

(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

前事業年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

　 (6) 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
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おります。
　過去勤務債務は、その発生時の従業
員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数(15年)による定額法により費用
処理しております。数理計算上の差異
は、その発生時の従業員の平均残存勤
務年数以内の一定の年数(15年)によ
る定額法により翌期から費用処理し
ております。

(6) 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、当事業
年度末において発生していると認め
られる額を計上しております。
　過去勤務債務は、その発生時の従業
員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数(15年)による定額法により費用
処理しております。数理計算上の差異
は、その発生時の従業員の平均残存勤
務年数以内の一定の年数(15年)によ
る定額法により翌期から費用処理し
ております。
 
 

　 ――――――――――――― （会計方針の変更）
　当事業年度より、「退職給付に係る会
計基準」の一部改正（その３）（企業
会計基準第19号　平成20年７月31日）を
適用しております。
　なお、これによる営業利益、経常利益及
び税引前当期純利益に与える影響はあ
りません。　

　 　 (7) 役員退職慰労引当金
     ―――――――――――――

　 　 （追加情報）
　当社は、役員の退職慰労金の支払いに
備えるため、役員退職慰労引当金を計上
しておりましたが、平成21年６月25日開
催の定時株主総会において、役員退職慰
労金制度の廃止が決議されたため、定時
株主総会の日以前の在任期間分に対応
する役員退職慰労金について、打ち切り
支給することといたしました。
　なお、支給の時期は、各役員それぞれの
退任時とし、役員退職慰労金は、退任ま
で固定負債「長期未払金」として計上
しております。　
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項目
当中間会計期間

(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

前事業年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

５．収益及び費用の計上基準 　完成工事高の計上基準は、中間会計期
間末日までの進捗部分について成果の
確実性が認められる工事契約について
は工事進行基準（工事の進捗率の見積
りは原価比例法）を適用し、その他の工
事契約については工事完成基準を適用
しております。

　完成工事高の計上基準は、事業年度末
日までの進捗部分について成果の確実
性が認められる工事契約については工
事進行基準（工事の進捗率の見積りは
原価比例法）を適用し、その他の工事契
約については工事完成基準を適用して
おります。

　 ――――――――――――― （会計方針の変更）
　請負工事に係る収益の計上について
は、従来、長期大型請負工事（工期が３
事業年度に亘り、請負金額17億円以上）
については工事進行基準を、その他の工
事については工事完成基準を適用して
おりましたが、「工事契約に関する会計
基準」（企業会計基準第15号　平成19年
12月27日）及び「工事契約に関する会
計基準の適用指針」（企業会計基準適
用指針第18号　平成19年12月27日）を当
事業年度より適用し、当事業年度に着手
した工事契約から、当事業年度末までの
進捗部分について成果の確実性が認め
られる工事については工事進行基準
（工事の進捗率の見積りは原価比例
法）を適用し、その他の工事については
工事完成基準を適用しております。
　これによる当事業年度の完成工事高、
営業利益、経常利益及び税引前当期純利
益に与える影響は軽微であります。

６．消費税等の会計処理 　消費税等の会計処理は、税抜方式に
よっております。

　同左
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【会計方針の変更】

　

当中間会計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日)

前事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

（資産除去債務に関する会計基準の適用）
　当中間会計期間から、「資産除去債務に関する会計基
準」（企業会計基準第18号　平成20年３月31日）及び
「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会
計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用して
おります。
　これにより、当中間会計期間の営業利益、経常利益がそ
れぞれ54百万円、税引前中間純利益が76百万円減少して
おります。また、当会計基準の適用開始による資産除去債
務の変動額は110百万円であります。
 
（企業結合に関する会計基準等の適用）
  当中間会計期間から、「企業結合に関する会計基準」
（企業会計基準第21号　平成20年12月26日）、「『研究開
発費等に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第
23号　平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基
準」（企業会計基準第７号　平成20年12月26日）、「持分
法に関する会計基準」（企業会計基準第16号　平成20年
12月26日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離
等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針
第10号　平成20年12月26日）を適用しております。
 

―――――――――――――

　

【表示方法の変更】

　

当中間会計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日)

前事業年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

――――――――――――― （貸借対照表）
　前事業年度において投資その他の資産「その他」に含
めて表示しておりました「敷金及び保証金」（前事業年
度529百万円）は重要性が増したため、当事業年度より区
分掲記しております。
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【注記事項】

(中間貸借対照表関係)

　
当中間会計期間末
(平成22年９月30日)

前事業年度末
(平成22年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額
　　　　　　　　　　　　　　　　 　  4,610百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額
                                     4,538百万円

　２　保証債務
　  (1) 従業員の住宅ローンに対し、債務保証を行っ
　　　ております。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　   416百万円
 

　２　保証債務
    (1) 従業員の住宅ローンに対し、債務保証を行っ
　　　ております。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　   436百万円

　　(2) 下記連結子会社の中央資材(株)への債務に対
      し、債務保証を行っております。

東邦建（株） 23百万円

大明ネクスト（株） 0百万円

　　計 23百万円

　　(2) 下記連結子会社の中央資材(株)への債務に対
       し、債務保証を行っております

東邦建（株） 135百万円

大明ネクスト（株） 1百万円

　　計 136百万円

※３　損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工
　　事支出金と工事損失引当金は、相殺せずに両建て
　　で表示しております。損失の発生が見込まれる工
　　事契約に係る未成工事支出金のうち、工事損失引
　　当金に対応する額は19百万円であります。

※３　損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工
　　事支出金と工事損失引当金は、相殺せずに両建て
　　で表示しております。損失の発生が見込まれる工
　　事契約に係る未成工事支出金のうち、工事損失引
　　当金に対応する額は25百万円であります。

※４　消費税等の取扱い
　　　　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のう
　　　え、流動負債「その他」に含めて表示しており
　　　ます。

―――――――――――――
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(中間損益計算書関係)

　

当中間会計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日)

前事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

※１　売上原価に含まれている工事損失引当金繰入額
23百万円

※１　売上原価に含まれている工事損失引当金繰入額
33百万円

※２　一般管理費に含まれる研究開発費は、55百万円　　
　　であります。

※２　一般管理費に含まれる研究開発費は、126百万円
    であります。

※３　固定資産売却益は、主に当社所有の土地、建物
　　を売却によるもの（184百万円）であります。

―――――――――――――

※４　固定資産除却損は、当社所有の工具、器具及び
　　備品を処分したことによるもの(24百万円)であり
　　ます。
 

―――――――――――――
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

　６　減価償却実施額

有形固定資産 334百万円

無形固定資産 213百万円

 
※７　当中間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「法人税等」に含めて表示し
　　ております。
 
　８　当社の売上高は通常の形態として、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、事
    業年度の上半期の売上高と下半期の売上高との間
    に相違があり、上半期と下半期の業績に季節的変
    動があります。
　    当中間会計期間末に至る一年間の売上高は次の
    とおりです。
 

前事業年度下半期 59,096百万円
当中間会計期間 46,161百万円

合計 105,258百万円

 

※４　固定資産除却損は、当社の研修センター建設に
　　伴う従前建物の撤去等によるもの(156百万円)で　　　
　　あります。
 
※５　当事業年度において、当社は以下の資産グルー
    プについて減損損失を計上いたしました。

場所 用途 種類
減損損失

（百万円）

神奈川県川崎市 賃貸資産
土地

構築物
42

千葉県習志野市 遊休資産
土地

構築物
39

 

　　　当社は、管理会計上の区分に基づき事業本部別に資
産のグルーピングを行い、賃貸用資産、遊休資産に
ついては個々の物件を単位として扱っております。
　当事業年度において、上記の賃貸資産及び遊休資
産の売却の意思決定を行ったことに伴い、帳簿価額
を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失
81百万円（土地78百万円、構築物３百万円）として
特別損失に計上いたしました。
　なお、回収可能価額は正味売却価額により測定し
ており、正味売却価額については、売却予定額によ
り算定しております。
 

　６　減価償却実施額

有形固定資産 465百万円

無形固定資産 410百万円

―――――――――――――

 

 
―――――――――――――
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(中間株主資本等変動計算書関係)

　

当中間会計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日）
　

１　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（千株） 2,033 328 ― 2,362

(注) 自己株式の増加は、単元未満株式の買取と株主からの株式買取請求への対応によるものです。

　

前事業年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）
　

１　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（千株） 2,864 2 833 2,033

(注) １　自己株式の増加は、単元未満株式の買取によるものです。

２　自己株式の減少は、株式交換による連結子会社によるもの（823千株）及び新株予約権の権利行使によるもの

（10千株）です。

　

次へ
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(リース取引関係)

　

当中間会計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日)

前事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

(借手側) (借手側)

１　ファイナンス・リース取引
  (1) リース資産の内容
　　　有形固定資産
　　　  主として、建設資材の在庫管理システム機器
　　（備品）であります。
 
  (2) リース資産の減価償却の方法
　　　リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とす　　
　　る定額法によっております。
 
２　オペレーティング・リース取引
　　該当事項はありません。
 
３　リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有
　権移転外ファイナンス・リース取引について、通常
　の貸借取引に係る方法に準ずるもの
 
  (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

　
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)

その他(有形固定

資産)
978 729 248

１　ファイナンス・リース取引
  (1) リース資産の内容
　　　有形固定資産
　　　  同左
 
　
  (2) リース資産の減価償却の方法
        同左
 
 
２　オペレーティング・リース取引
　　  同左　 
 
３　リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有
　権移転外ファイナンス・リース取引について、通常
　の貸借取引に係る方法に準ずるもの
 
  (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)

期末残高

相当額

(百万円)

車両運搬具 367 240 127

工具、器具及び備

品
705 478 227

合計 1,073 718 354
　

  
  (2) 未経過リース料中間期末残高相当額

１年以内 150百万円

１年超 97百万円

合計 248百万円

　

  
  (2) 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 189百万円

１年超 165百万円

合計 354百万円

  (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息
      相当額

支払リース料 130百万円

減価償却費相当額 105百万円

支払利息相当額 25百万円

  (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息
      相当額

支払リース料 289百万円

減価償却費相当額 234百万円

支払利息相当額 56百万円

　
  (4) 減価償却費相当額の算定の方法
　　  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす
    る定額法によっております。
 

  (4) 減価償却費相当額の算定方法
　　　  同左

  (5) 利息相当額の算定方法
　　  リース料総額とリース物件の取得価額相当額と
    の差額を利息相当額とし、各期への配分方法につ
    いては定額法によっております。

  (5) 利息相当額の算定方法
　　　  同左

 (減損損失について)
　　リース資産に配分された減損損失はないため、項
　目等の記載は省略しております。
 

 (減損損失について)
　  同左
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(有価証券関係)

　

当中間会計期間末(平成22年９月30日)
　

　子会社株式及び関連会社株式

　子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　子会社株式3,313百万円、関連会社株式０百万円）

は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

　

前事業年度末(平成22年３月31日)
　

  子会社株式及び関連会社株式

  子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額　子会社株式3,313百万円、関連会社株式０百万円）は、

市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

　なお、東邦建㈱はジャスダック証券取引所に上場しておりましたが、当社の完全子会社となったことに伴

い、平成22年３月19日をもって上場を廃止しております。

　

(資産除去債務関係)

　

当中間会計期間末(平成22年９月30日)

  資産除去債務については重要性が乏しいため、開示は省略しております。
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(１株当たり情報)

　

当中間会計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日)

前事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 1,031円21銭１株当たり純資産額 1,021円60銭

１株当たり中間純利益 19円24銭

　

１株当たり当期純利益 64円84銭

　
(注) １　潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２　算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

 ① １株当たり純資産額

項目
当中間会計期間

(自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日)

前事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

純資産の部の合計額（百万円） 39,959 39,922

純資産の部の合計額から控除する金額
（百万円）

― ―

普通株式に係る純資産額（百万円） 39,959 39,922

普通株式の発行済株式数（千株） 41,112 41,112

普通株式の自己株式数（千株） 2,362 2,033

１株当たり純資産の算定に用いられた普通株
式の数（千株）

38,749 39,078

　
 ② １株当たり中間(当期)純利益

項目
当中間会計期間

(自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日)

前事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

中間(当期)純利益（百万円） 747 2,481

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

普通株式に係る中間(当期)純利益（百万円） 747 2,481

普通株式の期中平均株式数（千株） 38,838 38,267
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(重要な後発事象)

　

当中間会計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日)

前事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

(株式移転による親会社の設立)
  株式移転による親会社の設立に係る注記は、「第５　経
理の状況　１ 中間連結財務諸表等　注記事項 (重要な後
発事象)」に記載のとおりであり、その記載を省略してお
ります。
　 

(株式会社コミューチュア及び株式会社東電通との経営
統合)
  当社は、平成22年６月29日開催の第66回定時株主総会
における承認を前提として、平成22年10月１日を効力発
生日として株式会社コミューチュアと株式会社東電通と
共同して株式移転を行うことにより共同持株会社を設立
し、各社は子会社としてその傘下に入ることについて合
意に達し、平成22年５月19日開催の取締役会において本
株式移転に関する「株式移転計画書」の作成、及び「統
合契約書」の締結を決議し、同日付で株式会社コミュー
チュア並びに株式会社東電通と統合契約を締結いたしま
した。
　本件につきましては、平成22年６月29日開催の株主総会
において承認されております。
　なお、詳細につきましては、「第５ 経理の状況　１　連結
財務諸表等　注記事項 (重要な後発事象)」に記載のとお
りであります。
 

　

(2) 【その他】

第67期（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）中間配当については、平成22年11月10日開

催の取締役会において、平成22年９月30日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間

配当を行うことを決議いたしました。

　
①中間配当金の総額 387百万円

②１株当たり中間配当金 10円00銭

③支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成22年12月13日
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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おります。

　

（１）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度　第66期(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)平成22年６月30日関東財務局長に提出。

（２）内部統制報告書及びその添付書類

事業年度　第66期(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)平成22年６月30日関東財務局長に提出。

（３）四半期報告書、四半期報告書の確認書

第67期第１四半期(自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日)平成22年８月11日関東財務局長に提出。

（４）臨時報告書

金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２

（議決権行使結果の開示）の規定に基づくもの　平成22年６月30日関東財務局長に提出。

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号及び第４

号（親会社及び主要株主の異動）の規定に基づくもの　平成22年12月１日関東財務局長に提出。
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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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独立監査人の中間監査報告書
　

　
平成22年12月10日

大明株式会社

取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　山　　村　　　　　陽　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　山   本   健  太  郎　　印

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

掲げられている大明株式会社の平成22年4月1日から平成23年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期

間（平成22年4月1日から平成22年9月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中

間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動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、大明株式会社及び連結子会社の平成22年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって

終了する中間連結会計期間（平成22年4月1日から平成22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22年10月1日に株式会社コミューチュア及び株式会社

東電通と共同して株式移転を行うことにより共同持株会社を設立した。

　

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

　
 

※１　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、その原本は半期報告書提出会社が別途

保管しております。

２　中間連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
　

　
平成22年12月10日

大明株式会社

取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　山　　村　　　　　陽　　印　

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　山   本   健  太  郎　　印

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

掲げられている大明株式会社の平成22年4月1日から平成23年3月31日までの第67期事業年度の中間会計期間

（平成22年4月1日から平成22年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算

書及び中間株主資本等変動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、大明株式会社の平成22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22年4月1日から平成22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22年10月1日に株式会社コミューチュア及び株式会社

東電通と共同して株式移転を行うことにより共同持株会社を設立した。

　

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

　
 

※１　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、その原本は半期報告書提出会社が別途

保管しております。

２　中間財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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