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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 １株当たり中間(当期)純損失が計上されているため記載していない。 

３ 記載金額は百万円未満を、第87期より四捨五入して、第87期中間連結会計期間については切り捨てて表示し

ている。 

回次 第87期中 第88期中 第89期中 第87期 第88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) 229,345 225,757 257,847 468,018 506,954 

経常利益 (百万円) 13,465 15,267 20,980 33,941 39,750 

中間(当期)純損益 (百万円) 7,152 △30,532 18,735 15,543 △48,141 

純資産額 (百万円) 39,366 34,680 78,308 44,916 95,515 

総資産額 (百万円) 536,649 479,982 488,715 494,097 478,783 

１株当たり純資産額 (円) △327.94 △263.96 △56.09 △310.53 △252.18 

１株当たり中間 

(当期)純損益 
(円) 23.13 △92.26 29.97 49.78 △122.03 

潜在株式調整後 

１株当たり中間 

(当期)純利益 

(円) 3.12 ― 

※２ 

8.02 6.77 ― 

※２ 

自己資本比率 (％) 7.3 7.2 16.0 9.1 19.9 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円) △14,977 7,727 △11,327 13,301 53,424 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円) 3,698 △1,568 △1,202 5,502 704 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円) 12,761 13,575 △33,249 △22,995 8,796 

現金及び現金同等物 

の中間期末(期末)残高 
(百万円) 36,369 50,386 48,650 30,637 93,478 

従業員数 

[外、平均臨時雇用者数] 
(人) 

3,293 

[611] 

3,219 

[601] 

3,533 

[598] 

3,223 

[601] 

3,184 

[549] 



(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 １株当たり中間(当期)純損失が計上されているため記載していない。 

３ 記載金額は百万円未満を、第87期より四捨五入して、第87期中間会計期間については切り捨てて表示してい

る。 

回次 第87期中 第88期中 第89期中 第87期 第88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) 183,786 176,133 200,642 371,936 404,797 

経常利益 (百万円) 10,543 12,029 17,925 28,353 32,113 

中間(当期)純損益 (百万円) 2,451 △51,377 16,504 8,944 △70,556 

資本金 (百万円) 75,499 85,515 50,000 75,500 125,524 

発行済株式総数 (株) 

普通株式 

315,724,782 

優先株式 

285,599,500 

普通株式 

409,742,452 

優先株式 

285,599,500 

普通株式 

793,472,690 

優先株式 

245,599,500 

普通株式 

315,724,782 

優先株式 

285,599,500 

普通株式 

463,941,604 

優先株式 

299,529,836 

純資産額 (百万円) 64,946 39,976 79,281 71,396 100,780 

総資産額 (百万円) 522,546 456,794 452,220 490,634 455,192 

１株当たり純資産額 (円) △246.83 △251.03 △54.87 △226.52 △240.82 

１株当たり中間 

(当期)純損益 
(円) 7.77 △155.24 26.40 28.36 △178.85 

潜在株式調整後 

１株当たり中間 

(当期)純利益 

(円) 1.07 ― 

※２ 

7.06 3.89 ― 

※２ 

１株当たり中間 

(年間)配当額 
(円) ― ― ― ― ― 

自己資本比率 (％) 12.4 8.8 17.5 14.6 22.1 

従業員数 

[外、平均臨時雇用者数] 
(人) 

1,828 

[14] 

1,843 

[18] 

1,838 

[30] 

1,805 

[15] 

1,823 

[18] 



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ついて、重要な変更は

ない。また、主要な関係会社の異動については、下記「３．関係会社の状況」に記載している。 

３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、以下の関係会社を新たに提出会社の連結子会社とした。 

 （注）１ 「主要な事業の内容」欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載している。 

２ 議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数である。 

４【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

 （注）１ 従業員数は就業人員数(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの

出向者を含む。)であり、臨時従業員数(派遣社員及び期間１年以下の有期雇用契約者)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いる。 

２ 上記のほか、主要な人員として、非連結子会社の従業員が業務委託契約により、ホテル事業で333人、賃貸

及び管理事業で2,145人、その他の事業で47人、それぞれ就業している。 

３ 従業員数が前連結会計年度末に比べ349名増加しているが、主として当中間連結会計期間より不二建設㈱及

び㈱長谷工システムズを新たに連結子会社としたためである。 

(2) 提出会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員数(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、臨時従業

員数(派遣社員及び期間１年以下の有期雇用契約者)は[ ]内に当中間会計期間の平均人員を外数で記載してい

る。 

(3) 労働組合の状況 

 労使関係について特に記載すべき事項はない。 

名称 住所 
資本金 

（百万円） 

主要な事業 

の内容 

議決権の所有 

割合(％) 
関係内容 

(連結子会社)      

不二建設㈱ 東京都港区 200 建設事業 91.0 
当社の工事を受注している。 

役員の兼任等 無 

㈱長谷工システムズ 東京都港区 155 その他の事業  
100.0 

(100.0) 

当社に事務機器等をレンタルしている。

役員の兼任等 １名 

その他２社           

  平成17年９月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(人) 

建設事業 
1,861 
[100] 

  

エンジニアリング事業 
257 
[―] 

  

不動産事業 
585 
[322] 

  

賃貸及び管理事業 
553 
[151] 

  

ホテル事業 
18 
[2] 

  

その他の事業 
61 
[7] 

  

全社(共通) 
198 
[16] 

  

合計 
3,533 
[598] 

  

  平成17年９月30日現在

従業員数(人) 1,838 [30] 



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国内経済は、企業収益の改善を背景に民間設備投資が好調に推移したことに加え、

雇用環境の改善などから個人消費も増加傾向が見られるなど、緩やかに回復基調をたどった。 

 マンション市場では、当中間連結会計期間の新規供給戸数が首都圏で４万戸、近畿圏で１万５千戸を超え、前年

同期を上回る高水準な供給が継続した。また、最近の都心部での地価上昇・マンション用地取得競争の激化もあっ

て、首都圏では20km圏外での供給が増加したが、近畿圏では大阪市内で超高層物件、大規模物件の供給が増加して

いる。販売動向については、新規供給物件・分譲中物件共に堅調に推移し、分譲中戸数・完成在庫は過去10年間の

中でも最低水準で推移した。 

 こうした中、当社グループは再生完了の最終段階であると同時に新しい持続的発展へのステージとして平成17年

２月に発表した「新中期経営計画（2005～2007年度）」の着実な遂行を最重要課題として取り組み、一層マンショ

ン事業に経営資源を集中させるとともにストック市場におけるサービス関連事業に更に注力することでフローとス

トックの両輪体制によるビジネスモデルの強化を目指し、「収益をあげて社会に貢献できる“強さ”と、社会環境

の変化に早く適切に対応する“柔軟性”と、社会・環境と共生する“優しさ”を持った魅力あるグループにするこ

と」を行動指針として、全役職員が一丸となって本業収益強化に努めてきた。 

 当中間連結会計期間においては、鋼材等資材価格高騰や事業用地獲得競争の激化といった状況下にあったが、集

中購買の強化や材料の発注形態見直し等による建設コスト再構築を図るとともに、マンション事業に必要とされる

土地情報の入手、プラン確定、開発推進、設計、工法確定、施工などのすべての機能を有するプロジェクトマネジ

メント力をコアとして事業推進全体のスピードアップに取り組み、購入者の方々、事業主の皆様にご満足戴くこと

で確実に当社の利益に繋げてきた。その結果、売上高、営業利益及び経常利益は前年同期比増収増益となり、「新

中期経営計画」初年度の当中間連結会計期間において順調なスタートを切ることが出来た。 

 当中間連結会計期間の業績は、売上高は2,578億円（前年同期比14.2％増）、営業利益は230億円（同25.4％

増）、経常利益は210億円（同37.4％増）となり、営業利益率は8.9％（同0.8ポイント増）、経常利益率は8.1％

（同1.3ポイント増）となった。また、債務買戻益等７億円の特別利益を計上し、減損損失20億円、固定資産処分

損２億円等の特別損失25億円を計上した結果、税金費用計上後の中間純利益は187億円となった。 

 事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりである。 

① 建設事業 

 建設事業では、J－REITをはじめとする不動産証券化市場の拡大にともなって、都心部を中心に土地価格が上

昇傾向に転じている中ではあるが、土地情報収集力の維持・向上に努め、魅力的な事業提案を行うことで、当社

への特命受注に結び付けている。当中間連結会計期間においてもマンション受注は好調に推移し、首都圏では

「スターコート豊洲」（東京都江東区 740戸）、「グラン・レジデンス」（千葉県我孫子市 738戸）、「ガーデ

ンティアラ武蔵小杉」（神奈川県川崎市 600戸）他、近畿圏では「ザ・プレイス中百舌鳥」（大阪府堺市 314

戸）、「ロイヤルアーク甲子園フローレンス」（兵庫県西宮市 451戸）、「ハピアス西神南」（神戸市西区 440

戸）他、総戸数200戸以上の大規模物件を首都圏および近畿圏合計で14件受注することが出来た。今後もさらな

る受注の増大を図り、新たな取引先の拡大にも積極的に取り組み、新中期経営計画の目標である当社マンション

施工シェア20％を目指していく。 

  既存マンションの建替事業では、「大宮スカイハイツ建替え計画」（埼玉県さいたま市 24戸）、隣地を活用

し仮住いを必要としない全国初の建替事業として注目される「旭丘第二団地建替え計画」（大阪府豊中市 208

戸）の受注が出来た。またリフォーム工事においては、当社が1980年代前半に設計施工したマンションに標準採

用していた多機能インターホン設備を対象に、希望住戸だけのインターホンを低価格で改修できる「セキュリテ

ィ・インターホンシステム」を松下電工㈱と開発し、防犯カメラシステム工事やデジタル対応TV共聴システム工

事などと合わせてご提案していくとともに、多くの大規模修繕工事のご相談・ご依頼も頂いている。 

  以上の結果、売上高1,916億円（前年同期比10.7％増）、営業利益164億円（同15.9％増）を計上した。 



② エンジニアリング事業 

 エンジニアリング事業では、顧客ニーズ・市場状況・社会動向を常に考慮し、ハード・ソフト両面におけるさ

らなる技術力の向上に努め、環境・安全面に細心の注意を図りながら、洗練されたデザインによる優れた作品づ

くりを目指している。近年、大規模案件の増加に伴い、ランドスケープデザインを含めた総合的な設計力が求め

られるなか、「オーチャードプラザ」と「オーベル川崎グランディオ」（共に川崎市幸区）においては、隣接す

るプロジェクトを総合開発することにより、約34,000㎡の敷地に10,000㎡に及ぶ歩道・緑地空間を確保、また、

「セントプレイス大阪」（大阪市都島区）において、約40,000㎡の敷地に緑地面積8,000㎡の緑地公園を計画す

るなど、緑豊かで快適な住環境を創出、事業主・購入者の皆様からも、高い評価をいただくとともに、地域の環

境づくりに大きく寄与した。更に、CASBEE（建築物総合環境性能評価システム）など環境評価に対する動きにも

いち早く対応し、推進体制を確立した。 

 また、昨今の安全・安心に対する関心の高まりを受けて、防犯・防災対策、及び地震対策の一貫としての免震

構造プランの提案等、顧客ニーズに重点を置いた商品づくりに、積極的に取り組んでいる。 

  以上の結果、売上高50億円（前年同期比25.9％増）、営業利益23億円（同42.8％増）を計上した。 

③ 不動産事業 

 不動産事業における、マンション受託販売においては、景気の回復基調に伴い購入者の購買意欲が向上し、市

場の販売中在庫は大幅に減少し好調な販売を持続した。また、昨今の地震等による防災意識の高まりや、防犯に

対するニーズから、免震構造、24時間有人監視、生態認証等の防災、防犯に強いマンションの機能が再認識され

ている中、売れる商品の企画や差別化、インターネットの活用による集客販売等、事業主の皆様の信頼を得るよ

う努めてきた。 

 不動産分譲事業においては、引き続き好調な大規模物件等の建築受注を目的とした不動産取引及び分譲マンシ

ョン共同事業による売上を計上した。 

 以上の結果、売上高341億円（前年同期比50.4％増）、営業利益24億円（同99.6％増）となった。  

④ 賃貸及び管理事業 

 賃貸及び管理事業では、㈱長谷工アネシスを中核とした、住宅に係るお客様向け各種サービスの充実、顧客満

足度アップの営業の推進も３年目を迎え全般的に順調に推移している。マンション建物管理においては、引き続

きグループ相乗効果により大規模分譲マンションを中心とした管理を受託、管理戸数も順調に増加した。賃貸管

理においても、ファンドの旺盛な住居系投資を背景にプロパティマネジメント会社へ積極的に営業展開し、運営

戸数は順調に増加した。また、社宅管理代行では、企業のアウトソーシングニーズに対応した契約・解約時の手

続きを省力化する新プランを提案し、好評を得ることができた。なお、㈱長谷工ライブネットでは、お客様から

の信頼に一層応えるため、情報セキュリティ評価制度の「ISMS認証」を取得した。 

  このように積極的な営業推進の結果、管理、運営戸数を順調に伸ばし、賃貸及び管理事業全体では、売上高

214億円（前年同期比1.1％増）、営業利益17億円（同18.8％増）となった。 

⑤ ホテル事業 

  ホテル事業では、宿泊部門が「京都ブライトンホテル」においてインターネットによる予約が増加したことや

「愛・地球博」関連ツアー等により上期としては２年連続開業以来最高の稼働率を記録した。また一般宴会部門

やレストラン部門は大型宴会受注や地元密着営業に注力した結果前年同期を上回る売上を計上した。一方で婚礼

部門は競合施設の新設により厳しい状況が続いており、「京都ブライトンホテル」で独立型チャペル「アクティ

ス」を10月にオープンする等の施策により、今後婚礼受注組数の回復を目指していくが、当中間連結会計期間に

おいては売上高54億円（前年同期比0.8％増）、営業損失266百万円となった。 

⑥ その他の事業 

 その他の事業では、シニアリビング事業の高齢者向けサービス付マンション「センチュリーシティ大宮公

園」、「センチュリーシティ北浦和」とも引き続き高稼働率で推移した。また新たに連結子会社とした㈱長谷工

システムズでは、印刷他のサービス事業が好調に推移した。結果、事業規模を縮小している金融事業と合わせた

その他の事業全体では、売上高23億円（前年同期比110.8％増）、営業利益は前中間連結会計期間の７百万円の

営業赤字から脱して374百万円の黒字となった。 



(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営業活動によるキャッシュ・フローは、建築工事の受注を目的とした用地の一時的

な取得や立替及び分譲マンション共同事業による支出を増加させたため、前年同期より191億円減少し113億円の資

金減少となった。 

 投資活動によるキャッシュ・フローでは、有形・無形固定資産の取得による支出等があったが、貸付による支出

が前年同期より減少するなど４億円改善され12億円の資金減少となった。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金による資金調達を行ったが、第３回Ａ種優先株式の買受及び

債務の買戻しを含めた長期借入金の返済を実施したため、前年同期より468億円の支出超過となり、332億円の資金

減少となった。 

 この結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末の残高は、前連結会計年度末より448億円減少し、486億

円となった。 

 「第２ 事業の状況」における各項目の記載金額には、消費税等は含まれていない。 



２【受注及び売上の状況】 

(1）受注実績 

 （注）１ 当連結企業集団では建設事業及びエンジニアリング事業以外の受注実績を把握することが困難であるため記

載していない。 

２ 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」は記載していない。 

３ セグメント間の取引については相殺消去している。 

(2）売上実績 

(3）不動産事業の状況 

売上実績 

区分 

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） 

（百万円） 

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） 

（百万円） 

建設事業 184,370 234,548 （27.2％増） 

エンジニアリング事業 4,237 5,274 （24.5％増） 

合計 188,607 239,822 （27.2％増） 

区分 

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） 

（百万円） 

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） 

（百万円） 

建設事業 172,724 191,036 （10.6％増） 

エンジニアリング事業 3,971 4,996 （25.8％増） 

不動産事業 22,674 34,095 （50.4％増） 

賃貸及び管理事業 20,335 20,576 （1.2％増） 

ホテル事業 5,306 5,355 （0.9％増） 

その他の事業 746 1,789 （139.7％増） 

合計 225,757 257,847 （14.2％増） 

区分 

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） 

（百万円） 

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） 

（百万円） 

分譲マンション等販売 8,887 8,934 （0.5％増） 

土地等販売 7,043 19,387 （175.3％増） 

分譲マンション販売受託 4,335 3,966 （8.5％減） 

仲介等 2,409 1,808 （24.9％減） 

合計 22,674 34,095 （50.4％増） 



(4）賃貸及び管理事業の状況 

 （注） 数量は中間連結会計期間末現在で表示している。 

区分 

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） 

数量 
稼働率 
（％） 

売上実績 
（百万円） 

数量 
稼働率 
（％） 

売上実績 
（百万円） 

賃貸 

マンション賃貸（保有） 653戸 93.4 

8,522 

586戸 89.6 

7,092 

(16.8％減)

マンション賃貸（転貸） 8,830戸 95.5 8,318戸 95.9 

ビル賃貸（保有） 3,515㎡ 83.9 3,099㎡ 92.0 

ビル賃貸（転貸） 22,349㎡ 87.9 10,823㎡ 88.6 

管理 

マンション建物管理 157,371戸 (2,089棟)
10,548 

163,409戸 (2,182棟) 11,033 

(4.6％増)ビル建物管理 1,136,904㎡ (186棟) 984,687㎡ (123棟)

マンション賃貸管理 36,303戸 ― 756 39,490戸 ― 
876 

(15.9％増)

賃貸仲介等 ― ― 508 ― ― 
1,574 

(209.7％増)

合計 ― ― 20,335 ― ― 
20,576 

(1.2％増)



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。 

(1）受注高、売上高、繰越高及び施工高 

 （注）１ 前事業年度以前に受注したもので、契約の変更により請負金額の増減がある場合は、期中受注高にその増減

額を含む。したがって、期中売上高にもかかる増減額が含まれる。 

２ 期末繰越高の施工高は、支出金により手持高の施工高を推定したものである。 

３ 期中施工高は（期中売上高＋期末繰越施工高－前期末繰越施工高）に一致する。 

期別 区分 
期首 
繰越高 
（百万円）

期中 
受注高 

（百万円）

計 
（百万円）

期中 
売上高 
（百万円）

期末繰越高 

期中 
施工高 

（百万円）
手持高 
（百万円）

うち施工高 

比率 
（％） 

金額 
（百万円） 

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） 

建設 

事業 

建築工事 261,361 161,388 422,749 152,642 270,108 8 20,284 157,998 

土木工事 2,386 1,355 3,741 2,259 1,482 74 1,089 2,915 

計 263,747 162,744 426,490 154,901 271,589 8 21,374 160,912 

業務受託 2,171 6,283 8,454 4,988 3,466 ― ― ― 

合計 265,917 169,026 434,944 159,889 275,055 ― ― ― 

エンジニアリング事業 4,962 4,237 9,199 3,971 5,228 ― ― ― 

合計 270,880 173,263 444,143 163,860 280,283 ― ― ― 

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） 

建設 

事業 

建築工事 260,652 206,176 466,828 164,288 302,540 10 29,159 178,860 

土木工事 184 358 542 428 113 54 61 481 

計 260,836 206,534 467,370 164,717 302,653 10 29,220 179,341 

業務受託 7,204 7,444 14,647 6,797 7,850 ― ― ― 

合計 268,040 213,978 482,017 171,514 310,504 ― ― ― 

エンジニアリング事業 5,301 5,280 10,581 4,999 5,581 ― ― ― 

合計 273,340 219,258 492,598 176,513 316,085 ― ― ― 

前事業年度 

（自平成16年４月１日 

至平成17年３月31日） 

建設 

事業 

建築工事 261,361 336,719 598,080 337,428 260,652 6 14,587 337,087 

土木工事 2,386 1,851 4,237 4,053 184 4 8 3,627 

計 263,747 338,570 602,317 341,481 260,836 6 14,595 340,714 

業務受託 2,171 16,298 18,469 11,265 7,204 ― ― ― 

合計 265,917 354,868 620,785 352,746 268,040 ― ― ― 

エンジニアリング事業 4,962 8,955 13,917 8,616 5,301 ― ― ― 

合計 270,880 363,823 634,702 361,362 273,340 ― ― ― 



(2）売上高 

  （注）１ 完成工事のうち主なものは、次のとおりである。 

前中間会計期間 請負金額30億円以上の主なもの 

当中間会計期間 請負金額30億円以上の主なもの 

２ 前中間会計期間及び当中間会計期間ともに完成工事高総額に対する割合が100分の10以上の相手はない。 

期別 区分 官公庁（百万円） 民間（百万円） 計（百万円） 

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） 

建設 

事業 

建築工事 489 152,152 152,642 

土木工事 ― 2,259 2,259 

計 489 154,411 154,901 

業務受託 ― 4,988 4,988 

合計 489 159,399 159,889 

エンジニアリング事業 ― 3,971 3,971 

合計 489 163,371 163,860 

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） 

建設 

事業 

建築工事 11 164,277 164,288 

土木工事 ― 428 428 

計 11 164,706 164,717 

業務受託 ― 6,797 6,797 

合計 11 171,503 171,514 

エンジニアリング事業 ― 4,999 4,999 

合計 11 176,502 176,513 

日商岩井不動産㈱・日本中央地所㈱他 深沢ハウス 新築工事 

住友不動産㈱・ニチモ㈱ 東京メガシティ 新築工事 

名鉄不動産㈱・ニチモ㈱・㈱丸増 マーキスシティ 新築工事 

東レ建設㈱・㈱日本エスコン イーズ大阪 プルミエの森 新築工事 

ニチモ㈱ ルイシャトレ寝屋川グリーンエアーズ 新築工事 

相模鉄道㈱・名鉄不動産㈱他 ビバヒルズ 新築工事 

双日㈱・双日都市開発㈱・㈱ゼファ－ ブラウシア 新築工事 

㈱アゼル・ニチモ㈱ ディーシーフォート千葉中央 新築工事 

㈱リクル－トコスモス コスモグランリュクス世田谷 新築工事 

有楽土地㈱ オーベルグランディオ砂町水辺公園 新築工事 



(3）手持高（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は、次のとおりである。 

区分 官公庁（百万円） 民間（百万円） 計（百万円） 

建設 

事業 

建築工事 ― 302,540 302,540 

土木工事 ― 113 113 

計 ― 302,653 302,653 

業務受託 ― 7,850 7,850 

合計 ― 310,504 310,504 

エンジニアリング事業 ― 5,581 5,581 

合計 ― 316,085 316,085 

㈱丸増・東レ建設㈱他 プリマシティ長津田みなみ台 新築工事 平成17年12月完成予定 

積水ハウス㈱・住友不動産㈱他 東京テラス 新築工事 平成18年１月完成予定 

東レ建設㈱・名鉄不動産㈱他 ラ・フルール本山 新築工事 平成18年１月完成予定 

総合地所㈱・三井不動産㈱ ガーデン・シンフォニー新越谷 新築工事 平成18年３月完成予定 

東レ建設㈱・日鉱不動産㈱他 鎌倉グランマークス 新築工事 平成18年３月完成予定 



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（当社及び当社の連結子会社）が対処すべき課題について、重要な変

更はない。 

 なお当社グループは、国内建設市場の縮小や受注競争の激化、高齢化・人口減少社会の到来等、当社グループを取

り巻く経営環境の急激な変化への対応として、本年２月に策定した「新中期経営計画（2005～2007年度）」の遂行に

取り組んでいる。 

 当中間連結会計期間においては、「新中期経営計画（2005～2007年度）」における財務戦略・資本政策の一環とし

て、平成14年９月に債務株式化により発行した優先株式への対応のため、本年８月４日に潜在株式の縮減を目的とし

た資本再編プランを策定した。本プランに基づき本年９月には、第３回Ａ種優先株式を380億円で買受消却を行うと

ともに、臨時株主総会ならびに各種類株主総会での承認を得て、第４回Ａ種優先株式および第１回Ｂ種優先株式に償

還条項（第４ 提出会社の状況、１ 株式等の状況、(1) 株式の総数等、② 発行済株式、注 4～5 参照） の設定を行

った。本プランにおいては、第４回Ａ種優先株式は平成19年３月期から平成21年３月期までの３期間に各年182億円

（合計546億円）に経過配当金相当額を加えた金額で、第１回Ｂ種優先株式は平成22年３月期から平成24年３月期ま

での３期間に、各年150億円（合計450億円）に経過配当金相当額を加えた金額で償還を行っていくことを計画してい

る。また、新たな事業資金需要に備えて安定的かつ機動的な資金調達基盤を築くことを目的として450億円のコミッ

トメントラインの設定を行い資金調達手段の多様化を図った。引続き財務体質の健全性を維持しながら今後積上げて

いく利益を株主の皆様に適切に配分できるよう、資本構成の再構築を行い、復配に向けて最大限の努力を行ってい

く。 

 なお、上記資本再編プランに基づく第４回Ａ種優先株式および第１回Ｂ種優先株式の償還計画の策定に伴い、前連

結会計年度末における「事業等のリスク」のうち優先株式に係る事項について当中間連結会計期間末において以下の

とおり変更している。 

  

（優先株式） 

 平成14年９月26日に債務株式化により当社が発行した優先株式は、普通株式への転換請求権が付与されており、ま

た転換請求期間内に転換請求されないものについては強制転換される。当該優先株式については、現在は転換請求期

間が到来していないが、将来において普通株式に転換された場合、１株当たり当期純利益を減少させ、また市場で売

却されたときは、その時点における需給関係によっては普通株式の市場価額に悪影響を及ぼす可能性があり、さらに

かかる優先株式が存在すること自体が普通株式の市場価額に悪影響を及ぼす可能性がある。  

 また、当社はこれらの優先株式のうち、第４回Ａ種優先株式および第１回Ｂ種優先株式については償還条項を設定

し、潜在株式の縮減のため平成19年３月期から６年間で償還を行う計画を公表しているが、償還には配当可能利益が

必要なことから、設定された償還期間の間に必要な利益が計上されない場合など、一部もしくは全部の償還が実行さ

れない可能性がある。 



４【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はない。 

５【研究開発活動】 

（建設事業） 

当社の研究開発は、集合住宅における新築・ストックの両分野に軸足をおき、①商品開発 ②生産技術開発 ③そ

のために必要な基礎的な研究開発を重点に、埼玉県越谷市の技術研究所を拠点に推進している。 

研究開発部門としては、品質・性能・健康・安全・快適・生産性・情報化等々をテーマに、研究開発方針の策定等

を担当する技術戦略室、基礎・応用技術を担当する技術研究所、生産性向上及び商品化技術を担当する技術開発室及

び施工技術を担当する建設部門技術部等を中心に構成されている。 

実施にあたっては、研究・技術開発のスピードアップと採用促進を図るため、大学・研究機関等との共同研究及び

設計・施工部門等と社内横断的に取り組んでいる。 

当中間連結会計期間における研究開発費は、224百万円であり、主な研究・技術開発は次のとおりである。 

(1) 安全・安心 

安全が確保され、人々が安心して心豊かに、質の高い生活をおくることができる集合住宅を目指して、「安

全・安心」をキーワードに「防災・防犯・日常生活」の観点から、研究・技術開発に着手した。「入居後も長期

にわたり、入居者の生命・健康・財産を守り、快適な暮らしを実現する」ことを基本にしている。  

(2) 「省エネルギー住宅」 

次世代省エネ基準に対応した、住宅性能表示制度・温熱環境「(最高ランク)等級４」に適合する物件を更に拡

大していくため、首都圏、関西圏をはじめ中部圏においても、国土交通大臣認定申請を行った。今後も、更に省

エネに向けた開発を進め、技術支援及び物件採用を促進していく。  

(3) 「健康配慮集合住宅」 

健康に配慮したより快適な住宅を目指し、室内空気質の更なる改善を目的とした調査研究を継続的に実施して

いる。 

(イ) シックハウス（室内空気汚染）問題に対する基本方針として「当社が設計・施工したマンションの引渡し時

に、住宅性能表示制度の対象5物質につき、厚生労働省の室内濃度指針値を満たす」ことを目標とし、全物

件において設計・施工一貫で独自の対策を実施している。事業主の了解を得た物件においては、室内空気質

の測定を実施した結果、全て指針値以下であることを確認した。 

(ロ) TVOC(総揮発性有機化合物)低減を目的として、TVOCの実測調査及び主要な発生源と考えられるフローリング

用接着剤から放散されるVOC(揮発性有機化合物)の測定による室内空気質への影響を継続検証している。 

(4) 高層集合住宅の工期短縮 

コンクリートを現場で打設する在来型の工法で、工期を最大で40％短縮できる「マンションＥＣ

(Early completion)工法」を開発の上、実施工に入った。当工法は、建設作業ヤードでの柱・梁・壁の先組み

や、外部階段・廊下・バルコニーのＰＣａ化及びトラス鉄筋付きデッキを採用、工期を短縮している。今後は、

基礎・内装・外構工事まで含めてトータルで工期短縮を目指していく。  

(5) 超高強度材料を用いた超高層ＲＣ造住宅 

共同研究として設計基準強度120N/mm2クラスの高強度コンクリートと降伏強度685N/mm2クラスの高強度鉄筋材

料を用いて研究・実験を行い、超高層建物の構造設計ガイドラインを作成した。今後は、このガイドラインを用

いて、超高層集合住宅の設計に活用していく。  

(6) 建物の超寿命化対応としてのコンクリートひび割れ抑制技術 

ＲＣ構造物の宿命である乾燥収縮ひび割れのゼロ化を目指し、各種試験体を製作の上、コンクリートの①自由

収縮 ②外部拘束による収縮 ③大型部材での内部拘束による収縮 等に関するひび割れ抑制技術の基礎的検証

を終えた。今後は、乾燥収縮ひび割れ発生の抑制に有効かつ実用的な低減効果を得る手法を開発していく。 



(7) 区画貫通耐火スリーブ材 

住戸区画内壁を貫通する部位に、新型「区画貫通耐火スリーブ材」をコンクリート打設前にセットするだけ

で、貫通孔作成用の仮設部材の撤去・モルタル詰め等、後工程作業の省力化・施工の信頼性を確保できる部材を

開発し、第三者機関による性能評定を取得した。今後、実物件に採用していく。  

(8) ストック・リフォーム技術 

拡大する国内ストック市場における既築マンション向け「ストックビジネス」の技術基盤造りを目指して、ス

トック・リフォーム技術について、建物の延命化工法、早くできる施工方法等の開発並びに過去に設計施工した

物件について、建築・設備等の総合的な技術検証を継続的に推進している。また、オフィスビル等の住宅転用に

係るコンバージョン事業支援を行っている。  

(9) 共同研究参画 

競争と連携のネットワークを構築するため、多様な研究機関、企業等の幅広い結集を図り研究開発の共通基盤

（プラットフォーム）の確立を目指している建築研究開発コンソーシアムと国土交通省支援の産官学共同プロジ

ェクト「建築物の総合的環境評価研究委員会」(Ｈ16年度～Ｈ18年度)に参画している。  

  

 なお、子会社においては、研究開発活動は行われていない。 

 建設事業以外の事業においては、研究開発活動は行われていない。 



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した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はな

い。また、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】 

 （注）１  「普通株式につき消却があった場合または優先株式につき消却もしくは普通株式への転換があった場合に

は、これに相当する株式数を減ずる」旨定款に定めている。 

２  平成17年４月１日から平成17年８月19日までに、Ａ種優先株式の「会社が発行する株式の総数」は、第５回

Ａ種優先株式の普通株式への転換請求により、13,930,336株減少している。 

３  平成17年９月29日においてＡ種優先株式の「会社が発行する株式の総数」は、第３回Ａ種優先株式の全株買

受消却により、40,000,000株減少している。 

②【発行済株式】 

 （注）１  平成17年９月29日開催の臨時株主総会決議に基づき、第４回Ａ種優先株式及び第１回Ｂ種優先株式につい

て、当該優先株式を有する優先株主による償還請求権及び当会社による強制償還条項を新設した。 

       ２  第１回Ａ種優先株式の内容は次のとおりである。 

(1) 議決権 

 第１回Ａ種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。 

(2) 優先配当金 

① 優先配当金の計算 

第１回Ａ種優先株式１株当たりの優先配当金(第１回Ａ種優先配当金)の額は、第１回Ａ種優先株式の発行

価額(500円)に、それぞれの営業年度ごとに下記の「第１回Ａ種配当年率」を乗じて算出した額とする。計

算の結果、優先配当金が、当初７年間(第92期営業年度(平成21年３月期)にかかる配当まで)は１株につき

10円を超える場合は、10円とし、８年目以降(第93期営業年度(平成22年３月期)にかかる配当から)は１株

につき50円を超える場合は、50円とする。 

・「第１回Ａ種配当年率」は、下記算式により計算される年率とする。 

第１回Ａ種配当年率＝日本円TIBOR(６ヶ月物)＋0.50％ 

・「日本円TIBOR(６ヶ月物)」は、各営業年度の初日(当日が銀行休業日の場合は前営業日)及びその直後の

10月１日(当日が銀行休業日の場合は前営業日)の２時点において、午前11時における日本円６ヶ月物ト

ーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表され

る数値の平均値を指すものとする。 

② 非参加条項 

第１回Ａ種優先株式に対しては、第１回Ａ種優先配当金を超えて配当は行わない。 

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 2,100,000,000 

Ａ種優先株式 156,000,000 

Ｂ種優先株式 90,000,000 

計 2,346,000,000 

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８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 793,472,690 793,472,690 

東京証券取引所 

大阪証券取引所 

各市場第１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 

第１回Ａ種優先株式 37,599,500 37,599,500 ― (注２) 

第２回Ａ種優先株式 40,000,000 40,000,000 ― (注３) 

第４回Ａ種優先株式 78,000,000 78,000,000 ― (注１，４) 

第１回Ｂ種優先株式 90,000,000 90,000,000 ― (注１，５) 

計 1,039,072,190 1,039,072,190 ― ― 



③ 非累積条項 

各営業年度において第１回Ａ種優先株式に対して支払われる利益配当金の額が上記①の計算の結果算出さ

れる金額に達しない場合、その不足額は翌営業年度以降に累積しない。 

(3) 優先中間配当金 

上記の第１回Ａ種優先配当金の２分の１を限度として、取締役会の決議で定める金額。 

(4) 残余財産の分配 

当会社の残余財産を分配するときは、普通株式に先立ち第１回Ａ種優先株式１株につき500円を支払う。前

記のほか、第１回Ａ種優先株式に対しては残余財産の分配はしない。 

(5) 消却 

当会社は、株主に配当すべき利益をもって第１回Ａ種優先株式の一部または全部を買受け、消却すること

ができる。 

(6) 新株引受権等 

当会社は、第１回Ａ種優先株主には、新株の引受権または新株予約権もしくは新株予約権付社債の引受権

は与えない。 

(7) 転換予約権 

① 転換を請求し得べき期間 

平成18(2006)年10月１日から平成23(2011)年９月30日までとする。 

② 転換の条件 

第１回Ａ種優先株式は、下記の転換の条件で当会社の普通株式に転換することができる。 

イ 当初転換価額 

当初転換価額は、普通株式１株当たり72円とする。 

ロ 転換価額の修正 

転換価額は、平成19年３月31日以降平成23年３月31日までの毎年３月31日及び９月30日(転換価額修正

日)における時価に修正されるものとし、転換価額は当該転換価額修正日以降翌転換価額修正日の前日

(又は転換請求期間の終了日)までの間、当該時価に修正されるものとする。但し、当該時価が当初転

換価額の60％(下限転換価額)を下回るときは、修正後転換価額は下限転換価額とする。また、当該時

価が、当初転換価額の150％(上限転換価額)を上回るときは、修正後転換価額は上限転換価額とする。

但し、転換価額が転換価額修正日までに下記ハにより調整された場合には、上限転換価額及び下限転

換価額についても同様の調整を行うものとする。 

上記「時価」とは、当該転換価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所にお

ける当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除

く。)とする。 

ハ 転換価額の調整 

第１回Ａ種優先株式発行後、株式分割により普通株式を発行する場合、時価を下回る払込金額をもっ

て普通株式を発行する場合、その他一定の場合には、転換価額を次に定める算式により調整するほ

か、合併等により転換価額の調整を必要とする場合には、取締役会が適当と判断する転換価額に変更

される。 

上記算式に使用する１株当りの時価は、調整後転換価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30

取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平

均値(終値のない日数を除く。)とする。 

ニ 転換により発行すべき普通株式数 

第１回Ａ種優先株式の転換により発行すべき普通株式数は、次のとおりとする。 

発行株式数の算出に当って１株未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

  
既発行 
普通株式数 

＋

新規発行 
普通株式数 

×
１株当り 
払込金額 

調整後転換価額＝調整前転換価額×
１株当り時価 

既発行普通株式数＋新規発行普通株式数 

  転換により発行すべき普通株式数＝
第１回Ａ種優先株主が転換請求のために 
提出した第１回Ａ種優先株式の発行価額総額 

÷転換価額 



(8) 強制転換条項 

転換を請求し得べき期間中に転換請求のなかった第１回Ａ種優先株式は、同期間の末日の翌日(強制転換

日)以降の取締役会で定める日をもって、第１回Ａ種優先株式１株の発行価額相当額を強制転換日に先立つ

45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表

示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)で除して得られる数の普通株式となる。この場合、当該平

均値が、上限転換価額を上回るときは、第１回Ａ種優先株式１株の発行価額相当額を上限転換価額で除し

て得られる数の普通株式となる。また、当該平均値が下限転換価額を下回るときは、第１回Ａ種優先株式

１株の発行価額相当額を下限転換価額で除して得られる数の普通株式となる。 

(9) 期中転換又は強制転換があった場合の取扱い 

第１回Ａ種優先株式の転換により発行された普通株式に対する最初の利益配当金又は中間配当金は、転換

の請求又は強制転換が４月１日から９月30日までになされたときは４月１日に、10月１日から翌年３月31

日までになされたときは10月１日に、それぞれ転換があったものとみなしてこれを支払う。 

(10)優先順位 

優先株式相互の優先配当金、優先中間配当金ならびに残余財産分配の支払順位は、Ｂ種累積未払配当金を

除き、同順位とする。 

３  第２回Ａ種優先株式の内容は次のとおりである。 

(1) 議決権 

第２回Ａ種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。 

(2) 優先配当金 

① 優先配当金の計算 

第２回Ａ種優先株式１株当たりの優先配当金(第２回Ａ種優先配当金)の額は、第２回Ａ種優先株式の発行

価額(500円)に、それぞれの営業年度ごとに下記の「第２回Ａ種配当年率」を乗じて算出した額とする。計

算の結果、優先配当金が、当初７年間(第92期営業年度(平成21年３月期)にかかる配当まで)は１株につき

10円を超える場合は、10円とし、８年目以降(第93期営業年度(平成22年３月期)にかかる配当から)は１株

につき50円を超える場合は、50円とする。 

・「第２回Ａ種配当年率」は、下記算式により計算される年率とする。 

第２回Ａ種配当年率＝日本円TIBOR(６ヶ月物)＋0.75％ 

・「日本円TIBOR(６ヶ月物)」は、各営業年度の初日(当日が銀行休業日の場合は前営業日)及びその直後の

10月１日(当日が銀行休業日の場合は前営業日)の２時点において、午前11時における日本円６ヶ月物ト

ーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表され

る数値の平均値を指すものとする。 

② 非参加条項 

第２回Ａ種優先株式に対しては、第２回Ａ種優先配当金を超えて配当は行わない。 

③ 非累積条項 

各営業年度において第２回Ａ種優先株式に対して支払われる利益配当金の額が上記①の計算の結果算出さ

れる金額に達しない場合、その不足額は翌営業年度以降に累積しない。 

(3) 優先中間配当金 

上記の第２回Ａ種優先配当金の２分の１を限度として、取締役会の決議で定める金額。 

(4) 残余財産の分配 

当会社の残余財産を分配するときは、普通株式に先立ち第２回Ａ種優先株式１株につき500円を支払う。前

記のほか、第２回Ａ種優先株式に対しては残余財産の分配はしない。 

(5) 消却 

当会社は、株主に配当すべき利益をもって第２回Ａ種優先株式の一部または全部を買受け、消却すること

ができる。 

(6) 新株引受権等 

当会社は、第２回Ａ種優先株主には、新株の引受権または新株予約権もしくは新株予約権付社債の引受権

は与えない。 

(7) 転換予約権 

① 転換を請求し得べき期間 

平成19(2007)年10月１日から平成26(2014)年９月30日までとする。 



② 転換の条件 

第２回Ａ種優先株式は、下記の転換の条件で当会社の普通株式に転換することができる。 

イ 当初転換価額 

当初転換価額は、普通株式１株当たり72円とする。 

ロ 転換価額の修正 

転換価額は、平成20年３月31日以降平成26年３月31日までの毎年３月31日及び９月30日(転換価額修正

日)における時価に修正されるものとし、転換価額は当該転換価額修正日以降翌転換価額修正日の前日

(又は転換請求期間の終了日)までの間、当該時価に修正されるものとする。但し、当該時価が当初転

換価額の50％(下限転換価額)を下回るときは、修正後転換価額は下限転換価額とする。また、当該時

価が、当初転換価額の200％(上限転換価額)を上回るときは、修正後転換価額は上限転換価額とする。

但し、転換価額が転換価額修正日までに下記ハにより調整された場合には、上限転換価額及び下限転

換価額についても同様の調整を行うものとする。 

上記「時価」とは、当該転換価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所にお

ける当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除

く。)とする。 

ハ 転換価額の調整 

第２回Ａ種優先株式発行後、株式分割により普通株式を発行する場合、時価を下回る払込金額をもっ

て普通株式を発行する場合、その他一定の場合には、転換価額を次に定める算式により調整するほ

か、合併等により転換価額の調整を必要とする場合には、取締役会が適当と判断する転換価額に変更

される。 

上記算式に使用する１株当りの時価は、調整後転換価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30

取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平

均値(終値のない日数を除く。)とする。 

ニ 転換により発行すべき普通株式数 

第２回Ａ種優先株式の転換により発行すべき普通株式数は、次のとおりとする。 

発行株式数の算出に当って１株未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

(8) 強制転換条項 

転換を請求し得べき期間中に転換請求のなかった第２回Ａ種優先株式は、同期間の末日の翌日(強制転換

日)以降の取締役会で定める日をもって、第２回Ａ種優先株式１株の発行価額相当額を強制転換日に先立つ

45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表

示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)で除して得られる数の普通株式となる。この場合、当該平

均値が、上限転換価額を上回るときは、第２回Ａ種優先株式１株の発行価額相当額を上限転換価額で除し

て得られる数の普通株式となる。また、当該平均値が下限転換価額を下回るときは、第２回Ａ種優先株式

１株の発行価額相当額を下限転換価額で除して得られる数の普通株式となる。 

(9) 期中転換又は強制転換があった場合の取扱い 

第２回Ａ種優先株式の転換により発行された普通株式に対する最初の利益配当金又は中間配当金は、転換

の請求又は強制転換が４月１日から９月30日までになされたときは４月１日に、10月１日から翌年３月31

日までになされたときは10月１日に、それぞれ転換があったものとみなしてこれを支払う。 

(10)優先順位 

優先株式相互の優先配当金、優先中間配当金ならびに残余財産分配の支払順位は、Ｂ種累積未払配当金を

除き、同順位とする。 

４  第４回Ａ種優先株式の内容は次のとおりである。 

(1) 議決権 

第４回Ａ種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。 
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(2) 優先配当金 

① 優先配当金の計算 

第４回Ａ種優先株式１株当たりの優先配当金(第４回Ａ種優先配当金)の額は、第４回Ａ種優先株式の発行

価額(500円)に、それぞれの営業年度ごとに下記の「第４回Ａ種配当年率」を乗じて算出した額とする。計

算の結果、優先配当金が、当初７年間(第92期営業年度(平成21年３月期)にかかる配当まで)は１株につき

10円を超える場合は、10円とし、８年目以降(第93期営業年度(平成22年３月期)にかかる配当から)は１株

につき50円を超える場合は、50円とする。 

・「第４回Ａ種配当年率」は、下記算式により計算される年率とする。 

当初12年間(第97期営業年度(平成26年３月期)にかかる配当まで）： 

第４回Ａ種配当年率＝日本円TIBOR(６ヶ月物)＋1.00％ 

13年目以降(第98期営業年度(平成27年３月期)にかかる配当から)： 

第４回Ａ種配当年率＝日本円TIBOR(６ヶ月物)＋1.80％ 

・「日本円TIBOR(６ヶ月物)」は、各営業年度の初日(当日が銀行休業日の場合は前営業日。以下同様とす

る。)及びその直後の10月１日の２時点において、午前11時における日本円６ヶ月物トーキョー・インタ

ー・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値の平均値を

指すものとする。 

② 非参加条項 

第４回Ａ種優先株式に対しては、第４回Ａ種優先配当金を超えて配当は行わない。 

③ 非累積条項 

各営業年度において第４回Ａ種優先株式に対して支払われる利益配当金の額が上記①の計算の結果算出さ

れる金額に達しない場合、その不足額は翌営業年度以降に累積しない。 

(3) 優先中間配当金 

上記の第４回Ａ種優先配当金の２分の１を限度として、取締役会の決議で定める金額。 

(4) 残余財産の分配 

当会社の残余財産を分配するときは、普通株式に先立ち第４回Ａ種優先株式１株につき500円を支払う。前

記のほか、第４回Ａ種優先株式に対しては残余財産の分配はしない。 

(5) 消却 

当会社は、株主に配当すべき利益をもって第４回Ａ種優先株式の一部または全部を買受け、消却すること

ができる。 

(6) 償還請求権 

① 第４回Ａ種優先株主は、第90期営業年度(平成19年３月期)以降第93期営業年度(平成22年３月期)までの各

営業年度の７月１日から７月31日の間(以下「第４回Ａ種償還請求可能期間」という。)において、直前の

営業年度末における当期未処分利益が100億円を超えている場合、当該当期未処分利益にその他資本剰余金

および直前の営業年度に中間配当の支払いを行っている場合にはその金額を加算した金額から、直前の営

業年度にかかる中間配当および利益配当の合計額の２倍相当額、もしくは90億円のうちいずれか大きい方

の金額、並びに償還請求(当会社定款において、株主が当会社定款の定めに従いその所有する株式の全部ま

たは一部の消却を請求することを「償還請求」という。)がなされた営業年度において、強制償還(当会社

定款において、当会社が当会社定款の定めに従い株主の所有する株式の全部または一部を消却することを

「強制償還」という。)を既に行ったかまたは行う決定を行った全ての優先株式の対価の総額を控除した額

(以下「第４回Ａ種償還請求限度額」という。)を限度として、第４回Ａ種優先株式の全部または一部の償

還請求をすることができる。 

但し、以下に定める第４回Ａ種償還請求可能期間において償還請求可能な第４回Ａ種優先株式の総株式数

(以下「第４回Ａ種償還請求可能株式数」という。)は、次の通りとする。 

 イ 第90期営業年度(平成19年３月期)の７月１日から７月31日の間 

   当該年度の第４回Ａ種償還請求可能期間開始時における第４回Ａ種優先株式の発行済株式総数から、

当該年度の第４回Ａ種償還請求可能期間開始時以降に消却もしくは強制償還を行う決定がなされてい

る第４回Ａ種優先株式数および52,000,000株を控除した株式数に達するまでの数 

 ロ 第91期営業年度(平成20年３月期)の７月１日から７月31日の間 

   当該年度の第４回Ａ種償還請求可能期間開始時における第４回Ａ種優先株式の発行済株式総数から、

当該年度の第４回Ａ種償還請求可能期間開始時以降に消却もしくは強制償還を行う決定がなされてい

る第４回Ａ種優先株式数および26,000,000株を控除した株式数に達するまでの数 



② 第４回Ａ種償還請求限度額あるいは第４回Ａ種償還請求可能株式数を超えて第４回Ａ種優先株主からの償

還請求があった場合には、第４回Ａ種償還請求可能株式数を上限として第４回Ａ種償還請求限度額内で、

償還請求された株式数に基づく比例按分(但し、計算の結果生ずる各株主毎の１株未満の端数については切

捨てるものとする。以下同様とする。)その他の方法により償還すべき株式を決定する。  

③ 当会社は、償還請求があった場合、各営業年度の第４回Ａ種償還請求可能期間満了日から１ヶ月以内に償

還手続を行うものとする。 

④ 当会社は、第４回Ａ種優先株主または第４回Ａ種優先株式の登録質権者(以下「第４回Ａ種質権者」とい

う。)に対して、償還の対価として１株につき700円に次項に定める経過配当金相当額を加えた金額を支払

うものとする。 

⑤ 経過配当金相当額は、第４回Ａ種優先株式の優先配当金の計算における計算式により、償還日の属する営

業年度の実日数に対する初日から償還日までの日数(初日および償還日を含む。以下同様とする。)の割合

で日割計算をした額とする。なお、経過配当金相当額算出のための日本円TIBOR(６ヶ月物)は、各営業年度

の４月１日の日本円TIBOR(６ヶ月物)を用いるものとする。 

(7) 強制償還 

① 当会社は、第90期営業年度(平成19年３月期)以降第93期営業年度(平成22年３月期)の８月31日までの間い

つでも、第４回Ａ種優先株主または第４回Ａ種質権者の意思にかかわらず、第４回Ａ種優先株式の全部ま

たは一部を強制償還することができる。  

② 前項の規定により、第４回Ａ種優先株式の一部を強制償還するときには、各株主の所有する株式数に応じ

た比例按分またはその他の方法により、償還される株式を決定する。 

③ 当会社は、第４回Ａ種優先株主または第４回Ａ種質権者に対して、償還の対価として１株につき700円に次

項に定める経過配当金相当額を加えた金額を支払うものとする。 

但し、優先中間配当金を支払った場合には、その額を控除する。 

④ 経過配当金相当額は、第４回Ａ種優先株式の優先配当金の計算における計算式により、償還日の属する営

業年度の実日数に対する初日から償還日までの日数の割合で日割計算をした額とする。なお、経過配当金

相当額算出のための日本円TIBOR(６ヶ月物)は、各営業年度の４月１日から９月30日までは４月１日の日本

円TIBOR(６ヶ月物)を、10月１日から３月31日までは10月１日の日本円TIBOR(６ヶ月物)を用いるものとす

る。 

(8) 新株引受権等 

当会社は、第４回Ａ種優先株主には、新株の引受権または新株予約権もしくは新株予約権付社債の引受権

は与えない。 

(9) 転換予約権 

① 転換を請求し得べき期間 

平成24(2012)年10月１日から平成40(2028)年９月30日までとする。 

② 転換の条件 

第４回Ａ種優先株式は、下記の転換の条件で当会社の普通株式に転換することができる。 

イ  当初転換価額 

当初転換価額は、普通株式１株当たり72円とする。 

ロ 転換価額の修正 

転換価額は、平成25年３月31日以降平成40年３月31日までの毎年３月31日及び９月30日(転換価額修正

日)における時価に修正されるものとし、転換価額は当該転換価額修正日以降翌転換価額修正日の前日

(又は転換請求期間の終了日)までの間、当該時価に修正されるものとする。但し、当該時価が当初転

換価額の50％(下限転換価額)を下回るときは、修正後転換価額は下限転換価額とする。また、当該時

価が、当初転換価額の300％(上限転換価額)を上回るときは、修正後転換価額は上限転換価額とする。

但し、転換価額が転換価額修正日までに下記ハにより調整された場合には、上限転換価額及び下限転

換価額についても同様の調整を行うものとする。 

上記「時価」とは、当該転換価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所にお

ける当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除

く。)とする。 



ハ 転換価額の調整 

第４回Ａ種優先株式発行後、株式分割により普通株式を発行する場合、時価を下回る払込金額をもっ

て普通株式を発行する場合、その他一定の場合には、転換価額を次に定める算式により調整するほ

か、合併等により転換価額の調整を必要とする場合には、取締役会が適当と判断する転換価額に変更

される。 

上記算式に使用する１株当りの時価は、調整後転換価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30

取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平

均値(終値のない日数を除く。)とする。 

ニ 転換により発行すべき普通株式数 

第４回Ａ種優先株式の転換により発行すべき普通株式数は、次のとおりとする。 

発行株式数の算出に当って１株未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

(10)強制転換条項 

転換を請求し得べき期間中に転換請求のなかった第４回Ａ種優先株式は、同期間の末日の翌日(強制転換

日)以降の取締役会で定める日をもって、第４回Ａ種優先株式１株の発行価額相当額を強制転換日に先立つ

45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表

示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)で除して得られる数の普通株式となる。この場合、当該平

均値が、上限転換価額を上回るときは、第４回Ａ種優先株式１株の発行価額相当額を上限転換価額で除し

て得られる数の普通株式となる。また、当該平均値が下限転換価額を下回るときは、第４回Ａ種優先株式

１株の発行価額相当額を下限転換価額で除して得られる数の普通株式となる。 

(11)期中転換又は強制転換があった場合の取扱い 

第４回Ａ種優先株式の転換により発行された普通株式に対する最初の利益配当金又は中間配当金は、転換

の請求又は強制転換が４月１日から９月30日までになされたときは４月１日に、10月１日から翌年３月31

日までになされたときは10月１日に、それぞれ転換があったものとみなしてこれを支払う。 

(12)優先順位 

優先株式相互の優先配当金、優先中間配当金ならびに残余財産分配の支払順位は、Ｂ種累積未払配当金を

除き、同順位とする。 

５ 第１回Ｂ種優先株式の内容は次のとおりである。 

(1) 議決権 

第１回Ｂ種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。 

(2) 優先配当金 

① 優先配当金の計算 

第１回Ｂ種優先株式１株当たりの優先配当金(第１回Ｂ種優先配当金)の額は、第１回Ｂ種優先株式の発行

価額(500円)に、それぞれの営業年度ごとに下記の「第１回Ｂ種配当年率」を乗じて算出した額とする。計

算の結果、優先配当金が、当初７年間(第92期営業年度(平成21年３月期)にかかる配当まで)は１株につき

10円を超える場合は、10円とし、８年目以降(第93期営業年度(平成22年３月期)にかかる配当から)は１株

につき50円を超える場合は、50円とする。 

・「第１回Ｂ種配当年率」は、下記算式により計算される年率とする。 

当初12年間(第97期営業年度(平成26年３月期)にかかる配当まで)： 

第１回Ｂ種配当年率＝日本円TIBOR(６ヶ月物)＋1.00％ 

13年目以降(第98期営業年度(平成27年３月期)にかかる配当から)： 

第１回Ｂ種配当年率＝日本円TIBOR(６ヶ月物)＋1.80％ 

・「日本円TIBOR(６ヶ月物)」は、各営業年度の初日(当日が銀行休業日の場合は前営業日。以下同様とす

る。)及びその直後の10月１日(当日が銀行休業日の場合は前営業日)の２時点において、午前11時におけ

る日本円６ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協

会によって公表される数値の平均値を指すものとする。 
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② 単純参加条項 

第１回Ｂ種優先株式に対しては、第92期営業年度(平成21年３月期にかかる配当)までは第１回Ｂ種優先配

当金を超えて配当は行わないが、第93期営業年度(平成22年３月期にかかる配当)以降、普通株式に対して

支払う利益配当金(中間配当金を含む。)が、第１回Ｂ種優先配当金(第１回Ｂ種優先中間配当金を含む。)

を超えるときは、第１回Ｂ種優先株式に対してこれと等しい配当を行う。 

③ 累積条項 

各営業年度において第１回Ｂ種優先株式に対して支払われる利益配当金の額が上記①の計算の結果算出さ

れる金額に達しないとき、その不足額は翌営業年度に限り累積するもの(Ｂ種累積未払配当金)とし、Ｂ種

累積未払配当金は、優先配当金および普通株式に対する利益配当金に先立って支払われるものとする。但

し、第92期営業年度(平成21年３月期にかかる配当)までの間は累積しないものとする。 

(3) 優先中間配当金 

上記の第１回Ｂ種優先配当金の２分の１を限度として、取締役会の決議で定める金額。 

(4) 残余財産の分配 

当会社の残余財産を分配するときは、普通株式に先立ち第１回Ｂ種優先株式１株につき500円を支払う。前

記のほか、第１回Ｂ種優先株式に対しては残余財産の分配はしない。 

(5) 消却 

当会社は、株主に配当すべき利益をもって第１回Ｂ種優先株式の一部または全部を買受け、消却すること

ができる。 

(6) 償還請求権 

 ① 第１回Ｂ種優先株主は、第93期営業年度(平成22年３月期)において第４回Ａ種優先株式の全てが買受けま

たは消却(償還請求権の行使または強制償還の決定を含む。)されたとき以降、または第94期営業年度(平成

23年３月期)以降、第116期営業年度までの各営業年度の７月１日から７月31日の間(以下「第１回Ｂ種償還

請求可能期間」という。)において、直前の営業年度末における当期未処分利益が100億円を超えている場

合、当該当期未処分利益にその他資本剰余金および直前の営業年度に中間配当の支払いを行っている場合

にはその金額を加算した金額から、直前の営業年度にかかる中間配当および利益配当の合計額の２倍相当

額、もしくは90億円のうちいずれか大きい方の金額、並びに償還請求がなされた営業年度において、買受

けまたは消却(償還請求権の行使または強制償還の決定を含む。)を行ったかまたは行う決定を行った第４

回Ａ種優先株式並びに第１回Ｂ種優先株式の対価の総額を控除した額(以下 「第１回Ｂ種償還請求限度

額」という。)を限度として、第１回Ｂ種優先株式の全部または一部の償還請求をすることができる。 

但し、以下に定める第１回Ｂ種償還請求可能期間において償還請求可能な第１回Ｂ種優先株式の総株式数

(以下「第１回Ｂ種償還請求可能株式数」という。)は、次の通りとする。 

  イ 第93期営業年度(平成22年３月期)の７月１日から７月31日の間 

当該年度の第１回Ｂ種償還請求可能期間開始時における第１回Ｂ種優先株式の発行済株式総数から、

当該年度の第１回Ｂ種償還請求可能期間開始時以降に消却もしくは強制償還を行う決定がなされてい

る第１回Ｂ種優先株式数および60,000,000株を控除した株式数に達するまでの数 

  ロ 第94期営業年度(平成23年３月期)の７月１日から７月31日の間 

当該年度の第１回Ｂ種償還請求可能期間開始時における第１回Ｂ種優先株式の発行済株式総数から、

当該年度の第１回Ｂ種償還請求可能期間開始時以降に消却もしくは強制償還を行う決定がなされてい

る第１回Ｂ種優先株式数および30,000,000株を控除した株式数に達するまでの数 

 ② 第１回Ｂ種償還請求限度額あるいは第１回Ｂ種償還請求可能株式数を超えて第１回Ｂ種優先株主からの償

還請求があった場合には、第１回Ｂ種償還請求可能株式数を上限として第１回Ｂ種償還請求限度額内で、

償還請求された株式数に基づく比例按分その他の方法により償還すべき株式を決定する。 

③ 当会社は、償還請求があった場合、各営業年度の第１回Ｂ種償還請求可能期間満了日から１ヶ月以内に償

還手続を行うものとする。 

④ 当会社は、第１回Ｂ種優先株主または第１回Ｂ種優先株式の登録質権者(以下「第１回Ｂ種質権者」とい

う。)に対して、償還の対価として１株につき500円にＢ種累積未払配当金および次項に定める経過配当金

相当額を加えた金額を支払うものとする。 

⑤ 経過配当金相当額は、第１回Ｂ種優先株式の優先配当金の計算における計算式により、償還日の属する営

業年度の実日数に対する初日から償還日までの日数の割合で日割計算をした額とする。なお、経過配当金

相当額算出のための日本円TIBOR(６ヶ月物)は、各営業年度の４月１日の日本円TIBOR(６ヶ月物)を用いる

ものとする。 



(7) 強制償還 

① 当会社は、第93期営業年度(平成22年３月期)において第４回Ａ種優先株式の全てが買受けまたは消却(償還

請求権の行使または強制償還の決定を含む。)されたとき以降、または第94期営業年度(平成23年３月期)以

降、第98期営業年度(平成27年３月期)の９月30日までの間いつでも、第１回Ｂ種優先株主または第１回Ｂ

種質権者の意思にかかわらず、第１回Ｂ種優先株式の全部または一部を強制償還することができる。 

② 前項の規定により、第１回Ｂ種優先株式の一部を強制償還するときには、各株主の所有する株式数に応じ

た比例按分またはその他の方法により、償還される株式を決定する。 

③ 当会社は、第１回Ｂ種優先株主または第１回Ｂ種質権者に対して、償還の対価として１株につき500円にＢ

種累積未払配当金および次項に定める経過配当金相当額を加えた金額を支払うものとする。 

但し、優先中間配当金を支払った場合には、その額を控除する。 

④ 経過配当金相当額は、第１回Ｂ種優先株式の優先配当金の計算における計算式により、償還日の属する営

業年度の実日数に対する初日から償還日までの日数の割合で日割計算をした額とする。なお、経過配当金

相当額算出のための日本円TIBOR(６ヶ月物)は、各営業年度の４月１日から９月30日までは４月１日の日本

円TIBOR(６ヶ月物)を、10月１日から３月31日までは10月１日の日本円TIBOR(６ヶ月物)を用いるものとす

る。 

(8) 新株引受権等 

当会社は、第１回Ｂ種優先株主には、新株の引受権または新株予約権もしくは新株予約権付社債の引受権

は与えない。 

(9) 転換予約権 

① 転換を請求し得べき期間 

平成27(2015)年10月１日から平成44(2032)年９月30日までとする。 

② 転換の条件 

第１回Ｂ種優先株式は、下記の転換の条件で当会社の普通株式に転換することができる。 

イ 当初転換価額 

当初転換価額は、平成26年10月１日における時価とする。但し、当該価額が72円を下回る場合は72円

とする。 

上記「時価」とは平成26年10月１日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における

当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)と

する。 

ロ 転換価額の修正 

転換価額は、平成28年３月31日以降平成44年３月31日までの毎年３月31日及び９月30日(転換価額修正

日)における時価に修正されるものとし、転換価額は当該転換価額修正日以降翌転換価額修正日の前日

(又は転換請求期間の終了日)までの間、当該時価に修正されるものとする。但し、当該時価が当初転

換価額の50％(下限転換価額)を下回るときは、修正後転換価額は下限転換価額とする。また、当該時

価が、当初転換価額の300％(上限転換価額)を上回るときは、修正後転換価額は上限転換価額とする。

但し、転換価額が転換価額修正日までに下記ハにより調整された場合には、上限転換価額及び下限転

換価額についても同様の調整を行うものとする。 

上記「時価」とは、当該転換価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所にお

ける当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除

く。)とする。 

ハ 転換価額の調整 

第１回Ｂ種優先株式発行後、株式分割により普通株式を発行する場合、時価を下回る払込金額をもっ

て普通株式を発行する場合、その他一定の場合には、転換価額を次に定める算式により調整するほ

か、合併等により転換価額の調整を必要とする場合には、取締役会が適当と判断する転換価額に変更

される。 

上記算式に使用する１株当りの時価は、調整後転換価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30

取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平

均値(終値のない日数を除く。)とする。 

  
既発行 
普通株式数 

＋

新規発行 
普通株式数 

×
１株当り 
払込金額 

調整後転換価額＝調整前転換価額×
１株当り時価 

既発行普通株式数＋新規発行普通株式数 



ニ 転換により発行すべき普通株式数 

第１回Ｂ種優先株式の転換により発行すべき普通株式数は、次のとおりとする。 

発行株式数の算出に当って１株未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

(10)強制転換条項 

転換を請求し得べき期間中に転換請求のなかった第１回Ｂ種優先株式は、同期間の末日の翌日(強制転換

日)以降の取締役会で定める日をもって、第１回Ｂ種優先株式１株の発行価額相当額を強制転換日に先立つ

45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表

示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)で除して得られる数の普通株式となる。この場合、当該平

均値が、上限転換価額を上回るときは、第１回Ｂ種優先株式１株の発行価額相当額を上限転換価額で除し

て得られる数の普通株式となる。また、当該平均値が下限転換価額を下回るときは、第１回Ｂ種優先株式

１株の発行価額相当額を下限転換価額で除して得られる数の普通株式となる。 

(11)期中転換又は強制転換があった場合の取扱い 

第１回Ｂ種優先株式の転換により発行された普通株式に対する最初の利益配当金又は中間配当金は、転換

の請求又は強制転換が４月１日から９月30日までになされたときは４月１日に、10月１日から翌年３月31

日までになされたときは10月１日に、それぞれ転換があったものとみなしてこれを支払う。 

(12)優先順位 

優先株式相互の優先配当金、優先中間配当金ならびに残余財産分配の支払順位は、Ｂ種累積未払配当金を

除き、同順位とする。 

  転換により発行すべき普通株式数＝
第１回Ｂ種優先株主が転換請求のために 
提出した第１回Ｂ種優先株式の発行価額総額 

÷転換価額 



(2）【新株予約権等の状況】 

 該当事項はない。 

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  （注）１  平成17年４月１日から平成17年８月19日における第５回Ａ種優先株式の普通株式への転換により、当該優先

株式が13,930,336株減少し、普通株式が329,531,086株増加した。その結果、発行済株式総数は315,600,750

株増加した。 

   平成17年６月29日、第88期損失処理により資本準備金が49,870百万円減少した。 

  平成17年８月２日、第88期定時株主総会決議に基づき、資本減少（無償）を実施し、欠損填補及びその他資

本剰余金への振り替えを行った。その結果、資本金が75,524百万円減少した。 

２  第３回Ａ種優先株式の買受けによる取得及び消却により減少した。  

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(株) 

発行済株式 
総数残高 
(株) 

資本金 
増減額 
(百万円) 

資本金 
残高 
(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金 
残高 
(百万円) 

平成17年４月１日 

～平成17年８月19日 

(注１) 

315,600,750 1,079,072,190 △75,524 50,000 △49,870 － 

平成17年９月29日 

(注２) 
△40,000,000 1,039,072,190 － 50,000 － － 



(4）【大株主の状況】 

① 普通株式 

 （注）１ 日本マスタートラスト信託銀行株式会社、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社及び資産管理サービ

ス信託銀行株式会社の所有している株式は、全て信託業務に係る株式である。 

    ２ 株式会社みずほコーポレートは、平成17年10月１日に株式会社みずほコーポレート銀行と合併して株式会社

みずほコーポレート銀行（東京都千代田区丸の内１丁目３-３）となっている。 

３ 平成17年８月18日付にてスタンダード・パシフィック・キャピタル・エルエルシーより株券等の大量保有報

告書が提出されているが、当中間会計期間末現在における実質所有の状況が完全に確認できないため、上記

大株主の状況には含めていない。なお、当該大量保有報告書による平成17年８月11日現在の株式保有状況は

以下のとおりである。 

  平成17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丁目11－３ 79,331 9.99 

モルガンスタンレーアンドカンパニー

インク 

(常任代理人 モルガン・スタンレー 

証券会社東京支店) 

1585 BROADWAY NEW YORK, 

NEW YORK 10036,U.S.A. 

(東京都渋谷区恵比寿４丁目20－３) 

52,722 6.64 

バンクオブニューヨークジーシーエム 

クライアントアカウンツイーアイエス

ジー 

(常任代理人 株式会社東京三菱銀行) 

PETERBOROUGH COURT 133 

FLEET STREET LONDON EC4A 2BB,U.K 

(東京都千代田区丸の内２丁目７－

１) 

46,189 5.82 

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丁目８－11 44,510 5.60 

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 

(常任代理人 モルガン・スタンレー 

証券会社東京支店) 

25 CABOT SQUARE,CANARY WHARF, 

LONDON E14 4QA ENGLAND 

(東京都渋谷区恵比寿４丁目20－３) 

29,946 3.77 

日本証券金融株式会社 
東京都中央区日本橋茅場町１丁目 

２－10 
28,843 3.63 

資産管理サービス信託銀行株式会社 

(信託Ｂ口) 
東京都中央区晴海１丁目８－12 18,949 2.38 

ゴールドマンサックスアンド 

カンパニーレギユラーアカウント 

(常任代理人 ゴールドマン・ 

サックス証券会社東京支店) 

85 BROAD STREET NEW YORK, 

NY,U.S.A. 

(東京都港区六本木６丁目10－１) 

16,835 2.12 

資産管理サービス信託銀行株式会社 

(証券投資信託口) 
東京都中央区晴海１丁目８－12 16,577 2.08 

株式会社みずほコーポレート 東京都中央区八重洲１丁目２-16 15,035 1.89 

計 ― 348,941 43.97 

氏名又は名称 
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(％) 

スタンダード・パシフィック・キャピタル・エルエルシー 47,443 5.97 



４ 平成17年10月７日付にてモルガン・スタンレー・ジャパン・リミテッド及びその共同保有者より株券等の大

量保有報告書（変更報告書）が提出されているが、当中間会計期間末現在における実質所有の状況が完全に

確認できないため、上記大株主の状況は平成17年９月30日現在の株主名簿に基づいて記載している。なお、

当該大量保有報告書による平成17年９月30日現在の株式保有状況は以下のとおりである。 

５ 平成17年10月14日付にてジェー・ピー・モルガン・ホワイトフライヤーズ・インク及びその共同保有者より

株券等の大量保有報告書（変更報告書）が提出されているが、当中間会計期間末現在における実質所有の状

況が完全に確認できないため、上記大株主の状況には含めていない。なお、当該大量保有報告書による平成

17年９月30日現在の株式保有状況は以下のとおりである。 

６ 平成17年10月14日付にてゴールドマン・サックス・ジャパン・リミテッド及びその共同保有者より株券等の

大量保有報告書（変更報告書）が提出されているが、当中間会計期間末現在における実質所有の状況が完全

に確認できないため、上記大株主の状況には含めていない。なお、当該大量保有報告書による平成17年９月

30日現在の株式保有状況は以下のとおりであり、Goldman Sachs Internationalが株券の消費貸借により

30,395千株の借入をGoldman Sachs & Co.等から行っている旨の記載がある。 

氏名又は名称 
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(％) 

モルガン・スタンレー・ジャパン・リミテッド 1,609 0.20 

モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インコーポレーテ

ッド 
10,264 1.29 

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 
13,522 1.70 

エムエスディーダブリュ・エクイティー・ファイナンシング・サ

ービセズ（ルクス）エス・アー・エール・エル 
348 0.04 

氏名又は名称 
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(％) 

ジェー・ピー・モルガン・ホワイトフライヤーズ・インク 362 0.04 

ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド -50 ― 

ジェー・ピー・モルガン・アセット・マネジメント（ユーケー）

リミテッド 
3,622 0.45 

ジェー・ピー・モルガン・フレミング・アセット・マネジメン

ト・ジャパン株式会社 
66,316 8.35 

氏名又は名称 
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(％) 

Goldman Sachs (Japan) Ltd. 2,588 0.32 

Goldman Sachs International 30,593 3.85 

Goldman Sachs & Co. 31,956 4.02 

Goldman Sachs Hedge Fund Strategies LLC 89 0.01 



７ 平成17年10月14日付にてバークレイズ・グローバル・インベスターズ信託銀行株式会社及びその共同保有者

より株券等の大量保有報告書（変更報告書）が提出されているが、当中間会計期間末現在における実質所有

の状況が完全に確認できないため、上記大株主の状況には含めていない。なお、当該大量保有報告書による

平成17年９月30日現在の株式保有状況は以下のとおりである。 

② Ａ種優先株式 

(イ)第１回Ａ種優先株式 

 （注）１ 株式会社しんきん信託銀行及び日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社が所有している株式は、全て信

託業務に係る株式である。 

    ２ 株式会社みずほコーポレートは、平成17年10月１日に株式会社みずほコーポレート銀行と合併して株式会社

みずほコーポレート銀行（東京都千代田区丸の内１丁目３-３）となっている。 

(ロ)第２回Ａ種優先株式 

 （注）１ 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社が所有している株式は、全て信託業務に係る株式である。 

    ２ 株式会社みずほコーポレートは、平成17年10月１日に株式会社みずほコーポレート銀行と合併して株式会社

みずほコーポレート銀行（東京都千代田区丸の内１丁目３-３）となっている。 

氏名又は名称 
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(％) 

バークレイズ・グローバル・インベスターズ信託銀行株式会社 4,075 0.51 

バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社 33,315 4.19 

バークレイズ・グローバル・インベスターズ、エヌ・エイ 17,956 2.26 

バークレイズ・グローバル・インベスターズ・オーストラリア・

リミテッド 
1,054 0.13 

バークレイズ・グローバル・インベスターズ・リミテッド 10,553 1.33 

バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド 958 0.12 

  平成17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(％) 

株式会社りそな銀行 大阪市中央区備後町２丁目２－１ 13,736 36.53 

株式会社みずほコーポレート 東京都中央区八重洲１丁目２－16 10,628 28.26 

株式会社しんきん信託銀行信託口 

(中央三井信託銀行委託者分) 
東京都中央区京橋２丁目14－１ 10,000 26.59 

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丁目８－11 3,235 8.60 

計 ― 37,599 100.00 

  平成17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(％) 

株式会社りそな銀行 大阪市中央区備後町２丁目２－１ 14,613 36.53 

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丁目８－11 14,080 35.20 

株式会社みずほコーポレート 東京都中央区八重洲１丁目２－16 11,306 28.26 

計 ― 40,000 100.00 



(ハ)第４回Ａ種優先株式 

 （注） 株式会社みずほコーポレートは、平成17年10月１日に株式会社みずほコーポレート銀行と合併して株式会社み

ずほコーポレート銀行（東京都千代田区丸の内１丁目３-３）となっている。 

③ Ｂ種優先株式 

第１回Ｂ種優先株式 

 （注） 株式会社みずほコーポレートは、平成17年10月１日に株式会社みずほコーポレート銀行と合併して株式会社み

ずほコーポレート銀行（東京都千代田区丸の内１丁目３-３）となっている。 

  平成17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(％) 

株式会社りそな銀行 大阪市中央区備後町２丁目２－１ 28,496 36.53 

中央三井信託銀行株式会社 東京都港区芝３丁目33－１ 27,456 35.20 

株式会社みずほコーポレート 東京都中央区八重洲１丁目２－16 22,048 28.26 

計 ― 78,000 100.00 

  平成17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(％) 

株式会社りそな銀行 大阪市中央区備後町２丁目２－１ 32,880 36.53 

中央三井信託銀行株式会社 東京都港区芝３丁目33－１ 31,680 35.20 

株式会社みずほコーポレート 東京都中央区八重洲１丁目２－16 25,440 28.26 

計 ― 90,000 100.00 



(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注）１ 「完全議決権株式（その他）」には、証券保管振替機構名義の株式及び株主名簿上は各社名義となっている

が、実質的に所有していない自己株式並びに相互保有株式が下記のとおり含まれている。 

２ 「単元未満株式」には、株主名簿上は各社名義となっているが、実質的に所有していない自己株式並びに相

互保有株式が下記のとおり含まれている。 

３ 「単元未満株式」には、当社所有の自己株式が下記のとおり含まれている。 

②【自己株式等】 

  平成17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 優先株式 245,599,500 ― 
優先株式の内容は、(1)株式の総数
等  ②  発行済株式を参照。 

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 310,500
― 

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 

（相互保有株式） 

普通株式 144,500
― 同上 

完全議決権株式（その他） 普通株式 787,471,000 1,574,942 同上(注１) 

単元未満株式 普通株式 5,546,690 ― 
一単元（500株）未満の株式 

（注２，３） 

発行済株式総数 1,039,072,190 ― ― 

総株主の議決権 ― 1,574,942 ― 

証券保管振替機構 430,500株(議決権861個) ㈱長谷工コミュニティ 1,000株(議決権２個) 

㈱長谷工コーポレーション 1,500株(議決権３個) ㈱長谷工ライブネット 4,500株(議決権９個) 

㈱長谷工不動産 11,500株(議決権23個)      

㈱長谷工コーポレーション 300株  ㈱長谷工コミュニティ 400株

㈱長谷工都市開発 200株  ㈱長谷工ライブネット 100株

㈱長谷工不動産  300株     

 ㈱長谷工コーポレーション 171株       

  平成17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) 

発行済普通株式 
総数に対する所有
株式数の割合(％) 

(自己保有株式)     

㈱長谷工コーポレーション 東京都港区芝２丁目32－１ 310,500 ― 310,500 0.03 

(相互保有株式)     

大雅工業㈱ 
兵庫県尼崎市大浜町２丁目

23 
144,500 ― 144,500 0.01 

計 ― 455,000 ― 455,000 0.05 



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】 

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

  

(1)退任役員 

(2)役職の異動 

 （注） 当社は、平成17年４月１日より執行役員制度を導入している。前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半

期報告書の提出日までの取締役兼務者以外の執行役員の異動は、次のとおりである。 

月別 平成17年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 255 253 243 241 325 365 

最低（円） 225 190 230 230 232 295 

役名 職名 氏名 退任年月日 

監査役  ──── 若原 泰之 平成17年８月８日 

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日 

 取締役 

 常務執行役員 

都市再生事業部門・ 

都市再生事業部門（関西）

関西営業部担当 

 取締役 

 常務執行役員 

 都市再生事業部門  

営業・資産管理担当 

 加藤 功時 平成17年10月１日 

新役職及び担当 旧役職及び担当 氏名 異動年月日 

 執行役員 

都市再生事業部門 

営業部・不動産部・ 

情報開発部・営業企画部・

調査部担当 

 執行役員 

 都市再生事業部門  

建替リフォーム・白金プロ

ジェクト・久地プロジェク

ト・不動産情報開発部・ 

情報開発部・調査部担当 

 角谷 誠 平成17年10月１日 



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、中央青山監査法人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 ※１   50,846 48,831   93,478 

受取手形・ 
完成工事未収入金等 

    65,054 86,347   77,028 

未成工事支出金等     23,298 33,922   17,280 

販売用不動産     23,842 16,566   12,279 

不動産事業支出金 ※１   67,744 67,511   47,651 

開発用不動産等 ※１   51,159 46,087   41,748 

短期貸付金     13,606 13,132   13,404 

繰延税金資産     8,387 10,109   9,790 

その他     12,393 14,004   10,495 

貸倒引当金     △7,275 △10,977   △11,050 

流動資産合計     309,054 64.4 325,533 66.6   312,103 65.2

Ⅱ固定資産         

１有形固定資産         

建物・構築物 ※１ 69,783 68,110 69,230   

機械・運搬具・ 
工具器具備品 

  9,148 9,787 9,132   

土地 ※１ 47,736 46,801 48,477   

建設仮勘定   ― 37 4   

減価償却累計額   △33,892 92,776 △35,113 89,623 △34,557 92,286 

２無形固定資産         

借地権   1,215 1,159 1,169   

その他   659 1,874 1,053 2,211 631 1,800 

３投資その他の資産         

投資有価証券   3,679 3,798 3,507   

長期貸付金   36,449 36,818 36,759   

長期繰延税金資産   23,914 40,560 40,744   

その他   18,781 11,964 13,245   

貸倒引当金   △6,544 76,279 △21,793 71,348 △21,661 72,593 

固定資産合計     170,929 35.6 163,182 33.4   166,680 34.8

資産合計     479,982 100.0 488,715 100.0   478,783 100.0 

          

 



    
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     113,591 138,842   130,831 

短期借入金 ※１   10,080 16,909   819 

１年以内返済予定の 
長期借入金 

※１   50,587 28,973   31,210 

未払法人税等     412 770   1,171 

未成工事受入金     27,714 44,509   27,111 

不動産事業受入金     1,710 5,573   4,290 

完成工事補償引当金     986 711   1,020 

賞与引当金     1,913 1,628   2,312 

その他     10,168 19,014   17,592 

流動負債合計     217,161 45.3 256,929 52.6   216,354 45.2

Ⅱ固定負債         

新株予約権付社債     10,000 ―   ― 

長期借入金 ※１   199,414 142,684   152,119 

退職給付引当金     1,627 2,548   2,050 

土地買戻損失引当金     7,292 ―   4,222 

その他     9,809 8,246   8,523 

固定負債合計     228,141 47.5 153,478 31.4   166,914 34.9

負債合計     445,302 92.8 410,407 84.0   383,268 80.1

（少数株主持分）         

少数株主持分     ― ― ― ―   ― ―

（資本の部）         

Ⅰ資本金     85,515 17.8 50,000 10.2   125,524 26.2

Ⅱ資本剰余金     9,899 2.1 12,816 2.6   49,890 10.4

Ⅲ利益剰余金     △56,151 △11.7 19,246 3.9   △73,767 △15.4

Ⅳその他有価証券評価差額金     14 0.0 168 0.0   29 0.0

Ⅴ為替換算調整勘定     △4,574 △1.0 △3,854 △0.7   △6,114 △1.3

Ⅵ自己株式     △23 △0.0 △68 △0.0   △47 △0.0

資本合計     34,680 7.2 78,308 16.0   95,515 19.9

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

    479,982 100.0 488,715 100.0   478,783 100.0 

          



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 ※１   225,757 100.0 257,847 100.0   506,954 100.0 

Ⅱ売上原価     198,335 87.9 224,826 87.2   442,082 87.2

売上総利益     27,422 12.1 33,021 12.8   64,871 12.8

Ⅲ販売費及び一般管理費 ※２   9,078 4.0 10,014 3.9   17,868 3.5

営業利益     18,344 8.1 23,007 8.9   47,003 9.3

Ⅳ営業外収益         

受取利息   113 114 227   

受取配当金   166 269 166   

為替差益   1 ― 1   

その他   452 732 0.4 524 907 0.3 509 903 0.1

Ⅴ営業外費用         

支払利息   3,123 2,481 6,698   

持分法による投資損失   268 50 400   

その他   419 3,809 1.7 403 2,934 1.1 1,057 8,155 1.6

経常利益     15,267 6.8 20,980 8.1   39,750 7.8

Ⅵ特別利益         

固定資産売却益 ※３ ― ― 185   

貸倒引当金戻入益   ― 246 ―   

債務買戻益 ※４ 4,393 468 6,425   

その他特別利益 323 4,715 2.1 ― 714 0.3 798 7,408 1.5

Ⅶ特別損失         

固定資産処分損 ※５ 66 246 64   

減損損失 ※６ 40,449 2,039 40,815   

投資有価証券評価損   310 ― 869   

不動産整理損失   167 ― 7,149   

販売用不動産等評価損   29 ― 38,770   

貸倒引当金繰入額   1,995 197 20,655   

土地買戻損失引当金繰入額   7,292 ― 4,222   

その他特別損失   219 50,527 22.4 34 2,517 1.0 248 112,793 22.2

税金等調整前中間純利益又は
税金等調整前中間(当期)純損
失(△) 

    △30,545 △13.5 19,177 7.4   △65,634 △12.9

法人税、住民税及び事業税 ※７ 270 436 1,032   

法人税等調整額   △283 △13 △0.0 6 442 0.1 △18,525 △17,494 △3.4

中間純利益又は 
中間(当期)純損失(△) 

    △30,532 △13.5 18,735 7.3   △48,141 △9.5

          



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    ― 49,890   ―

Ⅱ資本剰余金増加高      

新株予約権行使による 
新株の発行 

  9,880 ― 14,870 

増資による新株の発行  ― ― 35,000 

資本減少による増加高  ― 50,816 ― 

自己株式処分差益  19 9,899 0 50,816 19 49,890

Ⅲ資本剰余金減少高      

欠損填補のための取崩高  ―   49,890 ― 

自己株式消却額  ― ― 38,000 87,890 ― ―

Ⅳ資本剰余金中間期末(期末)残高    9,899 12,816   49,890

       

（利益剰余金の部）      

Ⅰ利益剰余金期首残高    △25,619 △73,767   △25,619

Ⅱ利益剰余金増加高      

資本剰余金取崩による増加高  ― 49,890 ― 

資本減少による増加高  ― 24,708 ― 

中間純利益  ― ― 18,735 93,334 ― ―

Ⅲ利益剰余金減少高      

連結除外による減少高  ― ― 8 

連結子会社増加による減少高  ― 320 ― 

中間(当期)純損失  30,532 30,532 ― 320 48,141 48,148

Ⅳ利益剰余金中間期末(期末)残高    △56,151 19,246   △73,767

       



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・損失(△)   △30,545 19,177 △65,634

減価償却費   1,435 1,457 2,929

減損損失   40,449 2,039 40,815

貸倒引当金の増加・減少(△)額   1,538 21 20,468

受取利息及び受取配当金   △278 △383 △393

支払利息   3,123 2,481 6,698

持分法による投資損失   268 50 400

投資有価証券評価損   310 ― 869

固定資産処分損・売却益(△)   66 246 △121

債務買戻益   △4,393 △468 △6,425

土地買戻損失引当金繰入額   7,292 ― 4,222

販売用不動産等評価損   29 ― 38,770

売上債権の減少・増加(△)額   △2,373 △5,653 △11,439

未成工事支出金等の減少・増加(△)額   △4,284 △15,456 1,731

たな卸資産の減少・増加(△)額   △318 △26,305 427

仕入債務の増加・減少(△)額   2,040 3,947 19,384

未成工事受入金の増加・減少(△)額   3,832 16,432 3,229

その他   △6,581 △6,207 4,657

小計   11,610 △8,621 60,586

利息及び配当金の受取額   277 386 392

利息の支払額   △3,732 △2,378 △6,793

法人税等の支払額   △428 △713 △760

営業活動によるキャッシュ・フロー   7,727 △11,327 53,424

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻しによる収入   ― ― 460

有形・無形固定資産の取得による支出   △1,437 △1,484 △3,854

有形・無形固定資産の売却による収入   478 721 1,545

投資有価証券の取得による支出   △165 △647 △463

投資有価証券の売却による収入   25 32 123

貸付けによる支出   △1,038 △369 △1,465

貸付金の回収による収入   396 345 604

差入敷金保証金の支出   △97 △426 △239

差入敷金保証金の回収による収入   170 613 3,905

その他   100 13 88

投資活動によるキャッシュ・フロー   △1,568 △1,202 704

 



    

  
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） 

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金純増加・減少(△)額   518 16,274 △443

長期借入れによる収入   ― 1,109 ―

長期借入金の返済による支出   △16,794 △12,313 △89,734

新株予約権付社債の発行による収入   30,000 ― 30,000

株式の発行による収入   ― ― 69,662

自己株式の買受消却による支出   ― △38,000 ―

その他   △149 △319 △689

財務活動によるキャッシュ・フロー   13,575 △33,249 8,796

Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額   16 133 △55

Ⅴ現金及び現金同等物の増加・減少(△)額   19,749 △45,644 62,869

Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高   30,637 93,478 30,637

Ⅶ連結除外による現金及び現金同等物の減少額   ― ― △28

Ⅷ新規連結による現金及び現金同等物の増加額   ― 816 ―

Ⅸ現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高   50,386 48,650 93,478

    



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連結子会社

名 23社 

主要な連結子会社名 

㈱ハセック 

㈱フォリス 

㈱長谷工不動産 

㈱長谷工都市開発 

㈱長谷工アーベスト 

㈱エイチ・シー土地開発 

㈱長谷工クリエイト 

㈱長谷工アーバン 

野田開発㈱ 

HASEKO America,Inc. 

HASEKO (Hawaii),Inc. 

㈱長谷工アネシス 

㈱長谷工コミュニティ 

㈱長谷工ライブネット 

㈱長谷工ビル管理 

㈱ブライトンコーポレーション 

㈱センチュリーライフ 

㈱長谷工ファイナンス 

①連結子会社の数及び連結子会社

名 25社 

主要な連結子会社名 

㈱ハセック 

㈱フォリス 

不二建設㈱ 

㈱長谷工不動産 

㈱長谷工都市開発 

㈱長谷工アーベスト 

㈱長谷工クリエイト 

㈱長谷工アーバン 

野田開発㈱ 

HASEKO America,Inc. 

HASEKO (Hawaii),Inc. 

㈱長谷工アネシス 

㈱長谷工コミュニティ 

㈱長谷工ライブネット 

㈱ブライトンコーポレーション 

㈱センチュリーライフ 

㈱長谷工ファイナンス 

㈱長谷工システムズ 

 なお、不二建設㈱及び㈱長谷工

システムズについては重要性が

増したため、 

Hoakalei Corporation及び

Resort Capital Group,Inc.につ

いては新たに設立したことか

ら、当中間連結会計期間より連

結子会社としている。 

①連結子会社の数及び連結子会社

名 21社 

 主要な連結子会社名は、「第

１企業の概況 ４関係会社の状

況」に記載の通り。 

 なお、従来連結の範囲に含め

ていた㈱エイチ・シー土地開発

及び㈱長谷工ビル管理は解散に

伴い重要性がなくなったため、

当連結会計年度末において連結

の範囲から除外した。 

 ②主要な非連結子会社名 

㈱ナヴィエ 

㈱インフィル工房 

②主要な非連結子会社名 

㈱ナヴィエ 

㈱インフィル工房 

②主要な非連結子会社名 

㈱長谷工システムズ 

不二建設㈱ 

 ③非連結子会社について、連結の

範囲から除いた理由 

 非連結子会社は、いずれも小

規模であり、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

いないため、連結の範囲から除

外している。 

③非連結子会社について、連結の

範囲から除いた理由 

同左 

③非連結子会社について、連結の

範囲から除いた理由 

 非連結子会社は、いずれも小

規模であり、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

いないため、連結の範囲から除

外している。 

２ 持分法の適用に関する事

項 

①持分法適用会社の数 

関連会社１社 

持分法を適用する関連会社名 

宝塚開発㈱ 

 なお、非連結子会社で持分法

適用の会社はない。 

①持分法適用会社の数 

同左 

  

  

①持分法適用会社の数 

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） 

 ②持分法を適用しない非連結子会

社及び関連会社のうち主要な会

社名 

 持分法非適用の主要な非連結

子会社名 

㈱ナヴィエ 

㈱インフィル工房 

②持分法を適用しない非連結子会

社及び関連会社のうち主要な会

社名 

 持分法非適用の主要な非連結

子会社名 

㈱ナヴィエ 

㈱インフィル工房 

②持分法を適用しない非連結子会

社及び関連会社のうち主要な会

社名 

 持分法非適用の主要な非連結

子会社名 

㈱長谷工システムズ 

不二建設㈱ 

  持分法非適用の主要な関連会

社名 

㈱ティ・エイチ・コーポレー

ション 

 持分法非適用の主要な関連会

社名 

同左 

 持分法非適用の主要な関連会

社名 

同左 

 ③持分法を適用しない非連結子会

社・関連会社について、持分法

を適用しない理由 

 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

分法の適用範囲から除外してい

る。 

③持分法を適用しない非連結子会

社・関連会社について、持分法

を適用しない理由 

同左 

③持分法を適用しない非連結子会

社・関連会社について、持分法

を適用しない理由 

 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

の適用範囲から除外している。 

 ④その他 

 債務超過の持分法適用関連会

社に対する当社の負の持分相当

額は、当該関連会社に対する債

権から直接控除している。 

 なお、当該金額は6,813百万

円である。 

④その他 

 債務超過の持分法適用関連会

社に対する当社の負の持分相当

額は、当該関連会社に対する債

権から直接控除している。 

 なお、当該金額は7,173百万

円である。 

④その他 

 債務超過の持分法適用関連会

社に対する当社の負の持分相当

額は、当該関連会社に対する債

権から直接控除している。 

 なお、当該金額は6,944百万円

である。 

３ 連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項 

 連結子会社のうちHASEKO  

America,Inc.及びその連結子会社

の中間決算日は６月30日である。 

 中間連結財務諸表の作成にあた

っては、同中間決算日現在の中間

財務諸表を使用している。ただ

し、７月１日から中間連結決算日

９月30日までの期間に発生した重

要な取引については、連結上必要

な調整を行っている。 

 上記以外の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  連結子会社のうちHASEKO  

America,Inc.及びその連結子会社

の決算日は12月31日である。 

 連結財務諸表の作成にあたって

は、同決算日現在の財務諸表を使

用している。ただし、１月１日か

ら連結決算日３月31日までの期間

に発生した重要な取引について

は、連結上必要な調整を行ってい

る。 

 上記以外の連結子会社の事業年

度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 有価証券 有価証券 有価証券 

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

①その他有価証券 

(イ) 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） 

①その他有価証券 

(イ) 時価のあるもの 

同左 

①その他有価証券 

(イ) 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） 

 (ロ) 時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

(ロ) 時価のないもの 

同左 

(ロ) 時価のないもの 

同左 

 デリバティブ 

 時価法 

デリバティブ 

同左 

デリバティブ 

同左 

 たな卸資産 

①未成工事支出金、販売用不動

産、不動産事業支出金、開発用

不動産等 

個別法による原価法 

 在外連結子会社は、個別法に

よる低価法 

たな卸資産 

①未成工事支出金、販売用不動

産、不動産事業支出金、開発用

不動産等 

同左 

  

たな卸資産 

①未成工事支出金、販売用不動

産、不動産事業支出金、開発用

不動産等 

同左 

  

 ②材料 

移動平均法による低価法 

②材料 

同左 

②材料 

同左 

 ③貯蔵品 

個別法による原価法 

③貯蔵品 

同左 

③貯蔵品 

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(ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物(建物附

属設備を除く)については定額法)

によっている。 

 連結子会社の一部は定額法によ

っている。 

有形固定資産 

同左 

有形固定資産 

同左 

 無形固定資産 

 定額法によっている。 

無形固定資産 

同左 

無形固定資産 

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） 

(3) 重要な引当金の計上 

基準 

貸倒引当金 

 売掛債権、その他これに準ずる

債権の貸倒による損失に備えるた

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。 

貸倒引当金 

同左 

貸倒引当金 

同左 

 完成工事補償引当金 

 完成工事高として計上した工事

に係る瑕疵についてその引渡し後

において、自己の負担により無償

で補修すべき場合の費用支出に備

えるため、補修費用の見積額に基

づき計上している。 

完成工事補償引当金 

同左 

完成工事補償引当金 

同左 

 賞与引当金 

 従業員に対する賞与の支給に充

てるため、支給見込額に基づき計

上している。 

賞与引当金 

同左 

賞与引当金 

同左 

 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当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。 

 会計基準変更時差異は、15年に

よる均等額を費用処理している。 

 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(11～14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。 

 会計基準変更時差異は、15年に

よる均等額を費用処理している。 

 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(13～

16年)による定額法により費用処

理している。 

 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(10～14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。 

 (追加情報) 

 当社及び一部の連結子会社は、

平成17年７月31日に厚生労働大臣

から確定給付企業年金法に基づく

企業年金基金への移行の認可(代

行部分に係る過去分返上の認可)

を受け、退職給付制度の改定を行

った。これに伴い、過去勤務債務

が△6,485百万円(債務の減額)発

生している。 

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。 

 会計基準変更時差異は、15年に

よる均等額を費用処理している。 

 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(11～14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。 

 土地買戻損失引当金 

 財団法人民間都市開発推進機構

に売却した土地について、将来買

戻しによって発生すると見込まれ

る損失額を計上している。 

――――― 土地買戻損失引当金 

  財団法人民間都市開発推進機構

に売却した土地について、将来買

戻しによって発生すると見込まれ

る損失額を計上している。 

 



  
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) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、中間連

結決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益とし

て処理している。なお、在外連結

子会社の資産・負債及び収益・費

用は、中間決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算差額は

資本の部における「為替換算調整

勘定」に含めている。 

同左  外貨建金銭債権債務は、連結決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処

理している。なお、存外連結子会

社の資産・負債及び収益・費用

は、決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は資本の

部における「為替換算調整勘定」

に含めている。 

(5) 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 

(6) 重要なヘッジ会計の 

方法 

①ヘッジ会計の方法 

 金利スワップの特例処理によっ

ている。 

①ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっている。 

①ヘッジ会計の方法 

 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して

いる金利スワップ等については当

該処理によっている。 

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

(イ) ヘッジ手段 

 デリバティブ取引（金利

スワップ取引及び金利キ

ャップ取引） 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

(イ) ヘッジ手段 

 デリバティブ取引(金利キ

ャップ取引) 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

(イ) ヘッジ手段 

 デリバティブ取引(金利ス

ワップ取引及び金利キャ

ップ取引) 

 (ロ) ヘッジ対象 

 変動金利支払の借入金 

(ロ) ヘッジ対象 

同左 

(ロ) ヘッジ対象 

同左 

 ③ヘッジ方針 

 ヘッジの対象となる資産又は負

債を有するものに限り、これに係

るリスクを回避し効率的に管理す

る手段としてデリバティブ取引を

利用する方針であり、資金調達に

おける金利の急激な変動が損益に

与える影響を軽減することを目的

に行っている。 

③ヘッジ方針 

同左 

③ヘッジ方針 

同左 

 ④ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ手段とヘッジ対象に関す

る重要な条件が同一であり、ヘッ

ジ開始時及びその後も継続して金

利の変動による影響を相殺または

一定の範囲に限定する効果が見込

まれるため、ヘッジの有効性の判

定は省略している。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

④ヘッジ有効性評価の方法 

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） 

(7）その他中間連結（連

結）財務諸表作成のた

めの重要な事項 

請負工事の収益計上基準 

 工期12ヶ月以上且つ請負金額５

億円以上の請負工事については工

事進行基準により、その他の請負

工事については、工事完成基準に

よっている。 

請負工事の収益計上基準 

同左 

請負工事の収益計上基準 

同左 

 支払利息の処理方法 

 連結子会社の一部は、不動産開

発事業に要した資金に対する支払

利息を販売用不動産等の取得原価

に算入している。 

支払利息の処理方法 

同左 

支払利息の処理方法 

同左 

 繰延資産の処理方法 

①社債発行費 

 支出時に全額費用として処理

している。 

――――― 繰延資産の処理方法 

①社債発行費 

 支出時に全額費用として処理

している。 

 ②新株発行費 

 支出時に全額費用として処理

している。 

 ②新株発行費 

 支出時に全額費用として処理

している。 

 消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処

理は税抜方式によっている。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 

 連結納税制度の適用 

 連結納税制度を適用している。 

連結納税制度の適用 

同左 

連結納税制度の適用 

同左 

 固定資産の減損に係る会計基準 

 固定資産の減損に係る会計基準

(「固定資産の減損に係る会計基

準の設定に関する意見書」(企業

会計審議会 平成14年８月９日))

及び「固定資産の減損に係る会計

基準の適用指針」(企業会計基準

適用指針第６号 平成15年10月31

日)が平成16年３月31日に終了す

る連結会計年度に係る連結財務諸

表から適用できることになったこ

とに伴い、当中間連結会計期間か

ら同会計基準及び同適用指針を適

用している。これにより税金等調

整前中間純損失は40,449百万円増

加している。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間連結財務諸表規

則に基づき各資産の金額から直接

控除している。 

――――― 固定資産の減損に係る会計基準 

 固定資産の減損に係る会計基準

(「固定資産の減損に係る会計基準

の設定に関する意見書」(企業会計

審議会 平成14年８月９日))及び

「固定資産の減損に係る会計基準

の適用指針」(企業会計基準適用指

針第６号 平成15年10月31日)が平

成16年３月31日に終了する連結会

計年度に係る連結財務諸表から適

用できることになったことに伴

い、当中間連結会計期間から同会

計基準及び同適用指針を適用して

いる。これにより税金等調整前当

期純損失は40,815百万円増加して

いる。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の連結財務諸表規則に

基づき各資産の金額から直接控除

している。 

５ 中間連結（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リスク

のない定期預金等としている。 

同左 同左 



表示方法の変更 

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） 

 (中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  従来「貸倒引当金の増加・減少(△)額」(前中間連結

会計期間△421百万円)は、営業活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含めて表示していたが、重

要性が増したため、当中間連結会計期間より区分掲記

することとした。 

 (中間連結損益計算書関係) 

    従来「貸倒引当金戻入益」(前中間連結会計期間266

百万円)は、特別利益の「その他特別利益」に含めて表

示していたが、特別利益の総額の100分の10を超えたた

め、当中間連結会計期間より区分掲記している。 

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 「中期３ヶ年計画」について 

 当社は、平成11年５月21日に全

金融機関の同意を得てスタートし

た「長谷工グループ新再建計画」

の枠組みを堅持しつつ、グループ

全般にわたる事業の再編ならびに

再建計画期間の大幅な短縮を目的

として平成14年２月21日に「中期

３ヶ年計画」を策定し、現在、計

画の達成を最重要課題として取り

組んでいる。また、当該計画の遂

行にあたっては、国土交通省より

産業活力再生特別措置法第３条第

１項の規定に基づく「事業再構築

計画」の認定を受けている。 

 当中間期においては当該計画は

順調に推移していることから財務

体質の健全化を促進するために

「固定資産の減損に係る会計基

準」を早期適用するとともに既存

の借入金については７年間の約定

返済契約を締結し、「新再建計

画」に基づく金融機関との間の財

務支援に関する協定を発展的に解

消した。 

 ───── １ 「中期３ヶ年計画」について 

 当社は、平成11年５月21日に全

金融機関の同意を得てスタートし

た「長谷工グループ新再建計画」

の枠組みを堅持しつつ、グループ

全般にわたる事業の再編ならびに

再建計画期間の大幅な短縮を目的

として平成14年２月21日に「中期

３ヶ年計画」を策定し、計画の達

成を最重要課題として取り組んで

きた。 

 当期においても計画は順調に推

移し、計画の目的である収益拡大

ならびに有利子負債の削減につい

ては計画を上回る実績を上げ、

「中期３ヵ年計画」は終了した。 

 なお、当期においては「固定資

産の減損に係る会計基準」を早期

適用するとともに、不動産事業に

ついて全面的な見直しを行い、事

業計画の選別や基準の厳格化など

を行った結果、財務体質が健全化

された。加えて、既存の借入金に

ついては７年間の約定返済契約を

締結し、「新再建計画」に基づく

金融機関との間の財務支援に関す

る協定を発展的に解消した。 



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 担保に供している資産 

 下記の資産は短期借入金8,300百万

円、１年以内返済予定の長期借入金

20,770百万円及び長期借入金93,946百万

円の担保に供している。 

※１ 担保に供している資産 

 下記の資産は１年以内返済予定の長期

借入金16,897百万円及び長期借入金

82,675百万円の担保に供している。 

※１ 担保に供している資産 

 下記の資産は１年以内返済予定の長期

借入金17,620百万円及び長期借入金

86,025百万円の担保に供している。 

  百万円

不動産事業支出金 19,126

開発用不動産等 23,686

建物・構築物 14,940

土地 18,380

計 76,132

  百万円

不動産事業支出金 7,251

開発用不動産等 27,777

建物・構築物 13,690

土地 18,041

計 66,760

  百万円

不動産事業支出金 8,278

開発用不動産等 15,403

建物・構築物  14,579

土地  18,380

計 56,640

 上記の他、不動産売却に伴い受入れた

手付金の保証委託に際して、定期預金

460百万円を担保として差入れている。 

    

２ 偶発債務(保証債務等) 

保証債務 

下記のとおり債務保証を行っている。 

２ 偶発債務(保証債務等) 

保証債務 

下記のとおり債務保証を行っている。 

２ 偶発債務(保証債務等) 

保証債務 

下記のとおり債務保証を行っている。 

(銀行等借入債務) 百万円

提携住宅ローン利用顧客

47件 
1,193

不動産等購入ローン利用

顧客８件 
469

マンション管理組合２件 52

(信用保証会社に対する

手付金等返済保証債務) 
 

近藤産業㈱ 532

㈱日本エスコン 255

㈱日商エステム 172

その他３件 131

計 2,805

(銀行等借入債務) 百万円

提携住宅ローン利用顧客

137件 
2,614

不動産等購入ローン利用

顧客６件 
 216

マンション管理組合１件  31

(信用保証会社に対する

手付金等返済保証債務) 
 

㈱日商エステム 333

㈱ホームズ  202

㈱タカラレーベン  159

マツヤハウジング㈱  124

近藤産業㈱  107

その他４件  207

計 3,991

  (銀行等借入債務) 百万円

  提携住宅ローン利用顧客 

491件 
11,550

  不動産等購入ローン利用

顧客８件 
 444

  マンション管理組合２件  40

  (信用保証会社に対する

手付金等返済保証債務) 

 

  近藤産業㈱  166

  ㈱ホームズ  113

  ㈱タカラレーベン  101

  その他５件  143

  計  12,557

３ 受取手形裏書譲渡高 

156百万円 

３ 受取手形割引高 

495百万円 

  受取手形裏書譲渡高 

468百万円 

３ 受取手形裏書譲渡高 

870百万円 

４     ――――― ４ 当社は、運転資金の安定的かつ機動的

な調達を行うため、取引金融機関３行の

協調融資方式によるコミットメントライ

ン契約を締結している。 

  この契約に基づく当中間連結会計期間

末の借入未実行残高は次のとおりであ

る。 

  百万円

コミットメントライン 
契約の総額 

45,000

借入実行残高 15,000

差引額 30,000

４     ――――― 



（中間連結損益計算書関係） 

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 工事進行基準による完成工事高 

133,266百万円 

※１ 工事進行基準による完成工事高 

155,786百万円 

※１ 工事進行基準による完成工事高 

283,621百万円 

※２ このうち主要な費目及び金額は次のと

おりである。 

※２ このうち主要な費目及び金額は次のと

おりである。 

※２ このうち主要な費目及び金額は次のと

おりである。 

  百万円

従業員給料手当 2,830

賞与引当金繰入額 625

減価償却費 141

  百万円

従業員給料手当 3,453

賞与引当金繰入額 514

減価償却費  144

  百万円

従業員給料手当  6,367

賞与引当金繰入額  751

地代家賃  1,779

減価償却費  288

３     ――――― ３     ――――― ※３ 固定資産売却益の内訳は次のとおりで

ある。 

      百万円

建物・構築物 134

土地  51

計 185

※４ 借入債務の買戻しによるものである。 ※４ 借入債務の買戻しによるものである。 ※４ 借入債務の買戻しによるものである。 

※５ 固定資産処分損の内訳は次のとおりで

ある。 

※５ 固定資産処分損の内訳は次のとおりで

ある。 

※５ 固定資産処分損の内訳は次のとおりで

ある。 

  百万円

建物・構築物 8

機械・運搬具・工具器具備品 52

土地 3

その他 3

計 66

  百万円

建物・構築物  124

機械・運搬具・工具器具備品  28

土地  94

その他  0

計 246

  百万円

建物・構築物 43

機械・運搬具・工具器具備品  15

土地  3

その他  3

計 64

 



（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） 

※６ 減損損失 

 当中間連結会計期間において当社グル

ープは以下の資産について減損損失を認

識した。 

※６ 減損損失 

 当中間連結会計期間において当社グル

ープは以下の資産について減損損失を認

識した。 

※６ 減損損失 

 当連結会計年度において当社グループ

は以下の資産について減損損失を認識し

た。 

 減損損失を認識した賃貸事業用不動

産、ホテル事業用不動産及び遊休資産に

ついては、それぞれ個別の物件毎にグル

ーピングしている。近年の不動産価格の

下落、賃料相場の低迷等により、上記の

資産の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(40,449百万

円)として特別損失に計上した。その内

訳は、建物8,762百万円、構築物282百万

円、工具器具・備品1,371百万円、土地

29,134百万円、借地権900百万円であ

る。 

 なお、当該資産の回収可能価額は正味

売却価額(不動産については不動産鑑定

評価基準に基づく鑑定評価額等から処分

費用見込額を控除した額、不動産以外の

ものについては取引事例等より算定した

価額)と使用価値(割引率5.0％)のいずれ

か高い金額を採用している。 

用途 種類 場所 件数 

賃貸事業用
不動産 

土地及び 
建物等 

東京都 
港区 他 

35件 

ホテル事業
用不動産 

土地及び 
建物等 

京都市 1件 

遊休資産 
工具器具 
・備品等 

東京都 
港区 他 

2件 

 減損損失を認識した賃貸事業用不動産

いては、それぞれ個別の物件毎にグルー

ピングしている。近年の不動産価格の下

落、賃料相場の低迷等により、上記の資

産の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(2,039百万

円)として特別損失に計上した。その内

訳は、建物450百万円、土地1,589百万円

である。 

 なお、当該資産の回収可能価額は正味

売却価額(不動産については不動産鑑定

評価基準に基づく鑑定評価額等から処分

費用見込額を控除した額、不動産以外の

ものについては取引事例等より算定した

価額)と使用価値(割引率5.0％)のいずれ

か高い金額を採用している。 

用途 種類 場所 件数 

賃貸事業用
不動産 

土地及び 
建物等 

大阪市 
中央区他 

2件 

 減損損失を認識した賃貸事業用不動

産、ホテル事業用不動産及び遊休資産に

ついては、それぞれ個別の物件毎にグル

ーピングしている。近年の不動産価格の

下落、賃料相場の低迷等により、上記の

資産の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(40,815百万

円)として特別損失に計上した。その内

訳は、建物・構築物9,246百万円、工具

器具・備品1,372百万円、土地29,252百

万円及び借地権946百万円である。 

 なお、当該資産の回収可能価額は正味

売却価額(不動産については不動産鑑定

評価基準に基づく鑑定評価額等から処分

費用見込額を控除した額、不動産以外の

ものについては取引事例等より算定した

価額)と使用価値(割引率5.0％)のいずれ

か高い金額を採用している。 

用途 種類 場所 件数 

賃貸事業用
不動産 

土地及び 
建物等 

東京都 
港区 他 

35件 

ホテル事業
用不動産 

土地及び 
建物等 

京都市 1件 

遊休資産 
工具器具 
・備品等 

東京都 
港区 他 

4件 

※７ 当中間連結会計期間における税金費用

のうち、簡便法による税効果会計を適用

しているものについては、法人税等調整

額を、「法人税、住民税及び事業税」に

含めて表示している。 

※７ (追加情報) 

 中間連結会計期間における税金費用に

ついては、従来簡便法により計算してい

たが、より合理的かつ正確に計算するた

め、当中間連結会計期間から原則法に変

更している。この変更による影響は軽微

である。 

７     ――――― 

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 

  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 

  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16年９月30日）  （平成17年９月30日） （平成17年３月31日） 

現金預金勘定 50,846百万円

担保差入定期預金 △460 

現金及び現金同等物 50,386 

現金預金勘定 48,831百万円

保険代理店口預金 △181 

現金及び現金同等物  48,650 

現金預金勘定 93,478百万円

現金及び現金同等物  93,478 



（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 

      

 (借主側)       

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(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) 

機械・ 
運搬具・ 
工具器具 
備品 

293 218 74 

  
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・ 
運搬具・ 
工具器具 
備品 

178 102 76 

  
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・ 
工具器具 
備品 

211 133 77 

   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(期末)残高相

当額 

１年内 39百万円

１年超 53 

計 92 

１年内 40百万円

１年超 54 

計 95 

１年内 40百万円

１年超 58 

計 98 

   (上記金額には、転貸リース取引に

かかる借主側の未経過リース料中間

期末残高が含まれている。) 

 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  (上記金額には、転貸リース取引に

かかる借主側の未経過リース料期末

残高が含まれている。) 

 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 23百万円

減価償却費相当額 23百万円

支払リース料 20百万円

減価償却費相当額 20百万円

支払リース料 41百万円

減価償却費相当額 41百万円

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。 

同左 同左 

 (貸主側)       

１ リース物件の取得

価額、減価償却累計

額及び中間期末(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) 

建物・ 
構築物 10 4 6 

機械・ 
運搬具・ 
工具器具 
備品 

828 511 317 

計 838 515 323 

  
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) 

建物・ 
構築物 17 7 10 

機械・ 
運搬具・ 
工具器具 
備品 

264 126 138 

無形固定
資産 
その他 

5 1 4 

計 287 133 153 

  
取得価額 

(百万円) 

減価償却 
累計額 

(百万円) 

期末残高 

(百万円) 

建物・ 
構築物 15 5 10 

機械・ 
運搬具・ 
工具器具 
備品 

290 142 148 

計 305 147 158 

２ 未経過リース料中

間期末(期末)残高相

当額 

１年内 179百万円

１年超 196 

計 375 

１年内 75百万円

１年超 140 

計 215 

１年内 88百万円

１年超 160 

計 248 

   (上記金額には、転貸リース取引に

かかる貸主側の未経過リース料中間

期末残高が含まれている。) 

 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

末残高及び見積残存価額の残高の合

計額が営業債権の中間期末残高等に

占める割合が低いため、「受取利子

込み法」により算定している。 

同左  (上記金額には、転貸リース取引に

かかる貸主側の未経過リース料期末

残高が含まれている。) 

 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及

び見積残存価額の残高の合計額が営

業債権の期末残高等に占める割合が

低いため、「受取利子込み法」によ

り算定している。 

３ 受取リース料及び

減価償却費 

受取リース料 124百万円

減価償却費 65百万円

受取リース料 40百万円

減価償却費 27百万円

受取リース料 167百万円

減価償却費 97百万円



（有価証券関係） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

２ 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(連結)貸借対照表計上額 

（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)及び前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日)のいずれにおいて

もヘッジ会計(金利スワップの特例処理を含む)が適用されているもの以外のデリバティブ取引はないため、記載

を省略している。 

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) 

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）

株式 235 261 26 646 932 286 465 516 51 

債券                   

国債 29 30 1 ― ― ― ― ― ― 

合計 264 291 27 646 932 286 465 516 51 

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) 

(1）子会社株式 

  及び関連会社株式 
(百万円) 3,153 2,146 2,766 

(2）その他有価証券         

非上場株式 

(店頭売買株式を除く) 
(百万円) 234 720 225 



（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（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） 事業区分の方法及び各区分に属する主要な事業の内容 

(1) 事業区分の方法 

日本標準産業分類及び連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分した。 

(2) 各区分に属する主要な事業の内容 

建設事業      ：建築・土木その他建設工事全般に関する請負及び建設事業に附帯する業務受託 

エンジニアリング事業：建築物の企画・設計・監理等のコンサルティング 

不動産事業     ：不動産の売買、交換及び仲介、販売受託 

賃貸及び管理事業  ：オフィスビル・マンションの賃貸、建物管理、賃貸管理 

ホテル事業     ：ホテルの企画・運営 

その他の事業    ：シニアリビング事業、金融事業等 

  
建設事業 
（百万円） 

エンジニア
リング事業 
（百万円） 

不動産 
事業 

（百万円）

賃貸及び
管理事業 
（百万円）

ホテル 
事業 

（百万円）

その他の
事業 

（百万円）

計 
（百万円） 

消去 
又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高                   

(1) 外部顧客に対する売上高 172,724 3,971 22,674 20,335 5,306 746 225,757 ― 225,757 

(2) セグメント間の内部売上

高又は振替高 
440 ― 1 829 18 342 1,630 (1,630) ― 

計 173,165 3,971 22,675 21,163 5,324 1,088 227,387 (1,630) 225,757 

営業費用 159,045 2,349 21,452 19,718 5,621 1,095 209,279 (1,866) 207,413 

営業利益又は営業損失(△) 14,120 1,623 1,223 1,446 △297 △7 18,108 237 18,344 

  
建設事業 
（百万円） 

エンジニア
リング事業 
（百万円） 

不動産 
事業 

（百万円）

賃貸及び
管理事業 
（百万円）

ホテル 
事業 

（百万円）

その他の
事業 

（百万円）

計 
（百万円） 

消去 
又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高                   

(1) 外部顧客に対する売上高 191,036 4,996 34,095 20,576 5,355 1,789 257,847 ― 257,847 

(2) セグメント間の内部売上

高又は振替高 
577 3 16 811 9 505 1,921 (1,921) ― 

計 191,613 4,999 34,112 21,386 5,365 2,293 259,768 (1,921) 257,847 

営業費用 175,242 2,681 31,671 19,669 5,630 1,920 236,813 (1,973) 234,840 

営業利益又は営業損失(△) 16,371 2,318 2,441 1,717 △266 374 22,956 51 23,007 

  
建設事業 
（百万円） 

エンジニア
リング事業 
（百万円） 

不動産 
事業 

（百万円）

賃貸及び
管理事業 
（百万円）

ホテル 
事業 

（百万円）

その他の
事業 

（百万円）

計 
（百万円） 

消去 
又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高                   

(1) 外部顧客に対する売上高 382,414 8,616 62,982 40,603 10,931 1,408 506,954 ― 506,954 

(2) セグメント間の内部売上

高又は振替高 
874 ― 2 1,602 53 748 3,278 (3,278) ― 

計 383,287 8,616 62,983 42,205 10,984 2,156 510,232 (3,278) 506,954 

営業費用 347,093 5,006 58,846 39,187 11,037 2,547 463,717 (3,767) 459,951 

営業利益又は営業損失(△) 36,194 3,610 4,137 3,018 △53 △391 46,515 488 47,003 



【所在地別セグメント情報】 

 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)及び前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

 全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記

載を省略している。 

【海外売上高】 

 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)及び前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略している。 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間純利益又は中間(当期)純損失および潜在株式調整後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 △263.96円 △56.09円 △252.18円 

１株当たり中間純利益又は 

中間(当期)純損失(△) 
△92.26円 29.97円 △122.03円 

潜在株式調整後 

１株当たり中間(当期)純利益 

１株当たり中間純損失が

計上されているため記載

していない。 

8.02円 

１株当たり当期純損失が

計上されているため記載

していない。 

    

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株当たり中間純利益又は 

中間(当期)純損失 
      

中間純利益又は中間

(当期)純損失(△) 
(百万円) △30,532 18,735 △48,141 

普通株主に帰属しな

い金額 
(百万円) ― ― ― 

普通株式に係る中間

純利益又は中間 

(当期)純損失(△) 

(百万円) △30,532 18,735 △48,141 

普通株式の期中平均

株式数 
(千株) 330,945 625,070 394,489 

          

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) ― ― ― 

普通株式増加数 (千株)   1,711,329   

内訳（第１回Ａ種優先株式） ――――― (261,107) ――――― 

（第２回Ａ種優先株式）   (277,777)   

（第３回Ａ種優先株式）   (274,741)   

（第４回Ａ種優先株式）   (541,666)   

（第５回Ａ種優先株式）   (165,357)   

（第１回Ｂ種優先株式）   (190,677)   

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 

第１回Ａ種優先株式 

潜在株式数 261,107千株 

第２回Ａ種優先株式 

潜在株式数 277,777千株 

第３回Ａ種優先株式 

潜在株式数 277,777千株 

第４回Ａ種優先株式 

潜在株式数 541,666千株 

第１回Ｂ種優先株式 

潜在株式数 120,643千株 

第１回無担保転換社債型

新株予約権付社債 

潜在株式数 36,730千株 

――――― 第１回Ａ種優先株式 

潜在株式数 261,107千株 

第２回Ａ種優先株式 

潜在株式数 277,777千株 

第３回Ａ種優先株式 

潜在株式数 277,777千株 

第４回Ａ種優先株式 

潜在株式数 541,666千株 

第５回Ａ種優先株式 

潜在株式数  16,999千株 

第１回Ｂ種優先株式 

潜在株式数 120,643千株 

第１回無担保転換社債型

新株予約権付社債 

潜在株式数  21,079千株 



（重要な後発事象） 

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） 

 当社が平成16年７月20日に発行し

た第１回無担保転換社債型新株予約

権付社債（総額300億円）につき、平

成16年10月６日から平成16年10月25

日までの間に、新株予約権の権利行

使がなされた。その内容は以下のと

おりである。 

(1) 新株予約権付社債の減少額 

10,000百万円 

(2) 資本金の増加額 

5,009百万円 

(3) 資本準備金の増加額 

4,991百万円 

(4) 増加した株式の種類及び株数 

普通株式 52,599,152株 

 ─────  連結財務諸表提出会社は、平成17年

５月26日開催の取締役会決議に基づ

き、「新中期経営計画（平成18年３月

期～平成20年３月期）」における財務

戦略、資本政策の具現化に向けて以下

の施策を平成17年６月29日開催の第88

期定時株主総会の議案に上程し、承認

可決された。 

１．資本の減少について 

(1) 目的 

平成17年３月期決算における資本

の欠損の解消を図るとともに、資本

構成の再構築に備えるため。 

(2) 資本減少の方法及び減少する資本

の額 

資本金125,524,207,207円のうち、

75,524,207,207円を発行済株式総数

の変更は行わず、無償で減少し

50,000,000,000円とする。 

(3) 予定 

平成17年８月１日 債権者異議申述

最終期日 

平成17年８月２日 資本減少の効力

発生日      

    ２．自己株式(優先株式)の取得枠設定

(商法第210条)について 

    (1) 理由 

「新中期経営計画」に基づく資本

構成の再構築を目的として、債務株

式化により発行した優先株式への対

応を機動的に行うため。 

    (2) 取得枠の内容 

取得する株式の種類、総数および

取得価格の総額 

    

    合算上限400億円 

第１回Ａ種優先株式 

上限37,599,500株 上限400億円

第２回Ａ種優先株式 

上限40,000,000株 上限400億円

第３回Ａ種優先株式 

上限40,000,000株 上限400億円

 



(2）【その他】 

訴訟 

１ 訴訟に至った経緯と訴訟の内容 

 「ホテルシェレナPR棟増築工事（神戸市中央区元町通６丁目）」（以下「本件工事」という。）の工事代

金（中間金等）の支払いについて、株式会社フジタ（以下「フジタ」という。）から訴訟が提起され（以下

「本件訴訟」という。）、平成16年５月27日に一審判決が下された。 

 本件工事は、契約書上は発注者が株式会社メイヨー（以下「メイヨー」という。）、元請負人が当社、下

請負人がフジタであったが、契約締結の端緒から契約条件の決定、工事の施工等を通じ、ほぼ一貫してフジ

タが実質的な元請負人の立場にあり、当社は形式上の元請負人に過ぎなかった。 

 メイヨーは中間金の支払いを拒否したため、当社は、フジタに協力して回収に当たるべく、メイヨーを被

告として中間金等の請求訴訟を提起したが、上記の契約実態並びにフジタに本件工事の工期、工事内容等の

欠陥による責任があることを踏まえ、提訴に先立ち、「当社はフジタに対し、メイヨーからの回収金の中か

ら所定の計算式に基づいて算出される額の金員を支払うが、それを超えては支払わない」旨の覚書等をフジ

タと交わした。この訴訟は、当社の勝訴に終ったが、提訴後８年を経てメイヨーは支払能力を失い、回収が

見込めなくなっていた。 

 フジタは、当社が形式上の元請負人であることに乗じ、当社に対して未払い工事代金35億8321万4183円と

これに対する遅延損害金を請求して大阪地方裁判所に本件訴訟を提起した。 

２ 一審判決の内容 

 一審判決の内容は、「被告は、原告訴訟引受人に対し、35億8321万4183円並びに内金27億9600万円に対す

る平成３年６月１日から平成６年３月７日まで及び平成14年５月30日から支払済みまで年36.5％の割合によ

る金員、内金７億8721万4183円に対する平成14年５月30日から支払済みまで年６％の割合による金員を支払

え。」というものであった。 

３ 裁判の状況 

 これに対し、当社は直ちに大阪高等裁判所に控訴し、一審判決には、契約実態を踏まえた上記覚書等の解

釈につき重大な事実誤認と理由不備があるとの弁論を強力に行い、現在訴訟は係属中である。 

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） 

 ─────  ───── (3) 取得する相手方 

    第１回Ａ種優先株式 

 株式会社りそな銀行 

 株式会社みずほコーポレート 

 株式会社しんきん信託銀行 

 日本トラスティ・サービス信託銀行 

株式会社 

    第２回Ａ種優先株式 

 株式会社りそな銀行 

 日本トラスティ・サービス信託銀行 

株式会社 

 株式会社みずほコーポレート 

    第３回Ａ種優先株式 

 株式会社りそな銀行 

 中央三井信託銀行株式会社 

 株式会社みずほコーポレート 

    (4) 取得する時期 

    上記、１．(3)資本減少の効力発

生日から、平成18年６月開催予定の

定時株主総会終結のときまで。 



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   43,144 40,286 81,741   

受取手形   20,888 24,493 37,110   

完成工事未収入金   37,068 49,324 26,192   

不動産事業未収入金   1,762 1,505 3,698   

未成工事支出金   20,543 27,867 14,878   

販売用不動産   23,772 16,518 12,230   

不動産事業支出金   42,686 56,289 36,268   

繰延税金資産   8,176 9,117 9,117   

その他   12,349 13,988 14,637   

貸倒引当金   △90 △104 △156   

流動資産合計     210,297 46.0 239,282 52.9   235,716 51.8

Ⅱ固定資産         

１有形固定資産         

建物 ※１ 11,132 10,458 10,941   

土地   15,355 15,152 16,462   

その他 ※１ 1,170 1,104 1,122   

有形固定資産計   27,657 26,714 28,524   

２無形固定資産   110 536 68   

３投資その他の資産         

投資有価証券   36,614 52,863 46,374   

長期貸付金   26,266 26,747 26,670   

関係会社長期貸付金   221,547 142,782 159,640   

長期繰延税金資産   19,260 36,105 36,117   

その他   17,025 9,761 11,216   

貸倒引当金   △101,982 △82,570 △89,133   

投資その他の資産計   218,730 185,689 190,884   

固定資産合計     246,497 54.0 212,938 47.1   219,476 48.2

資産合計     456,794 100.0 452,220 100.0   455,192 100.0 

          

 



    
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
（％）

（負債の部）         

Ⅰ流動負債         

支払手形   41,561 50,765 52,872   

工事未払金   63,636 72,952 68,474   

不動産事業未払金   1,191 2,300 2,347   

短期借入金   8,300 15,000 ―   

１年以内返済予定の 
長期借入金 

  50,587 28,973 31,210   

未払法人税等 165 230 327   

未成工事受入金   25,921 39,211 25,846   

不動産事業受入金   928 5,468 4,290   

完成工事補償引当金   956 656 941   

賞与引当金   1,145 867 1,365   

その他   3,010 11,861 8,151   

流動負債合計     197,399 43.2 228,283 50.5   195,823 43.0

Ⅱ固定負債         

新株予約権付社債   10,000 ― ―   

長期借入金   199,393 142,193 152,098   

退職給付引当金 1,105 1,605 1,390   

土地買戻損失引当金   7,292 ― 4,222   

その他   1,630 858 878   

固定負債合計     219,420 48.0 144,657 32.0   158,589 34.9

負債合計     416,818 91.2 372,940 82.5   354,412 77.9

          

（資本の部）         

Ⅰ資本金     85,515 18.7 50,000 11.1   125,524 27.6

Ⅱ資本剰余金         

資本準備金   9,880 ― 49,870   

その他資本剰余金   19 12,816 19   

資本剰余金合計     9,899 2.2 12,816 2.8   49,890 11.0

Ⅲ利益剰余金         

中間未処分利益又は 
中間(当期)未処理損失(△) 

  △55,420 16,504 △74,598   

利益剰余金合計     △55,420 △12.1 16,504 3.6   △74,598 △16.5

Ⅳその他有価証券評価差額金     5 0.0 29 0.0   11 0.0

Ⅴ自己株式     △23 △0.0 △68 △0.0   △47 △0.0

資本合計     39,976 8.8 79,281 17.5   100,780 22.1

負債資本合計     456,794 100.0 452,220 100.0   455,192 100.0 

          



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 ※１ 154,901 164,717 341,481   

業務受託売上高   4,988 6,797 11,265   

設計監理売上高   3,971 4,999 8,616   

貸室営業収入   1,696 1,284 3,152   

不動産売上高   10,576 176,133 100.0 22,844 200,642 100.0 40,284 404,797 100.0 

Ⅱ売上原価         

完成工事原価   139,889 148,806 304,395   

業務受託売上原価   1,472 2,182 3,704   

設計監理売上原価   1,534 1,805 3,382   

貸室営業費用   1,704 1,064 3,146   

不動産売上原価   10,654 155,253 88.1 21,122 174,980 87.2 39,335 353,962 87.4

売上総利益         

完成工事総利益   15,011 15,910 37,086   

業務受託売上総利益   3,516 4,615 7,561   

設計監理売上総利益   2,438 3,194 5,235   

貸室営業総利益又は 
貸室営業総損失(△) 

  △8 221 5   

不動産売上総利益又は 
不動産売上総損失(△) 

  △78 20,880 11.9 1,722 25,662 12.8 948 50,835 12.6

Ⅲ販売費及び一般管理費     6,480 3.7 6,459 3.2   12,919 3.2

営業利益     14,400 8.2 19,203 9.6   37,916 9.4

Ⅳ営業外収益         

受取利息   695 327 1,385   

その他   444 1,140 0.6 1,204 1,531 0.7 549 1,934 0.4

Ⅴ営業外費用         

支払利息   3,127 2,471 6,702   

その他   383 3,510 2.0 337 2,808 1.4 1,035 7,737 1.9

経常利益     12,029 6.8 17,925 8.9   32,113 7.9

Ⅵ特別利益     4,625 2.6 544 0.3   7,345 1.8

Ⅶ特別損失 
※２
※３

  67,996 38.5 2,332 1.2   130,174 32.1

税引前中間純利益又は 
税引前中間(当期)純損失(△) 

    △51,341 △29.1 16,138 8.0   △90,715 △22.4

法人税、住民税及び事業税 ※５ 36 △366 △2,357   

法人税等調整額   ― 36 0.1 ― △366 △0.2 △17,803 △20,160 △5.0

中間純利益又は 
中間(当期)純損失(△) 

    △51,377 △29.2 16,504 8.2   △70,556 △17.4

前期繰越損失     4,043 24,708   4,043 

資本減少による欠損填補額     ― 24,708   ― 

中間未処分利益又は 
中間(当期)未処理損失(△) 

    △55,420 16,504   △74,598 

          



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 

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 

有価証券 

①子会社株式及び関連会社株式 

同左 

有価証券 

①子会社株式及び関連会社株式 

同左 

②その他有価証券 

(イ)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) 

②その他有価証券 

(イ)時価のあるもの 

同左 

②その他有価証券 

(イ)時価のあるもの 

 期末日の市場価格等に基づ

く時価法(評価差額は全部資

本直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算

定) 

(ロ)時価のないもの 

移動平均法による原価法 

(ロ)時価のないもの 

同左 

(ロ)時価のないもの 

同左 

デリバティブ 

時価法 

デリバティブ 

同左 

デリバティブ 

同左 

たな卸資産 

①未成工事支出金、販売用不動

産、不動産事業支出金 

個別法による原価法 

たな卸資産 

①未成工事支出金、販売用不動

産、不動産事業支出金 

同左 

たな卸資産 

①未成工事支出金、販売用不動

産、不動産事業支出金 

同左 

②材料 

移動平均法による低価法 

②材料 

同左 

②材料 

同左 

③貯蔵品 

個別法による原価法 

③貯蔵品 

同左 

③貯蔵品 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方

法 

有形固定資産 

 定率法(ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物(建物附

属設備を除く)については定額法)

によっている。 

有形固定資産 

同左 

有形固定資産 

同左 

無形固定資産 

 定額法によっている。 

無形固定資産 

同左 

無形固定資産 

同左 

３ 引当金の計上基準 貸倒引当金 

 売掛債権、その他これに準ずる

債権の貸倒による損失に備えるた

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。 

貸倒引当金 

同左 

貸倒引当金 

同左 

完成工事補償引当金 

 完成工事高として計上した工事

に係る瑕疵についてその引渡し後

において、自己の負担により無償

で補修すべき場合の費用支出に備

えるため、補修費用の見積額に基

づき計上している。 

完成工事補償引当金 

同左 

完成工事補償引当金 

同左 

賞与引当金 

 従業員に対する賞与の支給に充

てるため、支給見込額に基づき計

上している。 

賞与引当金 

同左 

賞与引当金 

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） 

 

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

上している。 

 会計基準変更時差異は、15年に

よる均等額を費用処理している。 

 数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間(13年)による定額法

により按分した額をそれぞれ発生

の翌事業年度から費用処理するこ

ととしている。 

退職給付引当金 

 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

上している。 

 会計基準変更時差異は、15年に

よる均等額を費用処理している。 

 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(15年)

による定額法により費用処理して

いる。 

 数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間(11年)による定額法

により按分した額をそれぞれ発生

の翌事業年度から費用処理するこ

ととしている。 

(追加情報) 

 当社は、平成17年７月31日に厚

生労働大臣から確定給付企業年金

法に基づく企業年金基金への移行

の認可(代行部分に係る過去分返

上の認可)を受け、退職給付制度

の改定を行った。これに伴い、過

去勤務債務が△4,112百万円（債

務の減額）発生している。 

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。 

 会計基準変更時差異は、15年に

よる均等額を費用処理している。 

 数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間(13年)による定額法

により按分した額をそれぞれ発生

の翌事業年度から費用処理するこ

ととしている。 

土地買戻損失引当金 

 財団法人民間都市開発推進機構

に売却した土地について、将来買

戻しによって発生すると見込まれ

る損失額を計上している。 

――――― 土地買戻損失引当金 

 財団法人民間都市開発推進機構

に売却した土地について、将来買

戻しによって発生すると見込まれ

る損失額を計上している。 

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 

５ ヘッジ会計の方法 ①へッジ会計の方法 

 金利スワップの特例処理によっ

ている。 

①へッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっている。 

①へッジ会計の方法 

 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して

いる金利スワップ等については当

該処理によっている。 

  

②へッジ手段とへッジ対象 

(イ)へッジ手段 

デリバティブ取引(金利ス

ワップ取引及び金利キャ

ップ取引) 

②ヘッジ手段とへッジ対象 

(イ)へッジ手段 

デリバティブ取引(金利キ

ャップ取引) 

②へッジ手段とへッジ対象 

(イ)へッジ手段 

デリバティブ取引（金利ス

ワップ取引及び金利キャッ

プ取引） 

  
(ロ)へッジ対象 

変動金利支払の借入金 

(ロ)へッジ対象 

同左 

(ロ)へッジ対象 

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） 

  

③へッジ方針 

 ヘッジの対象となる資産又は

負債を有するものに限り、これ

に係るリスクを回避し効率的に

管理する手段としてデリバティ

ブ取引を利用する方針であり、

資金調達における金利の急激な

変動が損益に与える影響を軽減

することを目的に行っている。 

③へッジ方針 

同左 

③へッジ方針 

同左 

  

④ヘッジ有効性評価の方法 

 へッジ手段とへッジ対象に関

する重要な条件が同一であり、

ヘッジ開始時及びその後も継続

して金利の変動による影響を相

殺または一定の範囲に限定する

効果が見込まれるため、ヘッジ

の有効性の判定は省略してい

る。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

④ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

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 

請負工事の収益計上基準 

 工期12ヶ月以上且つ請負金額５

億円以上の請負工事については工

事進行基準により、その他の請負

工事については、工事完成基準に

よっている。 

請負工事の収益計上基準 

同左 

請負工事の収益計上基準 

同左 

繰延資産の処理方法 

①社債発行費 

 支出時に全額費用として処理

している。 

――――― 繰延資産の処理方法 

①社債発行費 

 支出時に全額費用として処理

している。 

②新株発行費 

 支出時に全額費用として処理

している。 

 ②新株発行費 

 支出時に全額費用として処理

している。 

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処

理は税抜方式によっている。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 

連結納税制度の適用 

 連結納税制度を適用している。 

連結納税制度の適用 

同左 

連結納税制度の適用 

同左 

固定資産の減損に係る会計基準 

 固定資産の減損に係る会計基準

(「固定資産の減損に係る会計基

準の設定に関する意見書」(企業

会計審議会 平成14年８月９日))

及び「固定資産の減損に係る会計

基準の適用指針」(企業会計基準

適用指針第６号 平成15年10月31

日)が平成16年３月31日に終了す

る事業年度に係る財務諸表から適

用できることになったことに伴

い、当中間会計期間から同会計基

準及び同適用指針を適用してい

る。これにより税引前中間純損失

は14,313百万円増加している。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間財務諸表等規則

に基づき各資産の金額から直接控

除している。 

────── 固定資産の減損に係る会計基準 

 固定資産の減損に係る会計基準

(「固定資産の減損に係る会計基準

の設定に関する意見書」(企業会計

審議会 平成14年８月９日))及び

「固定資産の減損に係る会計基準

の適用指針」(企業会計基準適用指

針第６号 平成15年10月31日)が平

成16年３月31日に終了する事業年

度に係る財務諸表から適用できる

ことになったことに伴い、当事業

年度から同会計基準及び同適用指

針を適用している。これにより税

引前当期純損失は14,375百万円増

加している。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の財務諸表等規則に基

づき各資産の金額から直接控除し

ている。 



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） 

１ 「中期３ヶ年計画」について 

 当社は、平成11年５月21日に全

金融機関の同意を得てスタートし

た「長谷工グループ新再建計画」

の枠組みを堅持しつつ、グループ

全般にわたる事業の再編ならびに

再建計画期間の大幅な短縮を目的

として平成14年２月21日に「中期

３ヶ年計画」を策定し、現在、計

画の達成を最重要課題として取り

組んでいる。また、当該計画の遂

行にあたっては、国土交通省より

産業活力再生特別措置法第３条第

１項の規定に基づく「事業再構築

計画」の認定を受けている。 

 当中間期においては当該計画は

順調に推移していることから財務

体質の健全化を促進するために

「固定資産の減損に係る会計基

準」を早期適用するとともに既存

の借入金については７年間の約定

返済契約を締結し、「新再建計

画」に基づく金融機関との間の財

務支援に関する協定を発展的に解

消した。 

 ───── １ 「中期３ヶ年計画」について 

 当社は、平成11年５月21日に全

金融機関の同意を得てスタートし

た「長谷工グループ新再建計画」

の枠組みを堅持しつつ、グループ

全般にわたる事業の再編ならびに

再建計画期間の大幅な短縮を目的

として平成14年２月21日に「中期

３ヶ年計画」を策定し、計画の達

成を最重要課題として取り組んで

きた。 

 当期においても計画は順調に推

移し、計画の目的である収益拡大

ならびに有利子負債の削減につい

ては計画を上回る実績を上げ、

「中期３ヵ年計画」は終了した。 

 なお、当期においては「固定資

産の減損に係る会計基準」を早期

適用するとともに、不動産事業に

ついて全面的な見直しを行い、事

業計画の選別や基準の厳格化など

を行った結果、財務体質が健全化

された。加えて、既存の借入金に

ついては７年間の約定返済契約を

締結し、「新再建計画」に基づく

金融機関との間の財務支援に関す

る協定を発展的に解消した。 



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 有形固定資産の減価償却累計額は、

9,383百万円である。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、 

9,627百万円である。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、 

9,547百万円である。 

２ 偶発債務(保証債務等) 

(1) 保証債務 

 下記のとおり債務保証を行ってい

る。 

２ 偶発債務(保証債務等) 

(1) 保証債務 

 下記のとおり債務保証を行ってい

る。 

２ 偶発債務（保証債務等） 

(1) 保証債務 

 下記のとおり債務保証を行ってい

る。 

  (信用保証会社に対する

手付金等返済保証債務) 

百万円

  近藤産業㈱ 532

  ㈱日本エスコン 255

  ㈱日商エステム 172

  その他３件 131

  (保証金返還債務)  

(※) ㈱センチュリーライフ 1,481

  計 2,572

(※) 関係会社分   

  (信用保証会社に対する

手付金等返済保証債務) 

百万円

  ㈱日商エステム 333

  ㈱ホームズ  202

  ㈱タカラレーベン  159

  マツヤハウジング㈱  124

  近藤産業㈱  107

  その他４件 207

  (保証金返還債務)  

(※) ㈱センチュリーライフ  1,588

  計 2,718

(※) 関係会社分  

  (信用保証会社に対する

手付金等返済保証債務) 

百万円

 

  近藤産業㈱ 166

  ㈱ホームズ 113

  ㈱タカラレーベン 101

  その他５件 143

  (保証金返還債務)  

(※)㈱センチュリーライフ 1,581

  計 2,104

(※)関係会社分  

(2) 保証予約 

 下記のとおり保証予約を行ってい

る。 

(2) 保証予約 

 下記のとおり保証予約を行ってい

る。 

(2) 保証予約 

 下記のとおり保証予約を行ってい

る。 

  (保証金等返還債務) 百万円

(※) 
㈱ブライトンコーポレー

ション 
1,037

(※) 関係会社分  

  (保証金等返還債務) 百万円

(※) 
㈱ブライトンコーポレー

ション 
1,037

(※) 関係会社分  

  (保証金等返還債務) 百万円

(※)
㈱ブライトンコーポレー

ション 
1,037

(※)関係会社分  

３ 受取手形裏書譲渡高 

20百万円 

３ 受取手形裏書譲渡高 

368百万円 

３ 受取手形裏書譲渡高 

620百万円 

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、金額的重要性が乏しいため、流

動資産の「その他」に含めて表示してい

る。 

４ 消費税等の取扱い 

同左 

４     ――――― 

５     ――――― ５ 当社は、運転資金の安定的かつ機動的

な調達を行うため、取引金融機関３行の

協調融資方式によるコミットメントライ

ン契約を締結している。 

  この契約に基づく当中間会計期間末の

借入未実行残高は次のとおりである。 

  百万円

コミットメントライン 
契約の総額 

45,000

借入実行残高 15,000

差引額 30,000

５     ――――― 



（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 工事進行基準による完成工事高 

133,266百万円 

※１ 工事進行基準による完成工事高 

150,980百万円 

※１ 工事進行基準による完成工事高 

283,621百万円 

※２ 特別損失の主な内訳は次のとおりであ

る。 

※２ 特別損失の主な内訳は次のとおりであ

る。 

※２ 特別損失の主な内訳は次のとおりであ

る。 

  百万円

減損損失(※３) 14,313

子会社株式評価損 18,700

貸倒引当金繰入額 27,304

  百万円

減損損失(※３) 1,700

  百万円

減損損失(※３) 14,375

販売用不動産等評価損 24,900

関係会社株式評価損 19,246

貸倒引当金繰入額 60,396

※３ 減損損失 

 当中間会計期間において当社は以下の

資産について減損損失を認識した。 

※３ 減損損失 

 当中間会計期間において当社は以下の

資産について減損損失を認識した。 

※３ 減損損失 

 当事業年度において当社は以下の資産

について減損損失を認識した。 

 減損損失を認識した賃貸事業用不動産

及び遊休資産については、それぞれ個別

の物件毎にグルーピングしている。近年

の不動産価格の下落、賃料相場の低迷等

により、上記の資産の帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額を減損損

失(14,313百万円)として特別損失に計上

した。その内訳は、建物2,551百万円、

構築物０百万円、工具器具・備品1,371

百万円、土地10,391百万円である。 

 なお、当該資産の回収可能価額は正味

売却価額(不動産については不動産鑑定

評価基準に基づく鑑定評価額等から処分

費用見込額を控除した額、不動産以外の

ものについては取引事例等より算定した

価額)と使用価値(割引率5.0％)のいずれ

か高い金額を採用している。 

用途 種類 場所 件数 

賃貸事業用
不動産 

土地及び 
建物等 

東京都 
港区 他 

12件 

遊休資産 
工具器具 
・備品 

東京都 
港区 他 

１件 
 減損損失を認識した賃貸事業用不動産

については、個別の物件毎にグルーピン

グしている。近年の不動産価格の下落、

賃料相場の低迷等により、上記の資産の

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(1,700百万円)とし

て特別損失に計上した。その内訳は、建

物232百万円、土地1,468百万円である。 

 なお、当該資産の回収可能価額は正味

売却価額(不動産については不動産鑑定

評価基準に基づく鑑定評価額等から処分

費用見込額を控除した額、不動産以外の

ものについては取引事例等より算定した

価額)と使用価値(割引率5.0％)のいずれ

か高い金額を採用している。 

用途 種類 場所 件数 

賃貸事業用
不動産 

土地及び 
建物等 

大阪市 
中央区  

1件 

 減損損失を認識した賃貸事業用不動産

及び遊休資産については、それぞれ個別

の物件毎にグルーピングしている。近年

の不動産価格の下落、賃料相場の低迷等

により、上記の資産の帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額を減損損

失(14,375百万円)として特別損失に計上

した。その内訳は、建物2,566百万円、

構築物１百万円、工具器具・備品1,372

百万円、土地10,391百万円及び借地権46

百万円である。 

 なお、当該資産の回収可能価額は正味

売却価額(不動産については不動産鑑定

評価基準に基づく鑑定評価額等から処分

費用見込額を控除した額、不動産以外の

ものについては取引事例等より算定した

価額)と使用価値(割引率5.0％)のいずれ

か高い金額を採用している。 

用途 種類 場所 件数 

賃貸事業用
不動産 

土地及び 
建物等 

東京都 
港区 他 

12件 

遊休資産 
工具器具 
・備品 

東京都 
港区 他 

2件 

 ４ 減価償却実施額  ４ 減価償却実施額  ４ 減価償却実施額 

有形固定資産 374百万円

無形固定資産 2百万円

有形固定資産 338百万円

無形固定資産 3百万円

有形固定資産 756百万円

無形固定資産 6百万円

※５ 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、住民税及び事業税」に含めて表示し

ている。 

※５ (追加情報) 

 中間会計期間における税金費用につい

ては、従来簡便法により計算していた

が、より合理的かつ正確に計算するた

め、当中間会計期間から原則法に変更し

ている。この変更による影響は軽微であ

る。 

 ５     ――――― 



（リース取引関係） 

（有価証券関係） 

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)及び前事業年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日)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(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) 

機械・ 

運搬具 
84 46 38 

工具器具  

・備品 
480 228 252 

合計 564 274 290 

  

取得価格 

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・ 

運搬具 
89 51 38

工具器具 

・備品 
608 187 421

無形固定

資産 
11 1 10

合計 708 239 469

  

取得価格 

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 
85 41 44

工具器具 

・備品 
518 239 280

合計 603 279 324

   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(期末)残高相

当額 

１年内 127百万円

１年超 163 

計 290 

１年内 191百万円

１年超 278 

計 469 

１年内 137百万円

１年超 187 

計 324 

   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 79百万円

減価償却費相当額 79百万円

支払リース料 92百万円

減価償却費相当額 92百万円

支払リース料 163百万円

減価償却費相当額 163百万円

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。 

同左 同左 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間純利益又は中間(当期)純損失および潜在株式調整後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 △251.03円 △54.87円 △240.82円 

１株当たり中間純利益又は 

中間(当期)純損失(△) 
△155.24円 26.40円 △178.85円 

潜在株式調整後 

１株当たり中間(当期)純利益 

１株当たり中間純損失が

計上されているため記載

していない。 

7.06円 

１株当たり当期純損失が

計上されているため記載

していない。 

    

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) 

１株当たり中間純利益又は 

中間(当期)純損失 
      

中間純利益又は中間

(当期)純損失(△) 
(百万円) △51,377 16,504 △70,556 

普通株主に帰属しな

い金額 
(百万円) ― ― ― 

普通株式に係る中間

純利益又は中間 

(当期)純損失(△) 

(百万円) △51,377 16,504 △70,556 

普通株式の期中平均

株式数 
(千株) 330,945 625,070 394,489 

          

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) ― ― ― 

普通株式増加数 (千株)   1,711,329   

内訳（第１回Ａ種優先株式） ――――― (261,107) ――――― 

（第２回Ａ種優先株式）   (277,777)   

（第３回Ａ種優先株式）   (274,741)   

（第４回Ａ種優先株式）   (541,666)   

（第５回Ａ種優先株式）   (165,357)   

（第１回Ｂ種優先株式）   (190,677)   

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 

第１回Ａ種優先株式 

潜在株式数 261,107千株 

第２回Ａ種優先株式 

潜在株式数 277,777千株 

第３回Ａ種優先株式 

潜在株式数 277,777千株 

第４回Ａ種優先株式 

潜在株式数 541,666千株 

第１回Ｂ種優先株式 

潜在株式数 120,643千株 

第１回無担保転換社債型

新株予約権付社債 

潜在株式数 36,730千株 

――――― 第１回Ａ種優先株式 

潜在株式数 261,107千株 

第２回Ａ種優先株式 

潜在株式数 277,777千株 

第３回Ａ種優先株式 

潜在株式数 277,777千株 

第４回Ａ種優先株式 

潜在株式数 541,666千株 

第５回Ａ種優先株式 

潜在株式数  16,999千株 

第１回Ｂ種優先株式 

潜在株式数 120,643千株 

第１回無担保転換社債型

新株予約権付社債 

潜在株式数  21,079千株 



（重要な後発事象） 

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） 

 当社が平成16年７月20日に発行し

た第１回無担保転換社債型新株予約

権付社債(総額300億円)につき、平成

16年10月６日から平成16年10月25日

までの間に、新株予約権の権利行使

がなされた。その内容は以下のとお

りである。 

(1) 新株予約権付社債の減少額 

10,000百万円 

(2) 資本金の増加額 

5,009百万円 

(3) 資本準備金の増加額 

4,991百万円 

(4) 増加した株式の種類及び株数 

普通株式 52,599,152株 

─────  当社は、平成17年５月26日開催の取

締役会決議に基づき、「新中期経営計

画（平成18年３月期～平成20年３月

期）」における財務戦略、資本政策の

具現化に向けて以下の施策を平成17年

６月29日開催の第88期定時株主総会の

議案に上程し、承認可決された。 

１．資本の減少について 

(1) 目的 

平成17年３月期決算における資本

の欠損の解消を図るとともに、資本

構成の再構築に備えるため。 

(2) 資本減少の方法及び減少する資本

の額 

資本金125,524,207,207円のうち、

75,524,207,207円を発行済株式総数

の変更は行わず、無償で減少し

50,000,000,000円とする。 

(3) 予定 

平成17年８月１日 債権者異議申述

最終期日 

平成17年８月２日 資本減少の効力

発生日      

    ２．自己株式(優先株式)の取得枠設定

(商法第210条)について 

    (1) 理由 

「新中期経営計画」に基づく資本

構成の再構築を目的として、債務株

式化により発行した優先株式への対

応を機動的に行うため。 

    (2) 取得枠の内容 

取得する株式の種類、総数および

取得価格の総額 

    

    合算上限400億円 

第１回Ａ種優先株式 

上限37,599,500株 上限400億円

第２回Ａ種優先株式 

上限40,000,000株 上限400億円

第３回Ａ種優先株式 

上限40,000,000株 上限400億円

 



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） 

───── ───── (3) 取得する相手方 

    第１回Ａ種優先株式 

 株式会社りそな銀行 

 株式会社みずほコーポレート 

 株式会社しんきん信託銀行 

 日本トラスティ・サービス信託銀行 

株式会社 

    第２回Ａ種優先株式 

 株式会社りそな銀行 

 日本トラスティ・サービス信託銀行 

株式会社 

 株式会社みずほコーポレート 

    第３回Ａ種優先株式 

 株式会社りそな銀行 

 中央三井信託銀行株式会社 

 株式会社みずほコーポレート 

    (4) 取得する時期 

    上記、１．(3)資本減少の効力発

生日から、平成18年６月開催予定の

定時株主総会終結のときまで。 



(2）【その他】 

訴訟 

 「第５ 経理の状況 １ 中間連結財務諸表等 (2) その他」に記載している。 



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。 

(1) 有価証券報告書 

及びその添付書類 

事業年度 

（第88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29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】 

 該当事項はない。 



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成16年12月3日

株式会社 長谷工コーポレーション 

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」に掲げられている株式会社長谷工コー

ポレーションの平成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、株式会社長谷工コーポレーション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。 

  

追記情報 

 １．中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項に記載されているとおり、会社は当中間連結会計期間より、固定資産の

減損会計基準を適用して中間連結財務諸表を作成している。 

 ２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は当中間連結会計期間末日以後、新株予約権の権利行使による新株発行を行っ

た旨の記載がある。 

  

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 

  

 （※）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。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 川 田 増 三 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 中 井 義 己 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 新 田   誠 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年１２月８日

株 式 会 社 長 谷 工 コ ー ポ レ ー シ ョ ン 

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」に掲げられている株式会社長谷工コー

ポレーションの平成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、株式会社長谷工コーポレーション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。 

  

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 

  

 （※）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。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 中 井 義 己 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 新 田   誠 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 伊 藤 恭 治 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成16年12月3日

株式会社 長谷工コーポレーション 

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」に掲げられている株式会社長谷工コー

ポレーションの平成16年4月1日から平成17年3月31日までの第88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、株式会

社長谷工コーポレーションの平成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。 

  

追記情報 

 １．中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項に記載されているとおり、会社は当中間会計期間より、固定資産の減損会計

基準を適用して中間財務諸表を作成している。 

 ２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は当中間会計期間末日以後、新株予約権の権利行使による新株発行を行った旨

の記載がある。 

  

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 

  

 （※）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。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 川 田 増 三 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 中 井 義 己 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 新 田   誠 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年１２月８日

株 式 会 社 長 谷 工 コ ー ポ レ ー シ ョ ン 

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」に掲げられている株式会社長谷工コー

ポレーションの平成17年4月1日から平成18年3月31日までの第89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、株式会

社長谷工コーポレーションの平成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。 

  

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 

  

 （※）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。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 中 井 義 己 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 新 田   誠 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 伊 藤 恭 治 
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