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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】

連結経営指標等

　

回次
第59期

前第２四半期
連結累計期間

第60期
当第２四半期
連結累計期間

第59期
前第２四半期
連結会計期間

第60期
当第２四半期
連結会計期間

第59期

会計期間
自平成20年４月１日

至平成20年９月30日

自平成21年４月１日

至平成21年９月30日

自平成20年７月１日

至平成20年９月30日

自平成21年７月１日

至平成21年９月30日

自平成20年４月１日

至平成21年３月31日

売上高 (百万円) 184,191 157,015 117,242 84,668 398,485

経常利益(△損失) (百万円) △496 △31 3,554 1,383 7,073

四半期(当期)純利益
(△損失)

(百万円) △1,904 △153 407 1,691 △3,336

純資産額 (百万円) ― ― 52,163 53,780 53,827

総資産額 (百万円) ― ― 358,531 315,028 339,587

１株当たり純資産額 (円) ― ― 212.29 218.12 212.43

１株当たり四半期
(当期)純利益
(△損失)

(円) △7.75 △0.63 1.66 6.88 △13.58

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) ― ― 14.5 17.0 15.4

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △9,278 △5,404 ― ― 23,924

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △7,023 3,764 ― ― △10,606

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 21,381 4,885 ― ― △7,420

現金及び現金同等物
の四半期末(期末)
残高

(百万円) ― ― 37,873 42,072 38,336

従業員数 (名) ― ― 3,440 3,395 3,335

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

ない。

２  売上高には、消費税等は含まれていない。

３ 「潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益」は、第59期については潜在株式がなく、また、当期純損失

のため、第59期第２四半期連結累計期間及び第60期第２四半期連結累計期間については潜在株式がなく、ま

た、四半期純損失のため、第59期第２四半期連結会計期間及び第60期第２四半期連結会計期間については潜在

株式がないため記載していない。 
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２ 【事業の内容】

当社グループは、当社、子会社26社及び関連会社５社で構成され、建設事業、開発事業及びこれらに関連す

る建設資材の販売、機器リース及び造船事業等の事業活動を展開している。

当第２四半期連結会計期間において、当社グループが営む事業の内容について重要な変更はない。また、

主要な関係会社に異動はない。

　

３ 【関係会社の状況】

当第２四半期連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の持分法適用関連会社となった。

会社名 住所
資本金
(百万円)

主要な事業の内容
議決権の所有割合
(うち間接所有)

(％)
関係内容

中央マリン産業株式会社 東京都中央区 15 その他 33.33
当社に対して建設
機械等の賃貸をし

ている。

(注)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。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成21年９月30日現在

従業員数(名) 3,395

(注)  従業員数は就業人員数である。

　

(2) 提出会社の状況

平成21年９月30日現在

従業員数(名) 2,781

(注)  従業員数は就業人員数である。

　

　

EDINET提出書類

五洋建設株式会社(E00086)

四半期報告書

 3/42



第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 受注実績

　

区分

前第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日)

(百万円)

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

(百万円)

建設事業 53,925 75,700（40.4％増）

　

(2) 売上実績

　

区分

前第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日)

(百万円)

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

(百万円)

建設事業 112,576 81,398（27.7％減）

開発事業 431 537（24.5％増）

その他の事業 4,233 2,732（35.5％減）

合計 117,242 84,668（27.8％減）

(注) １　開発事業及びその他の事業の受注実績については、当社グループ各社における受注の定義が異なり、また、金額

も僅少であるため、建設事業のみ記載している。

２　当社グループ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　受注実績、売上実績については、セグメント間の取引を相殺消去して記載している。
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なお、参考のため提出会社個別の事業の状況は次のとおりである。

提出会社における受注高及び売上高の状況

①　受注高、売上高及び繰越高

　

期別 種類別
期首

繰越工事高
(百万円)

期中
受注工事高
(百万円)

計
(百万円)

期中
完成工事高
(百万円)

期末
繰越工事高
(百万円)

前第２四半期累計期間
(自平成20年４月１日
至平成20年９月30日)

建設事業

土木
(283,684)
287,052

75,860 362,913 95,695 267,217

建築
(190,685)
191,908

67,945 259,854 72,085 187,768

計
(474,370)
478,960

143,806 622,767 167,781 454,985

開発事業等 ― 1,502 1,502 610 892

合計
(474,370)
478,960

145,309 624,270 168,392 455,878

当第２四半期累計期間
(自平成21年４月１日
至平成21年９月30日)

建設事業

土木
(262,342)
263,862

79,516 343,379 90,504 252,875

建築
(143,116)
142,915

50,264 193,180 53,156 140,023

計
(405,458)
406,778

129,780 536,559 143,660 392,898

開発事業等 582 346 929 770 158

合計
（406,041)
407,361

130,127 537,488 144,431 393,057

前事業年度
(自平成20年４月１日
至平成21年３月31日)

建設事業

土木
(283,684)
269,208

194,839 464,047 201,705 262,342

建築
(190,685)
185,557

121,211 306,769 163,652 143,116

計
(474,370)
454,765

316,051 770,817 365,358 405,458

開発事業等 ― 1,777 1,777 1,195 582

合計
(474,370)
454,765

317,829 772,594 366,553 406,041

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

減額を含む。

したがって期中完成工事高にもかかる増減額が含まれる。

２　期首繰越工事高の上段(　)内表示額は前事業年度における期末繰越工事高を表わし、下段表示額は、当該第２四

半期累計期間(事業年度)の外国為替相場が変動したため海外繰越工事高を修正したものである。

３　期中受注工事高のうち海外工事の割合は、前第２四半期累計期間32.1％、当第２四半期累計期間23.2％であり、

主なものは次のとおりである。

前第２四半期 
累計期間

ExxonMobil Chemical Asia
Pacific

エクソンモービル
パラレルトレイン工事

（シンガポール）

　 Vocational Training
Council

チュンカンオー職業訓練学校新築
工事

（香　　 　港）

　

当第２四半期 
累計期間

JURONG TOWN CORPORATION インターナショナルクルーズター
ミナル建設工事 

（シンガポール）

　 ベトナム政府 カイメップ・チーバイ国際港湾計
画 パッケージ゛3：航路浚渫工事 

（ベ ト ナ ム）
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②　完成工事高

　

期別 区分
国内 海外 計

(Ｂ)
(百万円)官公庁

(百万円)
民間
(百万円)

(Ａ)
(百万円)

(Ａ)/(Ｂ)
(％)

前第２四半期会計期間
(自 平成20年７月１日
至 平成20年９月30日)

土木工事 25,629 15,348 19,825 32.6 60,802

建築工事 1,857 37,661 6,331 13.8 45,850

計 27,487 53,010 26,156 24.5 106,653

当第２四半期会計期間
(自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日)

 

土木工事 23,706 11,114 12,545 26.5 47,366

建築工事 4,593 18,419 7,030 23.4 30,043

計 28,299 29,534 19,576 25.3 77,409

(注) １　海外完成工事高の地域別割合は、次のとおりである。

　

地域 前第２四半期会計期間(％) 当第２四半期会計期間(％)

東南アジア 84.7 　95.2

その他 15.3 　4.8

計 100 100

２　完成工事のうち主なものは、次のとおりである。

前第２四半期会計期間完成工事のうち主なもの

国土交通省 熊本３号新佐敷トンネル新設１期工事

㈱ゴールドクレスト （仮称）東大井１丁目計画新築工事

JURONG TOWN CORPORATIONジュロンアイランド第３期３Ｂ埋立工事

当第２四半期会計期間完成工事のうち主なもの

東日本高速道路㈱ 日本海東北自動車道　小波渡トンネル工事 

㈱上組 (仮称)株式会社上組仙台港物流センター新築工事 

SP-PSA International Port Co Ltd.SP-PSAチーバイ国際多目的バース建設工事 

３　完成工事高総額に対する割合が100分の10以上の相手先別の完成工事高及びその割合は、次のとおりである。

前第２四半期会計期間 国土交通省 16,450百万円 15.4％
　

当第２四半期会計期間 国土交通省 12,441百万円 16.1％
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③　繰越工事高（平成21年９月30日現在)

　

区分

国内(百万円)
海外
(百万円)

計
(百万円)

官公庁 民間

土木工事 88,775 28,535 135,563 252,875

建築工事 21,550 99,166 19,306 140,023

計 110,326 127,702 154,870 392,898

繰越工事のうち主なものは、次のとおりである。

国土交通省 東京国際空港Ｄ滑走路建設外工事 平成22年８月完成予定

東急不動産㈱・名鉄不動産㈱・
東京建物㈱・安田不動産㈱

（仮称）福島四丁目計画新築工事 平成23年２月完成予定

JURONG TOWN CORPORATIONジュロンアイランド第4期・
チュアスビュー埋立拡張工事

平成24年３月完成予定
 

シンガポール政府 パシルパンジャン港湾開発工事
（ターミナル３,４期工事）

平成25年４月完成予定
 

　

２ 【事業等のリスク】

前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクに加え、当第２四半期連結会計期間において新

たに発生した事業等のリスクは以下のとおりである。

なお、文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものであ

る。

(1) 市場のリスク

財政面からの制約による公共投資の減少や、国内外の景気後退による民間設備投資の減少等により、建設

投資が想定を超えて大幅に減少した場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性がある。 

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はない。

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　

(1) 業績の状況

　当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、一部で持ち直しの動きが見られてはいるが、昨年来

の世界経済の減速の影響により企業収益の減少傾向が続くなど、いまだ先行き不透明な状況にある。建設

業界においても、公共投資については大型補正予算の一部執行停止の動きや、設備投資・住宅建設の大幅

な減少に伴う民間建設受注の減少などにより、依然厳しい経営環境が続いている。 一方、海外の建設市場

については、当社グループが得意とする東南アジア地域における応札案件は旺盛な状況にあるなど、前四

半期連結会計期間から引き続き好調に推移した。

  このような状況のもと、当社グループの当第２四半期連結会計期間における業績は、売上高は84,668百

万円となり、前年同四半期と比べ32,573百万円（△27.8％）の減少となった。利益については、営業利益

が2,316百万円となり、前年同四半期と比べ2,928百万円（△55.8％）の減少、経常利益は1,383百万円と

なり、前年同四半期と比べ2,170百万円（△61.1％）の減少となったが、四半期純利益は1,691百万円とな

り、前年同四半期と比べ1,283百万円（315.2％）の増加となった。また、当第２四半期連結累計期間にお

ける業績は、売上高は157,015百万円となり、前年同四半期と比べ27,175百万円（△14.8％）の減少と

なった。利益については、営業利益は1,525百万円となり、前年同四半期と比べ174百万円（△10.2％）減
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少したものの、経常損失は31百万円（前年同四半期は496百万円の経常損失）、四半期純損失は153百万円

（前年同四半期は1,904百万円の四半期純損失）と改善した。

  (注)「４　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析　(1）業績の状況」における各事

項の記載金額については、消費税抜きで表示している。

　

  事業の種類別セグメント及び所在地別セグメントの業績は次の通りである。(事業の種類別セグメント

ごとの業績については、セグメント間の内部売上高又は振替高を含めて記載している。)

　

①事業の種類別セグメント

(建 設 事 業)

  当社グループの主たる事業分野である建設事業においては、完成工事高は81,405百万円となり、前年

同四半期と比べ31,181百万円（△27.7％）の減少となった。また、営業利益は2,629百万円となり、前年

同四半期と比べ2,413百万円（△47.9％）の減少となった。

　なお、建設事業の特徴として、工事の完成引渡しが主に第４四半期に集中することから、第３四半期ま

での各四半期の売上高が通期に比し、低くなる傾向がある。

(開 発 事 業)

  開発事業においては、売上高は606百万円となり、前年同四半期と比べ106百万円（21.2％）の増加と

なったものの、574百万円の営業損失（前年同四半期は146百万円の営業損失）となった。

(その他の事業)

  造船事業及び建設資材の販売・機器リース並びに船舶の賃貸事業等を主な内容とするその他の事業

においては、売上高は5,369百万円となり、前年同四半期と比べ943百万円（△14.9％）の減少となった。

また、営業利益は263百万円となり、前年同四半期と比べ87百万円（△24.8％）の減少となった。

　

②所在地別セグメント

（ 日　　  本 ）

  日本国内における売上高は65,091百万円となり、前年同四半期と比べ25,688百万円（△28.3％）の減

少となった。また、営業利益は1,467百万円となり、前年同四半期と比べ1,998百万円（△57.7％）の減少

となった。

（ 東南アジア ）

  主要活動拠点であるシンガポール、香港等を中心とした東南アジアでの売上高は18,647百万円となり、前

年同四半期と比べ3,825百万円（△17.0％）の減少となった。また、営業利益は784百万円となり、前年同四

半期と比べ359百万円（△31.4％）の減少となった。

（その他の地域）

  ミクロネシアなどのその他の地域での売上高は929百万円となり、前年同四半期と比べ3,059百万円（△

76.7％）の減少となった。また、営業利益は63百万円となり、前年同四半期と比べ568百万円（△90.0％）

の減少となった。

　

(2) キャッシュ・フローの状況

  営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益634百万円（前年同四半期は1,454

百万円の利益）となったものの、売上債権が6,710百万円増加したこと等により、6,457百万円の支出超過

（前年同四半期は20,418百万円の支出超過）となった。

  投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入等により、4,272百万円の収入
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超過（前年同四半期は1,439百万円の支出超過）となった。

  財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の増加等により、4,294百万円の収入超過（前年同四半

期は25,292百万円の収入超過）となった。

  これらにより、当第２四半期連結会計期間末における連結ベースの「現金及び現金同等物」は第１四

半期連結会計期間末と比べ、2,398百万円増加して、42,072百万円となった。

　

(3) 財政状態の分析

 　当社グループの総資産は、前連結会計年度末に比べ24,558百万円減少し、315,028百万円となった。これは

完成工事未収入金等の回収により減少したものである。負債については、工事未払金の減少等により、前

連結会計年度末に比べ24,511百万円減少し261,248百万円となった。また純資産については、四半期純損

失となったものの、その他有価証券評価差額金の増加等により、前連結会計年度末と比べ46百万円の減少

に止まり、53,780百万円となった。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

 　 当第２四半期連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更

および新たに生じた課題はない。

  なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針を定めており、その内

容は次の通りである。

　

（買収防衛策について）

　当社は、平成19年5月8日開催の取締役会において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在

り方に関する基本方針を決定しております。

　

Ⅰ．当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

  上場会社である当社の株式は、株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、当社の株式

に対する大規模買付提案又はこれに類似する行為があった場合においても、一概に否定するものでは

なく、最終的には株主の皆様の意思により判断されるべきであると考えております。

　しかしながら、近年、わが国の資本市場においては、対象となる企業の経営陣の賛同を得ることなく、

一方的に大規模買付行為又はこれに類似する行為を強行する動きが顕在化しております。

　当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、経営の基本理念、企業価値のさま

ざまな源泉、ならびに当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひ

いては株主共同の利益を中長期的に確保、向上させる者でなければならないと考えております。従いま

して、企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大規模買付提案又はこれに

類似する行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考え

ます。

　そのため、当社は、万一、当社の支配権の移転を伴う大量買付を意図する者が現れた場合は、買付者に

買付の条件ならびに買収した場合の経営方針、事業計画等に関する十分な情報を提供させ、当社の取締

役会や株主がその内容を検討し、あるいは当社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間を確

保することが、最終判断者である株主の皆様に対する当社取締役会の責務であると考えております。

　

Ⅱ．基本方針の実現に資する取り組み

１．「中期経営計画」等による企業価値向上への取り組み
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　平成20年度を初年度とする新しい３カ年中期経営計画は、厳しい経営環境を乗り越えて、自ら力強

く「前進する」という経営の意思を込めて「Advance 21」と名付けました。事業環境の変化をチャ

ンスと捉え、緩やかな事業量の拡大を図るとともに、技術立社と現場力の強化を推進することによ

り、名実ともに臨海部ナンバーワン企業として技術競争時代を勝ち抜く所存です。 

２．「コーポレート・ガバナンス(企業統治)の強化」による企業価値向上の取り組み

  当社は、会社の永続的な成長・発展のため、コーポレート・ガバナンスの充実を重要な経営課題と

位置付けています。そのため経営における意思決定の迅速化、透明性の向上、公正性の確保を目指し

た経営体制を構築するとともに、取締役及び取締役会がリスク管理の徹底及び法令等の遵守、業務の

適正かつ効率的な遂行を確保するため、実効ある内部統制システムの構築に取り組んでいます。すな

わち、会社法に基づき全社の内部統制システムに関する基本方針を定め、年度毎に評価・見直しを行

うとともに、財務報告に係わる内部統制についても金融商品取引法に基づき2008年度からの運用に

向けてシステムの構築を進めています。

　当社の経営体制としては、取締役の人数を少数化し、取締役会の活性化ならびに意思決定の迅速化

を図るとともに、業務執行の責任を明確にするため執行役員制度を導入しています。併せて、公正で

透明性の高い経営を行うため、社外取締役1名を選任しています。取締役会は原則月2回の開催とし、

経営方針、法律で定められた事項、その他会社規則で定めた重要事項について活発な討議の上、意思

決定を行っております。なお、取締役、執行役員の報酬は、その責任を明確にするため、業績と報酬が

連動する役員業績評価制度を導入しております。

  当社は監査役制度を採用しており、そのうち3名が社外監査役です。監査役は取締役会に常時出席

しているほか、執行役員会議をはじめとした社内の重要会議にも積極的に参加しており、取締役の職

務執行を充分に監視する体制を整えております。

　内部監査につきまして、担当する総合監査部は監査役会と連携を取り、当社各部門及びグループ会

社の業務執行状況を監査しております。

　会計監査につきまして、当社は会計監査人として新日本有限責任監査法人と監査契約を締結してお

り、監査役会、総合監査部、会計監査人は、定期的に監査計画、監査結果の情報交換等により連携し監

査の実効性を高めております。

  当社は、CSRを重視した経営理念、中期ビジョンを実現するため、社長直轄組織として、CSR委員会お

よびCSR推進室を設置しています。また、当社のコンプライアンス方針や体制、指針等をまとめたコン

プライアンスハンドブックの作成、社内イントラネット上でのデータベースの構築等を実施すると

ともに、社内担当者および社外の弁護士を窓口とする内部通報・相談窓口を設置し、不法行為等の早

期発見を図り、企業不祥事を未然に防止する体制を整えております。

Ⅲ．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防

止するための取り組み

１．大規模買付ルール導入の目的

  最終的に、大規模買付行為を受け入れるかどうかは株主の皆様の判断によるべきものであります

が、当社の事業基盤の状況を考えますと、大規模買付行為が行われようとする場合には、株主の皆様

とステークホルダーに対して、当社からはもとより大規模買付者からも充分な判断材料が提示され

るとともに、熟慮のための充分な時間が確保されるべきものと考えます。

　このような考え方のもとで、当社は、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業

の方針の決定が支配されることを防止するための取り組みの一環として、本プランを導入すること

を決定いたしました。

２．大規模買付ルールの概要
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  当社が設定する大規模買付ルールとは、①事前に大規模買付者が取締役会に対して必要かつ十分

な情報を提供し、②取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始する、とい

うものです。

３ ．大規模買付行為がなされた場合の対応策

　（1）大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合

  大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、取締役会は、仮に当該大規模買付行為に反

対であったとしても、当該買付提案についての反対意見を表明したり、代替案を提示することによ

り、株主の皆様を説得するに留め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりません。

大規模買付者の買付提案に応じるか否かは、株主の皆様において、当該買付提案及び当社が提示する

当該買付提案に対する意見、代替案等をご考慮の上、ご判断いただくことになります。

　但し、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が会社に回復し難

い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合

には、取締役の善管注意義務に基づき、例外的に新株予約権の無償割当等、会社法その他の法律及び

当社定款が認める対抗措置を取ることがあります。

　（2）大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合

  大規模買付者により、大規模買付ルールが遵守されなかった場合には、具体的な買付方法の如何に

かかわらず、取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、新株予

約権の無償割当等、会社法その他の法律及び当社定款が認める対抗措置をとり、大規模買付行為に対

抗する場合があります。具体的にいかなる手段を講じるかについては、その時点で最も適切と取締役

会が判断したものを選択することとします。取締役会が対抗措置として、例えば、新株予約権の無償

割当をする場合には、議決権割合が一定割合以上の特定株主グループに属さないことを新株予約権

の行使条件とすることや新株予約権者に対して、当社が当社株式と引き換えに当該新株予約権を取

得する旨の取得条項をつけるなど、対抗措置としての効果を勘案した行使期間及び行使条件を設け

ることがあります。

　（3）独立委員会の設置

  本プランを適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の客

観性及び合理性を担保するため、独立委員会を設置しております。

　（4）対抗措置の発動の手続

  本プランにおいては、上記（1）に記載の通り大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合に

は、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりません。但し、上記（2）に記載の通り大

規模買付者が大規模買付ルールを遵守しないことにより対抗措置をとる場合、及び上記（1）に記載

の通り大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合でも例外的に対抗措置をとる場合には、そ

の判断の合理性及び公正性を担保するために、まず取締役会は対抗措置の発動に先立ち、独立委員会

に対し対抗措置の発動の是非について諮問し、独立委員会は大規模買付ルールが遵守されているか

否か、また、上記（1）に記載の類型に該当し、当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共

同の利益を著しく損なうと認められるか否かなどを、十分検討した上で対抗措置の発動の是非につ

いて勧告を行うものとします。

  取締役会は、対抗措置を講じるか否かの判断に際して、独立委員会の勧告を最大限尊重するものと

します。

（5）対抗措置発動の停止等について

  上記（1）又は（2）において、当社取締役会が具体的対抗措置を講ずることを決定した後、当該大

規模買付者が大規模買付行為の撤回又は変更を行った場合など対抗措置の発動が適切でないと取締
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役会が判断した場合には、独立委員会の意見又は勧告を十分に尊重した上で、対抗措置の発動の停止

又は変更を行うことがあります。

  なお、対抗措置発動の停止を行う場合は、独立委員会が必要と認める事項とともに、法令及び当社

が上場する証券取引所の上場規則等に従い、適時・適切に開示します。

４．株主・投資家に与える影響等

（1）大規模買付ルールが株主・投資家に与える影響等

  大規模買付ルールは、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な

情報や、現に当社の経営を担っている当社取締役会の意見を提供し、株主の皆様が代替案の提示を受

ける機会を確保することを目的としています。これにより株主の皆様は、十分な情報のもとで、大規

模買付行為に応じるか否かについて適切な判断をすることが可能となり、そのことが当社の企業価

値ひいては株主共同の利益の保護につながるものと考えます。従いまして、大規模買付ルールの設定

は、株主・投資家の皆様が適切な投資判断を行ううえでの前提となるものであり、株主・投資家の皆

様の利益に資するものであると考えております。

　なお、上記３．において述べた通り、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守するか否かにより大

規模買付行為に対する当社の対応策が異なりますので、株主・投資家の皆様におかれましては、大規

模買付者の動向にご注意ください。

（2）対抗措置発動時に株主・投資家の皆様に与える影響

  当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、上記３．に記

載した対抗措置をとることがありますが、取締役会が具体的な対抗措置をとることを決定した場合

には、当該決定について法令及び当社が上場する証券取引所の上場規則等に従い、適時・適切に開示

します。

　対抗措置の発動時には、大規模買付者等以外の株主の皆様が、法的権利又は経済的側面において格

別の損失を被るような事態は想定しておりません。対抗措置として、例えば新株予約権の無償割当を

行う場合は、株主の皆様は、対価を払い込みすることなく、その保有する株式数に応じて、新株予約権

が割り当てられます。また、当社が、当該新株予約権の取得の手続をとることを決定した場合は、大規

模買付者以外の株主の皆様は、当社による当該新株予約権の取得の対価として当社株式を受領する

ため、法的権利又は経済的側面において格別の不利益は発生しません。但し、割当期日において名義

書換未了の株主の皆様（証券保管振替機構に対する預託を行っている株券の株主を除きます。）に

関しましては、他の株主の皆様が当該新株予約権の無償割当を受け、当該新株予約権と引き換えに当

社株式を受領することに比して、結果的にその法的権利又は経済的側面において不利益が発生する

可能性があります。

　なお、独立委員会の勧告を受けて、当社取締役会が当該新株予約権の発行の中止又は発行した新株

予約権の無償取得（当社が新株予約権を無償で取得することにより、株主の皆様は新株予約権を失

います。）を行う場合には、1株当たりの株式の価値の希釈化は生じませんので、当該新株予約権の無

償割当を受けるべき株主が確定した後（権利落ち日以降）に当社株式の価値の希釈化が生じること

を前提にして売買等を行った株主又は投資家の皆様は、株価の変動により不測の損害を被る可能性

があります。

　大規模買付者等については、大規模買付ルールを遵守しない場合や、大規模買付ルールを遵守した

場合であっても大規模買付行為が当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく損なうと判断される

場合には、対抗措置が講じられることにより、結果的にその法的権利又は経済的側面において不利益

が発生する可能性があります。本プランの公表は、大規模買付者が大規模買付ルールに違反すること

がないようにあらかじめ注意を喚起するものであります。
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Ⅳ．本プランが基本方針に沿うものであり、当社の企業価値又は株主共同の利益を損なうものではな

く、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないことについて

１．買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること

  本プランは、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確

保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則を完全に充足しています。

２．株主意思を重視するものであること

  当社は、平成19年６月28日開催の定時株主総会決議に基づき、本プランの導入を決定しておりま

す。

３．独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

  当社は、本プランの導入にあたり、本プランの発動及び廃止等の運用に際しての客観的な諮問機関

として、独立委員会を設置します。独立委員会は、社外取締役、社外監査役又は社外の有識者より構成

されます。実際に当社株式に対して買付等がなされた場合には、取締役会による一定の評価期間を経

て、独立委員会に対して対抗措置の発動の是非に関する諮問を行います。独立委員会は、独立委員会

規程に従い、対抗措置の発動の是非に関する取締役会への勧告を行い、取締役会はその判断を最大限

尊重して対抗措置の発動に関する決定を行うこととします。また、株主の皆様へは、判断の内容につ

いて情報開示をすることとされており、独立委員会によって、当社の企業価値ひいては株主共同の利

益に資するべく本プランの透明な運営が行われる仕組みが確保されています。

４．合理的な客観的要件の設定

  本プランは、あらかじめ定められた合理的な客観的要件が充足されなければ、発動されないように

設定されており、取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みが確保されています。

５．独立した外部専門家の意見の取得

  独立委員会は、当社の費用で、独立した外部専門家（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計

士、弁護士、コンサルタントその他の専門家）の助言を得ることができることとしています。これに

より、独立委員会による判断の公正さ、客観性がより強く担保される仕組みとしております。

６．デッドハンド型やスロー・ハンド型の買収防衛策ではないこと

  本プランは、株主総会により、また、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会に

よりいつでも廃止することができるものとされており、当社の株券等を大量に買い付けようとする

者が、当社株主総会で本プランの廃止の決議を提案の上、かかる提案が承認されることにより、また

は、自己の指名する取締役を当社株主総会で選任し、かかる取締役で構成される取締役会により、本

プランを廃止することが可能です。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構

成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。また、当社は

期差任期制を採用していないため、本プランは、スロー・ハンド型買収防衛策（取締役の交替を一度

に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間がかかる買収防衛策）でもありません。

　

(5) 研究開発活動

当第２四半期連結会計期間における研究開発費は、201百万円であった。

  なお、当第２四半期連結会計期間において、研究開発活動に重要な変更はない。

  また、連結子会社においては、研究開発活動は特段行っていない。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第２四半期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

当第２四半期連結会計間において、前四半期連結会計期間末に計画した重要な設備の新設、除却等につ

いて、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はない。

　当第２四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設の計画は次のとおりである。

(その他の事業)

会社名
(所在地)

内容

投資予定額

資金調達方法 備考総額
（百万円）

既支払額
（百万円）

警固屋船渠㈱
（広島県呉市）

塗装工場 700 － 自己資金
平成23年４月着手予定
平成23年12月完了予定
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 599,135,000

計 599,135,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成21年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年11月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 245,763,910245,763,910

東京証券取引所市場第１部

名古屋証券取引所市場第１部

大阪証券取引所市場第１部

単元株式数は

500株である。

計 245,763,910245,763,910 ― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項なし

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項なし

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成21年７月１日～
平成21年９月30日

― 245,763 ― 28,070 ― 10,000
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(5) 【大株主の状況】

平成21年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数の
割合(％)

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社(信託口)

中央区晴海１－８－１１ ※　　9,281 3.77

日本マスタートラスト
信託銀行株式会社(信託口)

港区浜松町２－１１－３ ※　　8,056 3.27

株式会社みずほコーポレート銀行 千代田区丸の内１－３－３ 7,059 2.87

明治安田生命保険相互会社 千代田区丸の内２－１－１ 6,656 2.70

株式会社損害保険ジャパン 新宿区西新宿１－２６－１ 6,113 2.48

シービーエヌワイ デイエフエイ イ
ンターナショナル キャップ バ
リュー ポートフォリオ
(常任代理人シティバンク銀行株式会
社)

1299 OCEAN AVENUE,11F,SANTA　MONICA,

CA 90401 USA 
(品川区東品川２－３－１４）

4,100 1.66

東京海上日動火災保険株式会社 千代田区丸の内１－２－１ 3,934 1.60

五洋建設従業員持株会 文京区後楽２－２－８ 3,915 1.59

みずほ信託銀行株式会社 中央区八重洲１－２－１ 3,470 1.41

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社(信託口４)

中央区晴海１－８－１１ ※　 3,016 1.22

計 ― 55,602 22.57

（注）1　上記所有株式数のうち、※印は全て信託業務に係る株式数である。

２　株式会社みずほコーポレート銀行及びその共同保有者１社から平成21年５月22日付で提出された大量保有

報告書（変更報告書）により、平成21年５月15日現在で以下の株式を所有している報告を受けている。

なお、その大量保有報告書（変更報告書）の内容は次のとおりである。

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

株券等保有割合（％）

株式会社みずほコーポレート銀行
千代田区丸の内
１－３－３

7,059 2.87

みずほ信託銀行株式会社
東京都中央区八重洲
１－２－１

6,872 2.80

計 ― 13,931 5.67

３　中央三井トラスト・ホールディングス株式会社及びその共同保有者１社から平成21年７月７日付の大量保

有報告書（変更報告書）により、平成21年６月30日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けたが、

当社として当第２四半期会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができないので、上記大株主の状

況には含めていない。

なお、その大量保有報告書（変更報告書）の内容は次のとおりである。

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

株券等保有割合（％）

中央三井アセット信託銀行株式会社 港区芝３－23－１ 9,084 3.70

中央三井アセットマネジメント株式会社 港区芝３－23－１ 291 0.12

計 ― 9,375 3.81
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成21年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式  97,000

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

245,320,000
490,640 ―

単元未満株式
普通株式

346,910
― １単元(500株)未満の株式

発行済株式総数 245,763,910― ―

総株主の議決権 ― 490,640 ―

(注) １　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が11,500株及び名義人以外か

ら株券喪失登録のある株式が500株含まれている。

　　また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数23個及び名義人以外から株券

喪失登録のある株式に係る議決権の数１個が含まれている。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式366株が含まれている。

　

② 【自己株式等】

平成21年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
五洋建設株式会社

文京区後楽２―２―８ 97,000 ― 97,000 0.0

計 ― 97,000 ― 97,000 0.0

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別 平成21年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 133 145 152 145 136 129

最低(円) 113 117 132 116 124 113

(注)　東京証券取引所市場第一部における最高・最低株価を記載した。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はない。
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第５ 【経理の状況】

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」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。

なお、前第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）及び前第２四半期連

結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づ

き、当第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半期連結累

計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて

作成している。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期連結会計期間（平成20年７月

１日から平成20年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30

日まで)に係る四半期連結財務諸表について、並びに、当第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から

平成21年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）

に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けている。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 42,105 38,363

受取手形・完成工事未収入金等 116,900 140,926

有価証券 ※1
 273

※1
 94

未成工事支出金等 ※2
 17,790

※2
 18,268

たな卸不動産 ※3
 19,707

※3
 22,614

未収入金 19,717 17,598

その他 12,450 10,349

貸倒引当金 △2,649 △1,124

流動資産合計 226,295 247,089

固定資産

有形固定資産

土地 ※4
 35,205

※4
 35,933

その他（純額） ※5
 22,686

※5
 22,809

有形固定資産合計 57,891 58,742

無形固定資産 540 555

投資その他の資産

投資有価証券 ※6
 11,119

※6
 13,013

その他 22,790 24,606

貸倒引当金 △3,610 △4,420

投資その他の資産合計 30,300 33,199

固定資産合計 88,732 92,497

資産合計 315,028 339,587

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 97,670 121,861

短期借入金 ※7
 67,591

※7
 69,656

未払法人税等 493 784

未成工事受入金等 22,533 25,467

引当金 ※8
 2,843

※8
 2,845

その他 18,605 19,536

流動負債合計 209,738 240,151

固定負債

長期借入金 42,552 35,514

再評価に係る繰延税金負債 7,156 7,200

引当金 726 1,783

その他 1,073 1,110

固定負債合計 51,509 45,608

負債合計 261,248 285,760
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 28,070 28,070

資本剰余金 16,007 20,106

利益剰余金 4,374 677

自己株式 △22 △22

株主資本合計 48,430 48,832

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,302 △225

繰延ヘッジ損益 △24 △30

土地再評価差額金 3,764 3,516

為替換算調整勘定 112 94

評価・換算差額等合計 5,153 3,355

少数株主持分 ※9
 196

※9
 1,639

純資産合計 53,780 53,827

負債純資産合計 315,028 339,587
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

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

売上高

完成工事高 176,322 150,856

開発事業等売上高 7,869 6,159

売上高合計 184,191 157,015

売上原価

完成工事原価 165,739 140,206

開発事業等売上原価 7,345 6,150

売上原価合計 173,084 146,356

売上総利益

完成工事総利益 10,583 10,650

開発事業等総利益 523 8

売上総利益合計 11,106 10,659

販売費及び一般管理費 ※1
 9,407

※1
 9,133

営業利益 1,699 1,525

営業外収益

受取利息 90 67

受取配当金 173 136

その他 180 225

営業外収益合計 445 429

営業外費用

支払利息 1,466 1,396

為替差損 752 259

その他 423 329

営業外費用合計 2,641 1,985

経常損失（△） △496 △31

特別利益

前期損益修正益 － 383

固定資産売却益 292 30

投資有価証券売却益 － 1,390

受取和解金 88 －

その他 32 7

特別利益合計 413 1,812

特別損失

減損損失 － 547

貸倒引当金繰入額 465 1,719

開発事業損失 － 1,426

投資有価証券評価損 1,675 －

その他 38 260

特別損失合計 2,179 3,953

税金等調整前四半期純損失（△） △2,263 △2,172

法人税、住民税及び事業税 328 154

法人税等調整額 △690 △730

法人税等合計 △361 △575

少数株主利益又は少数株主損失（△） 3 △1,442

四半期純損失（△） △1,904 △153
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【第２四半期連結会計期間】
(単位：百万円)

前第２四半期連結会計期間
(自 平成20年７月１日
　至 平成20年９月30日)

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

売上高

完成工事高 112,576 81,398

開発事業等売上高 4,665 3,270

売上高合計 117,242 84,668

売上原価

完成工事原価 102,774 74,409

開発事業等売上原価 4,299 3,464

売上原価合計 107,074 77,874

売上総利益

完成工事総利益 9,801 6,989

開発事業等総利益又は開発事業等総損失（△） 366 △194

売上総利益合計 10,167 6,794

販売費及び一般管理費 ※2
 4,923

※2
 4,478

営業利益 5,244 2,316

営業外収益

受取利息 52 53

その他 109 111

営業外収益合計 161 165

営業外費用

支払利息 753 722

為替差損 770 230

その他 327 144

営業外費用合計 1,852 1,097

経常利益 3,554 1,383

特別利益

前期損益修正益 － 276

固定資産売却益 40 11

投資有価証券売却益 － 1,390

その他 15 4

特別利益合計 56 1,683

特別損失

減損損失 － 547

貸倒引当金繰入額 465 －

開発事業損失 － 1,426

投資有価証券評価損 1,675 －

その他 14 459

特別損失合計 2,155 2,433

税金等調整前四半期純利益 1,454 634

法人税、住民税及び事業税 242 △19

法人税等調整額 801 397

法人税等合計 1,043 378

少数株主利益又は少数株主損失（△） 3 △1,435

四半期純利益 407 1,691

EDINET提出書類

五洋建設株式会社(E00086)

四半期報告書

22/42



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

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

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △2,263 △2,172

減価償却費 2,243 1,875

減損損失 － 547

貸倒引当金の増減額（△は減少） 825 714

賞与引当金の増減額（△は減少） 153 151

退職給付引当金の増減額（△は減少） △275 △53

開発事業損失引当金の増減額（△は減少） － △1,011

工事損失引当金の増減額（△は減少） 467 △115

受取利息及び受取配当金 △264 △203

支払利息 1,595 1,430

為替差損益（△は益） 569 △453

持分法による投資損益（△は益） △3 △4

有形固定資産売却損益（△は益） △288 △23

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △0 △1,389

投資有価証券評価損益（△は益） 1,675 235

売上債権の増減額（△は増加） △6,754 24,026

未成工事支出金の増減額（△は増加） △539 201

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,706 3,210

仕入債務の増減額（△は減少） 4 △24,194

未成工事受入金の増減額（△は減少） △1,946 △2,933

未収入金の増減額（△は増加） △2,973 △2,118

その他 △1,355 △1,481

小計 △7,423 △3,764

利息及び配当金の受取額 238 210

利息の支払額 △1,601 △1,428

法人税等の支払額 △492 △421

営業活動によるキャッシュ・フロー △9,278 △5,404

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △840 △367

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 2 4,913

有形固定資産の取得による支出 △1,789 △1,085

有形固定資産の売却による収入 406 220

貸付けによる支出 △33 △1

貸付金の回収による収入 63 154

開発事業への投資による支出 △4,750 －

その他 △81 △68

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,023 3,764
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(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

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

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 13,530 6,230

長期借入れによる収入 23,800 22,301

長期借入金の返済による支出 △15,638 △23,558

配当金の支払額 △0 △0

その他 △310 △86

財務活動によるキャッシュ・フロー 21,381 4,885

現金及び現金同等物に係る換算差額 △600 488

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,478 3,735

現金及び現金同等物の期首残高 33,394 38,336

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 37,873

※1
 42,072
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　

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

１　連結の範囲に関する事

項の変更

 

 

(１）連結の範囲の変更

　第１四半期連結会計期間より、九州洋伸建設㈱は洋伸建設㈱との吸収合併により消

滅したため、連結の範囲から除外している。

(２）変更後の連結子会社の数

　26社

２　持分法の適用に関する

事項の変更

(１）持分法適用関連会社の変更

　当第２四半期連結会計期間より、中央マリン産業株式会社は、新たに株式を取得し

たため、持分法適用の範囲に含めている。

(２）変更後の持分法適用関連会社の数

　４社
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【表示方法の変更】

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

（四半期連結損益計算書関係）

　「前期損益修正益」は前第２四半期連結累計期間において特別利益の「その他」に含めていたが、特別利益の100

分の20を超えたため、当第２四半期連結累計期間では区分掲記することとした。 

なお、前第２四半期連結累計期間の特別利益の「その他」に含まれる前期損益修正益は32百万円である。 

 

　「投資有価証券売却益」は前第２四半期連結累計期間において特別利益の「その他」に含めていたが、特別利益の

100分の20を超えたため、当第２四半期連結累計期間では区分掲記することとした。 

なお、前第２四半期連結累計期間の特別利益の「その他」に含まれる投資有価証券売却益は０百万円である。 

 

　「投資有価証券評価損」は前第２四半期連結累計期間において区分掲記していたが、特別損失の100分の20以下と

なったため、「その他」に含めて表示している。 

なお、当第２四半期連結累計期間の投資有価証券評価損は235百万円である 。

　

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

（四半期連結損益計算書関係）

　「前期損益修正益」は前第２四半期連結会計期間において特別利益の「その他」に含めていたが、特別利益の100

分の20を超えたため、当第２四半期連結会計期間では区分掲記することとした。 

なお、前第２四半期連結会計期間の特別利益の「その他」に含まれる前期損益修正益は15百万円である。 

 

　「貸倒引当金繰入額」は前第２四半期連結会計期間において区分掲記していたが、特別損失の100分の20以下と

なったため、「その他」に含めて表示している。 

なお、当第２四半期連結会計期間の貸倒引当金繰入額は220百万円である。 

 

　「投資有価証券評価損」は前第２四半期連結会計期間において区分掲記していたが、特別損失の100分の20以下と

なったため、「その他」に含めて表示している。 

なお、当第２四半期連結会計期間の投資有価証券評価損は222百万円である。 

　

【簡便な会計処理】

　

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

１　棚卸資産の評価方法

 

　当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結

会計年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によってい

る。

 

２　固定資産の減価償却費

の算定方法

 

　減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費については、連結

会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定している。
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【注記事項】

　
(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第２四半期連結会計期間末 

(平成21年９月30日)
前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

１　※２未成工事支出金等の内訳は、以下の通りである。

未成工事支出金 11,381百万円

その他のたな卸資産 6,408　

計 17,790　

１　※２未成工事支出金等の内訳は、以下の通りである。

未成工事支出金 10,166百万円

その他のたな卸資産 8,102　

計 18,268　

２　※３たな卸不動産の内訳は、以下の通りである。

販売用不動産 11,340百万円

開発事業等支出金 8,366　

計 19,707　

２　※３たな卸不動産の内訳は、以下の通りである。

販売用不動産 12,206百万円

開発事業等支出金 10,407　

計 22,614　

３　※５有形固定資産の減価償却累計額

 
78,966百万円

３　※５有形固定資産の減価償却累計額

 
77,732百万円

４　下記資産は、工事契約保証金等の代用として差入れて

いる。

※１　有価証券 1百万円

※６　投資有価証券 71　

計 72　

４　下記資産は、工事契約保証金等の代用として差入れて

いる。

※１　有価証券 1百万円

※６　投資有価証券 178　

計 180　

５　下記資産は、※７短期借入金3,300百万円の担保に供

している。

※３ たな卸不動産
　　（信託受益権）

3,671百万円

※５　建物 94　

※４　土地 66　

計 3,833　

５　下記資産は、※７短期借入金3,300百万円の担保に供

している。

※３ たな卸不動産
　　（信託受益権）

4,684百万円

※５　建物 96　

※４　土地 66　

計 4,847　

６　保証債務

　　連結会社以外の下記の相手先の金融機関等からの借入

に対し、債務保証を行っている。

全国漁港漁村振興漁業協同組合
連合会

1,394百万円

ホテル朱鷺メッセ㈱ 228　

計 1,622　

　　また、下記の相手先の住宅分譲前金保証を行っている。

㈱ジョイント・コーポレーション 535百万円

６　保証債務

　　連結会社以外の下記の相手先の金融機関等からの借入

に対し、債務保証を行っている。

全国漁港漁村振興漁業協同組合
連合会

1,394百万円

ホテル朱鷺メッセ㈱ 236　

計 1,631　

　　また、下記の相手先の住宅分譲前金保証を行っている。

㈱ジョイント・コーポレーション 470百万円

㈱ゴールドクレスト 39　

敷島住宅㈱ 38　

計 548　

７　※２※８損失の発生が見込まれる工事契約に係る未

成工事支出金と工事損失引当金は、相殺せずに両建

てで表示している。

　　損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支出

金のうち、工事損失引当金に対応する額

　 67百万円

７　※２※８損失の発生が見込まれる工事契約に係る未

成工事支出金と工事損失引当金は、相殺せずに両建

てで表示している。

　　損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支出

金のうち、工事損失引当金に対応する額

　 121百万円

８　当社においては、必要資金の機動的な調達を可能にす

るため取引銀行30行と融資枠360億円のコミットメ

ントライン契約を締結している。

コミットメントラインの総額 36,000百万円

借入実行残高 6,900　

差引額 29,100　

８　当社においては、必要資金の機動的な調達を可能にす

るため取引銀行30行と融資枠360億円のコミットメ

ントライン契約を締結している。

　　なお、当連結会計年度末におけるコミットメントライ

ン契約に係る借入実行残高はない。
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当第２四半期連結会計期間末 
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

９　※９少数株主持分には、匿名組合出資預り金が210百

万円含まれている。

９　※９少数株主持分には、匿名組合出資預り金が1,639

百万円含まれている。

　
(四半期連結損益計算書関係)

前第２四半期連結累計期間
(自  平成20年４月１日
 至  平成20年９月30日)

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

※１このうち、主要な費目及び金額は、次のとおりであ

　る。

従業員給料手当 2,780百万円

貸倒引当金繰入額 503　

賞与引当金繰入額 566　

退職給付費用 385　

役員退職慰労引当金繰入額 20　

※１このうち、主要な費目及び金額は、次のとおりであ

　る。

従業員給料手当 2,899百万円

貸倒引当金繰入額 96　

賞与引当金繰入額 569　

退職給付費用 499　

役員退職慰労引当金繰入額 19　

　

　

前第２四半期連結会計期間
(自  平成20年７月１日
 至  平成20年９月30日)

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

※２このうち、主要な費目及び金額は、次のとおりであ

　る。

従業員給料手当 1,307百万円

貸倒引当金繰入額 565　

賞与引当金繰入額 360　

退職給付費用 190　

役員退職慰労引当金繰入額 11　

　

※２このうち、主要な費目及び金額は、次のとおりであ

　る。

従業員給料手当 1,339百万円

貸倒引当金繰入額 58　

賞与引当金繰入額 371　

退職給付費用 251　

役員退職慰労引当金繰入額 10　

　

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前第２四半期連結累計期間
(自  平成20年４月１日
至  平成20年９月30日)

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

※１現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係（平

成20年９月30日現在）

現金預金勘定 37,901百万円

預入期間が３か月を超える
定期預金

△28　〃

現金及び現金同等物 37,873百万円

 

※１現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係（平

成21年９月30日現在）

現金預金勘定 42,105百万円

預入期間が３か月を超える
定期預金

△33  〃

現金及び現金同等物 42,072百万円

　

EDINET提出書類

五洋建設株式会社(E00086)

四半期報告書

28/42



(株主資本等関係)

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

　至平成21年９月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(千株) 245,763

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(千株) 97

　

３　新株予約権等に関する事項

該当事項なし。

　

４　配当に関する事項

該当事項なし。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間(自  平成20年７月１日  至  平成20年９月30日)

　

　
建設事業
(百万円)

開発事業
(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

112,576 431 4,233 117,242 ― 117,242

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

11 68 2,078 2,158 (2,158) ―

計 112,587 500 6,312 119,400(2,158)117,242

営業利益又は営業損失(△) 5,043 △146 350 5,246 △2 5,244

　

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

　

　
建設事業
(百万円)

開発事業
(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

81,398 537 2,732 84,668 ― 84,668

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

6 69 2,637 2,713 (2,713) ―

計 81,405 606 5,369 87,382（2,713)84,668

営業利益又は営業損失(△) 2,629 △574 263 2,318 △2 2,316
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前第２四半期連結累計期間(自  平成20年４月１日  至  平成20年９月30日)

　

　
建設事業
(百万円)

開発事業
(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

176,322 546 7,322 184,191 ― 184,191

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

54 136 3,645 3,835 (3,835) ―

計 176,376 683 10,967188,027(3,835)184,191

営業利益又は営業損失(△) 1,556 △342 479 1,694 5 1,699

　

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

　

　
建設事業
(百万円)

開発事業
(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

150,856 686 5,472 157,015 ― 157,015

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

10 138 4,136 4,285 (4,285) ―

計 150,867 825 9,608 161,301(4,285)157,015

営業利益又は営業損失(△) 1,849 △786 463 1,526 △1 1,525

(注) １　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ている。

(2) 各区分に属する主要な事業の内容

建設事業　　：土木・建築その他建設工事全般に関する事業

開発事業　　：不動産の自主開発・販売及び保有不動産の賃貸に関する事業

その他の事業：建設資機材の販売、リース事業、造船事業等

２　会計処理の変更

　 前第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

 〔売上高の計上基準の変更〕

「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」の「会計処理の原則及び手続の変

更」に記載のとおり、請負工事に係る収益の計上基準については、従来、請負金額が１億円以上で、かつ工

期が１年を超える工事については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用してい

たが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）が平成21年４月１日より

前に開始する連結会計年度から適用できることになったことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれ

らの会計基準等を適用し、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第２四半期連結会計期間

末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見

積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用している。 

これにより、従来の方法によった場合と比べ、当第２四半期連結累計期間の建設事業の売上高は14,958百

万円、営業利益は1,520百万円、その他の事業の売上高は1,950百万円、営業利益は215百万円それぞれ増加

している。

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

　 　―――――――――
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【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

　

　
日本
(百万円)

東南アジア
(百万円)

その他の地域
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　

(1) 外部顧客に
対する売上高

90,779 22,473 3,989 117,242 ― 117,242

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 90,779 22,473 3,989 117,242 ― 117,242

営業利益 3,466 1,143 631 5,241 2 5,244

　

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

　

　
日本
(百万円)

東南アジア
(百万円)

その他の地域
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　

  (1) 外部顧客に
      対する売上高

65,091 18,647 929 84,668 ― 84,668

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 65,091 18,647 929 84,668 ― 84,668

営業利益 1,467 784 63 2,316 ― 2,316
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前第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

　

　
日本
(百万円)

東南アジア
(百万円)

その他の地域
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　

(1) 外部顧客に
対する売上高

144,46634,416 5,308 184,191 ― 184,191

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 144,46634,416 5,308 184,191 ― 184,191

営業利益 10 1,297 386 1,694 5 1,699

　

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

　

　
日本
(百万円)

東南アジア　
(百万円)

その他の地域
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　

  (1) 外部顧客に
      対する売上高

119,88835,239 1,887 157,015 ― 157,015

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 119,88835,239 1,887 157,015 ― 157,015

営業利益 325 1,106 92 1,524 0 1,525

(注) １　国又は地域の区分の方法及び各地域に属する主な国又は地域

(1) 国又は地域の区分の方法　　　　　　　　地理的近接度による。

(2) 各区分に属する主な国又は地域　　　　　東南アジア　：シンガポール、香港、ベトナム

その他の地域：Ｕ.Ａ.Ｅ.、ミクロネシア

２　会計処理の変更

　 前第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

 〔売上高の計上基準の変更〕

「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」の「会計処理の原則及び手続の変

更」に記載のとおり、請負工事に係る収益の計上基準については、従来、請負金額が１億円以上で、かつ工

期が１年を超える工事については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用してい

たが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）が平成21年４月１日より

前に開始する連結会計年度から適用できることになったことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれ

らの会計基準等を適用し、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第２四半期連結会計期間

末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見

積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用している。 

これにより、従来の方法によった場合と比べ、当第２四半期連結累計期間の日本の売上高は16,165百万

円、営業利益は1,693百万円、東南アジアの売上高は217百万円、営業利益は6百万円、その他の地域の売上

高は525百万円、営業利益は34百万円それぞれ増加している。

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

　 　―――――――――
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【海外売上高】

前第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

　

　 東南アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 22,473 3,989 26,462

Ⅱ　連結売上高(百万円) 　 　 117,242

Ⅲ　連結売上高に占める海外
売上高の割合(％)

19.2 3.4 22.6

　

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

　

　 東南アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 18,647 929 19,577

Ⅱ　連結売上高(百万円) 　 　 84,668

Ⅲ　連結売上高に占める海外
売上高の割合(％)

22.0 1.1 23.1
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前第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

　

　 東南アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 34,416 5,308 39,725

Ⅱ　連結売上高(百万円) 　 　 184,191

Ⅲ　連結売上高に占める海外
売上高の割合(％)

18.7 2.9 21.6

　

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

　

　 東南アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 35,239 1,887 37,127

Ⅱ　連結売上高(百万円) 　 　 157,015

Ⅲ　連結売上高に占める海外
売上高の割合(％)

22.4 1.2 23.6

(注) １　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。

２　国又は地域の区分の方法及び各地域に属する主な国又は地域

(1) 国又は地域の区分の方法　　　　　　　　地理的近接度による。

(2) 各区分に属する主な国又は地域　　　　　東南アジア　：シンガポール、香港、ベトナム

その他の地域：Ｕ.Ａ.Ｅ.、ミクロネシア

３　会計処理の変更

　 前第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

 〔売上高の計上基準の変更〕

「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」の「会計処理の原則及び手続の変

更」に記載のとおり、請負工事に係る収益の計上基準については、従来、請負金額が１億円以上で、かつ工

期が１年を超える工事については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用してい

たが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）が平成21年４月１日より

前に開始する連結会計年度から適用できることになったことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれ

らの会計基準等を適用し、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第２四半期連結会計期間

末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見

積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用している。 

これにより、従来の方法によった場合と比べ、当第２四半期連結累計期間の東南アジアの売上高は217百

万円、その他の地域の売上高は525百万円、連結売上高は16,908百万円それぞれ増加している。

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

　 　―――――――――
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(有価証券関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成21年９月30日)

その他有価証券で時価のあるものが、企業集団の事業運営において重要なものとなっており、かつ、

前連結会計年度末日に比べ著しい変動が認められる。
　

　
取得原価
(百万円)

四半期連結貸借対照表
計上額 （百万円）

差額
(百万円)

(1) 株式 6,046 7,488 1,442

(2) 債券 　 　 　

　　国債・地方債等 ― ― ―

　　社債 ― ― ―

　　その他 ― ― ―

(3) その他 188 203 14

合計 6,235 7,691 1,456

（注）当第２四半期連結累計期間において、その他有価証券で時価のある株式他について減損処理を行い、投資有価証

券評価損235百万円を計上している。

　

(デリバティブ取引関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成21年９月30日)

  全てのデリバティブ取引に対してヘッジ会計を適用しているため、記載を省略している。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

　218.12円 212.43円

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下の通りである。

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 53,780 53,827

純資産の部の合計額から控除する金額
(百万円)

196 1,639

（うち少数株主持分） （196） (1,639)

普通株式に係る純資産額(百万円) 53,583 52,187

１株当たり純資産額の算定に用いられ
た普通株式の数（千株）

245,666 245,668

　

２　１株当たり四半期純利益及び四半期純損失

　
前第２四半期連結累計期間
(自  平成20年４月１日
 至　平成20年９月30日)

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

１株当たり四半期純損失 7.75円
　

１株当たり四半期純損失 0.63円

　
(注)１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式がなく、また、四半期純損失のため記載してい

ない。

    ２．１株当たり四半期純損失の算定上の基礎は、以下の通りである。

　
前第２四半期連結累計期間
(自  平成20年４月１日
 至  平成20年９月30日)

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

四半期純損失(百万円) 1,904 153

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る四半期純損失(百万円) 1,904 153

普通株式の期中平均株式数(千株) 245,680 245,667

　
　
　
　

前第２四半期連結会計期間
(自  平成20年７月１日
 至　平成20年９月30日)

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

１株当たり四半期純利益 1.66円
　

１株当たり四半期純利益 6.88円

　
(注)１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式がないため記載していない。

    ２．１株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、以下の通りである。

　
前第２四半期連結会計期間
(自  平成20年７月１日
 至  平成20年９月30日)

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

四半期純利益(百万円) 407 1,691

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 407 1,691

普通株式の期中平均株式数(千株) 245,678 245,667
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(重要な後発事象)

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

該当事項なし。
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２ 【その他】

該当事項なし。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項なし。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年11月13日

五洋建設株式会社

取締役会　御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士 　高    橋    秀    法　　印

　

指定有限責任社員 
業務執行社員

　 公認会計士　 櫻      井        均  　印

　

指定有限責任社員 
業務執行社員

　 公認会計士　 中    川    政    人　　印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている五洋

建設株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(平

成20年７月１日から平成20年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年９

月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期

連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期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四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、五洋建設株式会社及び連結子会社の平成20年

９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経

営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事

項がすべての重要な点において認められなかった。

追記情報

四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更２会計処理の原則及び手続の変更（１）

に記載されているとおり、会社は第１四半期連結会計期間より工事契約に関する会計基準を適用しているた

め、同会計基準により四半期連結財務諸表を作成している。

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

　
 
（注）１ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管している。

２ 四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていない。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年11月13日

五洋建設株式会社

取締役会　御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士 　高    橋    秀    法　　印

　

指定有限責任社員 
業務執行社員

　 公認会計士　 櫻      井        均  　印

　

指定有限責任社員 
業務執行社員

　 公認会計士　 中    川    政    人　　印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている五洋

建設株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(平

成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年９

月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期

連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期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四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、五洋建設株式会社及び連結子会社の平成21年

９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経

営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事

項がすべての重要な点において認められなかった。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　
 
（注）１ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管している。

２ 四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていない。
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