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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20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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 27,614 37,294

受取手形・完成工事未収入金等 43,737 96,054

有価証券 9,311 11,150

未成工事支出金 230,073 180,412

その他のたな卸資産 ※１  35,913 ※１  36,082

繰延税金資産 18,396 17,067

その他 9,742 11,086

貸倒引当金 △233 △511

流動資産合計 374,555 388,635

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 38,718 38,496

機械、運搬具及び工具器具備品 11,812 11,801

土地 60,728 59,408

建設仮勘定 409 136

減価償却累計額 △32,469 △31,978

有形固定資産合計 79,200 77,865

無形固定資産 1,134 1,097

投資その他の資産   

投資有価証券 127,787 136,687

長期貸付金 1,965 1,831

その他 7,037 5,295

貸倒引当金 △3,349 △2,513

投資その他の資産合計 133,440 141,300

固定資産合計 213,774 220,263

資産合計 588,330 608,899
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 81,078 110,424

短期借入金 ※４  47,217 ※４  47,898

未払法人税等 2,057 2,381

未成工事受入金 171,587 137,394

賞与引当金 4,005 4,125

完成工事補償引当金 961 1,011

工事損失引当金 2,797 2,852

預り金 15,342 23,171

その他 9,398 11,433

流動負債合計 334,445 340,692

固定負債   

長期借入金 4,136 4,678

繰延税金負債 8,633 12,828

再評価に係る繰延税金負債 3,526 3,579

退職給付引当金 26,903 26,652

役員退職慰労引当金 97 83

その他 4,150 4,168

固定負債合計 47,447 51,992

負債合計 381,893 392,684

純資産の部   

株主資本   

資本金 23,001 23,001

資本剰余金 25,595 25,595

利益剰余金 125,482 128,902

自己株式 △5,335 △5,300

株主資本合計 168,743 172,198

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 29,095 35,072

繰延ヘッジ損益 △5 △5

土地再評価差額金 5,149 5,215

為替換算調整勘定 △697 △410

評価・換算差額等合計 33,542 39,872

少数株主持分 4,151 4,143

純資産合計 206,437 216,214

負債純資産合計 588,330 608,899
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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）

当第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  

完成工事高 137,037

不動産事業等売上高 5,894

売上高合計 142,931

売上原価  

完成工事原価 129,271

不動産事業等売上原価 3,726

売上原価合計 132,997

売上総利益  

完成工事総利益 7,765

不動産事業等総利益 2,168

売上総利益合計 9,933

販売費及び一般管理費 ※１  12,360

営業損失（△） △2,426

営業外収益  

受取利息 139

受取配当金 1,124

その他 105

営業外収益合計 1,369

営業外費用  

支払利息 526

その他 85

営業外費用合計 612

経常損失（△） △1,669

特別利益  

貸倒引当金戻入額 312

固定資産売却益 7

投資有価証券売却益 85

特別利益合計 405

特別損失  

固定資産売却損 3

固定資産廃棄損 9

投資有価証券評価損 199

貸倒引当金繰入額 869

課徴金・違約金 16

その他 1

特別損失合計 1,099

税金等調整前四半期純損失（△） △2,364

法人税等 ※３  △1,121

少数株主利益 55

四半期純損失（△） △1,298
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

当第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) 

売上高  

完成工事高 78,918

不動産事業等売上高 2,864

売上高合計 81,783

売上原価  

完成工事原価 74,336

不動産事業等売上原価 1,746

売上原価合計 76,083

売上総利益  

完成工事総利益 4,582

不動産事業等総利益 1,117

売上総利益合計 5,700

販売費及び一般管理費 ※１  6,256

営業損失（△） △556

営業外収益  

受取利息 67

受取配当金 143

その他 54

営業外収益合計 265

営業外費用  

支払利息 309

その他 25

営業外費用合計 335

経常損失（△） △626

特別利益  

貸倒引当金戻入額 38

その他 0

特別利益合計 39

特別損失  

固定資産廃棄損 9

投資有価証券評価損 126

貸倒引当金繰入額 869

課徴金・違約金 16

その他 1

特別損失合計 1,023

税金等調整前四半期純損失（△） △1,610

法人税等 ※３  △871

少数株主利益 69

四半期純損失（△） △808
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

当第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) 

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（△） △2,364

減価償却費 889

貸倒引当金の増減額（△は減少） 557

退職給付引当金の増減額（△は減少） 250

その他の引当金の増減額（△は減少） △212

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 199

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △85

有形固定資産売却損益（△は益） △3

受取利息及び受取配当金 △1,264

支払利息 526

売上債権の増減額（△は増加） 52,316

未成工事支出金の増減額（△は増加） △49,660

販売用不動産の増減額（△は増加） △226

仕入債務の増減額（△は減少） △29,345

未成工事受入金の増減額（△は減少） 34,192

その他 △9,900

小計 △4,129

利息及び配当金の受取額 1,261

利息の支払額 △526

法人税等の支払額 △655

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,050

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △44

定期預金の払戻による収入 95

有価証券の取得による支出 △161

有価証券の売却及び償還による収入 50

有形固定資産の取得による支出 △2,450

有形固定資産の売却による収入 56

投資有価証券の取得による支出 △1,455

投資有価証券の売却及び償還による収入 112

貸付けによる支出 △210

貸付金の回収による収入 86

その他 △118

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,040

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） 1,060

長期借入れによる収入 540

長期借入金の返済による支出 △2,822

配当金の支払額 △2,189

少数株主への配当金の支払額 △17

自己株式の取得による支出 △34

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,464

現金及び現金同等物に係る換算差額 △72

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △11,629

現金及び現金同等物の期首残高 52,258

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１  40,629
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平成20年11月14日

戸田建設株式会社 

取締役会 御中 

  
 

  
 

  
 

  
 

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」に掲げられている戸

田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、戸田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。 

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 

  

 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

青南監査法人

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  高 橋  瞳    印 

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  小 平  修    印 

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

報告書提出会社)が別途保管しております。 

２ 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ません。 



 
  

【表紙】 

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成20年11月14日 

【会社名】 戸田建設株式会社 

【英訳名】 TODA CORPORATION 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  井 上 舜 三 

【最高財務責任者の役職氏名】   ― 

【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋一丁目７番１号 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 

株式会社大阪証券取引所 

 (大阪市中央区北浜一丁目８番16号) 

戸田建設株式会社 千葉支店 

 (千葉市中央区新宿一丁目21番11号) 

戸田建設株式会社 関東支店 

 (さいたま市浦和区高砂二丁目６番５号) 

戸田建設株式会社 横浜支店 

 (横浜市中区本町四丁目43番地) 

戸田建設株式会社 大阪支店 

 (大阪市西区西本町一丁目13番47号) 

戸田建設株式会社 名古屋支店 

 (名古屋市東区泉一丁目22番22号) 



当社代表取締役社長 井上舜三は、当社の第86期第２四半期(自 平成20年７月１日 至 平成20年９

月30日)の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたし

ました。 

  

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

  

１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】


	第86期第２四半期報告書
	表紙
	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】
	２【事業の内容】
	３【関係会社の状況】
	４【従業員の状況】

	第２【事業の状況】
	１【生産、受注及び販売の状況】
	２【経営上の重要な契約等】
	３【財政状態及び経営成績の分析】

	第３【設備の状況】
	第４【提出会社の状況】
	１【株式等の状況】
	２【株価の推移】
	３【役員の状況】

	第５【経理の状況】
	１【四半期連結財務諸表】
	２【その他】


	第二部【提出会社の保証会社等の情報】

	四半期レビュー報告書
	確認書
	表紙
	１【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】
	２【特記事項】




