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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第113期

前第２四半期
連結累計期間

第114期
当第２四半期
連結累計期間

第113期
前第２四半期
連結会計期間

第114期
当第２四半期
連結会計期間

第113期

会計期間
自 平成21年４月１日

至 平成21年９月30日

自　平成22年４月１日

至　平成22年９月30日

自　平成21年７月１日

至　平成21年９月30日

自　平成22年７月１日

至　平成22年９月30日

自　平成21年４月１日

至　平成22年３月31日

売上高 (百万円) 829,591651,582407,881343,5901,637,362

経常利益 (百万円) 17,894 32,287 11,154 21,046 9,011

四半期(当期)純利益 (百万円) 9,586 20,236 5,837 11,657 13,225

純資産額 (百万円) ― ― 264,396264,572262,164

総資産額 (百万円) ― ― 1,818,7251,638,4271,796,865

１株当たり純資産額 (円) ― ― 253.96 254.18 251.97

１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) 9.45 19.47 5.76 11.22 13.03

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) ― ― 14.1 16.1 14.6

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △57,836 52,145 ― ― △76,942

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △12,181 △6,475 ― ― △5,741

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 27,588△63,737 ― ― 71,960

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) ― ― 110,618122,668141,772

従業員数 (人) ― ― 15,498 15,256 15,189

(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)純利益金額については、潜在株式が存在し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137社、関連会社51社で構成され、当社は土木事業、建築事業、開発事業等

を展開するとともに、国内関係会社は主に日本国内において、建設資機材の販売、専門工事の請負、総合

リース業、ビル賃貸事業など多様な事業を展開し、また、海外関係会社は米国、欧州、アジアなどの海外地

域において、建設事業、開発事業等を展開している。

当第２四半期連結会計期間において、当社グループが営んでいる事業の内容に重要な変更はない。ま

た、主要な関係会社に異動はない。

　
３ 【関係会社の状況】

　　当第２四半期連結会計期間において、主要な関係会社に異動はない。

　
４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成22年９月30日現在

従業員数(人) 15,256〔2,943〕

(注) 従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は〔  〕内に当第２四半期連結会計期間の平均人員を外数で記

載している。なお、執行役員は従業員数には含めていない。

　

(2) 提出会社の状況

平成22年９月30日現在

従業員数(人) 8,411〔1,775〕
　

  (注) １従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は〔  〕内に当第２四半期会計期間の平均人員を外数で記載

している。なお、執行役員は従業員数には含めていない。

       ２ 出向、留学者等を含めた在籍者数は、8,816人である。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

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、また、受注高について当社グループ各

社の受注概念が異なるため、「生産の状況」及び「受注の状況」は記載していない。

　　(注)  「第２　事業の状況」における各事項の記載については、消費税等抜きの金額を表示している。

　

売上実績

報告セグメントの名称

当第２四半期連結会計期間 　

(自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日)

(百万円)
前年同四半期比(％)

土木事業 69,029( 20.1％) ―

建築事業 166,071( 48.3％) ―

開発事業等 7,974(  2.3％) ―

国内関係会社 56,047( 16.3％) ―

海外関係会社 44,468( 13.0％) ―

合計 343,590(100  ％) ―

(注) 売上実績においては、「外部顧客への売上高」について記載している。

　　

　

　

　

EDINET提出書類

鹿島建設株式会社(E00058)

四半期報告書

 4/37



　

〔参考〕提出会社単独の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

(百万円)

　
　
　

前第２四半期
累計期間

 

自　至
 

平　平
成　成
21　21
年　年
４　９
月　月
１　30
日　日

 

建
設
事
業

建築工事 882,784 270,2511,153,035416,979 736,056
　

土木工事 562,581 91,249 653,831 216,557 437,273
　

計 1,445,366361,5001,806,867633,5371,173,329
　

開発事業等 46,320 3,137 49,458 15,650 33,808
　

合計 1,491,686364,6381,856,325649,1871,207,137
　

当第２四半期
累計期間

 

自　至
 

平　平
成　成
22　22
年　年
４　９
月　月
１　30
日　日

 

建
設
事

業

建築工事 698,868 300,241 999,109 318,146 680,963
　

土木工事 463,594 86,220 549,815 153,184 396,630
　

計 1,162,462386,4611,548,924471,3311,077,593
　

開発事業等 28,817 22,975 51,793 15,324 36,469
　

合計 1,191,280409,4371,600,718486,6551,114,062
　

前事業年度
 

自　至
 

平　平
成　成
21　22
年　年
４　３
月　月
１　31
日　日

 

建
設
事
業

建築工事 882,784 650,9761,533,761834,892 698,868
　

土木工事 562,581 267,908 830,490 366,895 463,594
　

計 1,445,366918,8852,364,2511,201,7881,162,462
　

開発事業等 46,320 25,119 71,440 42,622 28,817
　

合計 1,491,686944,0042,435,6911,244,4111,191,280
　

(注) １　前事業年度以前に受注したもので、契約の更改により請負金額に変更があるものについては、期中受注高

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　期末繰越高は、（期首繰越高＋期中受注高－期中売上高）である。

３　開発事業等は、都市開発、地域開発など不動産開発全般に関する事業及び意匠、構造設計その他設計・エン

ジニアリング全般の事業である。

　

②　受注工事高

　

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21年７月１日
至　平成21年９月30日)

建築工事 29,326107,821 7 0.0 137,156

土木工事 27,52828,803 527 0.9 56,859

計 56,855136,625 535 0.3 194,015

当第２四半期会計期間
 

(自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日)

建築工事 24,312127,044 0 0.0 151,357

土木工事 27,99919,761△3,410 △7.7 44,350

計 52,312146,805△3,409 △1.7 195,708
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③　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21年７月１日
至　平成21年９月30日)

建築工事 9,130186,518 20 0.0 195,670

土木工事 39,40027,79530,904 31.5 98,100

計 48,531214,31330,924 10.5 293,770

当第２四半期会計期間
 

(自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日)

建築工事 10,089157,151 150 0.1 167,392

土木工事 41,64220,112 7,274 10.5 69,029

計 51,731177,2647,425 3.1 236,421

(注) １　海外工事の地域別割合は、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(％)

 中東・アフリカ 94.9 60.5

 その他  5.1 39.5

計 100 100

     ２　前第２四半期会計期間及び当第２四半期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

相手先はない。

３　当第２四半期会計期間の完成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。
　

　　　発注者 　　　　工事名称

○　国土交通省関東地方整備局 東京国際空港Ｄ滑走路建設外工事

○　東京国際空港ターミナル㈱ 東京国際空港国際線旅客ターミナルビル建設

○　三井不動産㈱ 三井住友銀行本店ビルディング建設

○　豊洲３の１特定目的会社 豊洲フロント建設

　　㈱ＩＨＩ 　

○　秋田県 砂子沢ダム本体建設

　

④　繰越工事高(平成22年９月30日現在)

　

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)
(％)

建築工事 112,207 567,926 829 0.1 680,963

土木工事 242,149 104,602 49,877 12.6 396,630

計 354,356 672,529 50,707 4.7 1,077,593

(注)　繰越工事のうち請負金額200億円以上の主なものは、次のとおりである。
　

　　　　発注者 　　　　　工事名称 　
○　ドバイ道路交通局 ドバイメトロプロジェクト建設(アラブ首長国連邦) 　
○　アルジェリア公共事業省高速道路公団 東西高速道路東工区建設(アルジェリア) 　
○　首都高速道路㈱ 中央環状品川線シールドトンネル(北行)建設 　
○　ＭＭ４２開発特定目的会社 みなとみらいグランドセントラルタワー建設 　
○　㈱つくばネクストパートナーズ 筑波大学附属病院新Ｂ棟新設・既存棟改修 　
○　三菱地所㈱

　　平和不動産㈱
(仮称)北新宿地区再開発計画　業務棟建設 　

○　国土交通省中国地方整備局 殿ダム建設 　
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２ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結会計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動

等又は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」について重要な変更はない。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

特記事項なし。

　
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我が国経済は、長期化の様相を呈するデフレのもとで、雇用環境は

依然として厳しく、急激な円高の進行も重なるなど、景気回復への不透明感が強まる状況で推移した。

　国内建設市場についても、公共投資の削減に加え、民間部門における設備投資も弱含みの動きを続ける

中で、受注競争は激しさを増すなど、建設各社を取り巻く経営環境は一段と厳しい状況が続いた。

　こうした中、当第２四半期連結会計期間における当社グループの連結業績は、次のとおりとなった。

　建設事業受注高は、前年同四半期連結会計期間比0.6％減の2,561億円となった。このうち当社の建設事

業受注高については、土木工事443億円（前年同四半期連結会計期間比22.0％減）、建築工事1,513億円

（同10.4％増）の合計1,957億円（同0.9％増）となった。

　売上高は、前年から続く建設事業受注高の低迷による完成工事高の減少を主因として、前年同四半期連

結会計期間比15.8％減の3,435億円となった。

　しかしながら、利益面では、当社の国内工事を中心として完成工事総利益率が着実に改善したことを主

因として、営業利益は前年同四半期連結会計期間比144.6％増の196億円、経常利益は同88.7％増の210億

円、四半期純利益は同99.7％増の116億円となった。

　

セグメントの業績は次のとおりである。（セグメントの業績については、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。）

　(注) 比較・検討のために用いた前第２四半期連結会計期間の数値は、法定開示における四半期レビュー

の対象となっていない。

　

① 土木事業

（当社における建設事業のうち土木工事に関する事業）
　

完成工事高は、受注高の低迷により、前年同四半期連結会計期間比29.6％減の690億円（前年同四半期

連結会計期間は981億円）となった。

　営業損益は、完成工事高が減少したものの、完成工事総利益率の改善により、41億円の利益（前年同四半

期連結会計期間は16億円の損失）となった。

　
② 建築事業

（当社における建設事業のうち建築工事に関する事業）
　

完成工事高は、受注高の低迷により、前年同四半期連結会計期間比14.5％減の1,673億円（前年同四半

期連結会計期間は1,956億円）となった。

　営業利益は、完成工事高が減少したものの、完成工事総利益率の改善により、前年同四半期連結会計期間

比68.0％増の108億円（前年同四半期連結会計期間は64億円）となった。
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③ 開発事業等

（当社における都市開発、地域開発など不動産開発全般に関する事業及び意匠、構造設計その他設計・エンジニアリン

グ全般の事業）
　

不動産市況の低迷が続く中で、売上高・営業損益ともに概ね同水準で推移し、売上高は前年同四半期連

結会計期間比3.7％増の85億円（前年同四半期連結会計期間は82億円）、営業利益は前年同四半期連結会

計期間比14.2％減の５億円（前年同四半期連結会計期間は６億円）となった。

　
④ 国内関係会社

（当社の国内関係会社が行っている事業であり、主に日本国内における建設資機材の販売、専門工事の請負、総合リー

ス業、ビル賃貸事業等）
　

売上高は、建設事業・開発事業等ともに概ね同水準で推移し、前年同四半期連結会計期間比7.7％増の

933億円（前年同四半期連結会計期間は866億円）となった。

　営業利益は、一部の連結子会社において売上総利益率が低下したこと等から、前年同四半期連結会計期

間比15.1％減の28億円（前年同四半期連結会計期間は33億円）となった。

　
⑤ 海外関係会社

（当社の海外関係会社が行っている事業であり、米国、欧州、アジアなどの海外地域における建設事業、開発事業等）
　

売上高は、建設事業受注高の低迷等により、前年同四半期連結会計期間比21.6％減の444億円（前年同

四半期連結会計期間は566億円）となった。

　営業利益は、開発事業等総利益の改善等により、前年同四半期連結会計期間比44.5％増の８億円（前年

同四半期連結会計期間は６億円）となった。

　

(2) 財政状態の分析

資産合計は、前連結会計年度末比1,584億円減少し、１兆6,384億円となった。これは、受取手形・完成工

事未収入金等の減少874億円及び現金預金の減少221億円があったこと等によるものである。

　負債合計は、前連結会計年度末比1,608億円減少し、１兆3,738億円となった。これは、有利子負債残高
※
が

638億円減少したこと及び支払手形・工事未払金等の減少578億円があったこと等によるものである。当

第２四半期連結会計期間末の有利子負債残高は、5,562億円となった。

　純資産合計は、株主資本2,350億円、評価・換算差額等290億円、少数株主持分４億円を合わせて、前連結

会計年度末比24億円増加の2,645億円となった。

　また、当第２四半期連結会計期間末の自己資本比率は、前連結会計年度末比1.5ポイント好転し、16.1％

となった。

　

（注）
※
短期借入金、コマーシャル・ペーパー、社債（１年内償還予定の社債を含む）及び長期借入金の合計額
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(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期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、645億円の収入超過（前年

同四半期連結会計期間は２億円の収入超過）となった。これは、税金等調整前四半期純利益207億円に減

価償却費48億円等の調整を加味した収入に加えて、売上債権の減少417億円等があったことによるもので

ある。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、27億円の支出超過（前年同四半期連結会計期間は81億円の支出

超過）となった。これは、有形固定資産の取得による支出84億円等の支出があった一方で、定期預金の純

減67億円等の収入もあったことによるものである。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金、長期借入金、コマーシャル・ペーパー及び社債によ

る資金調達と返済の収支が896億円の支出超過となったこと等により、901億円の支出超過（前年同四半

期連結会計期間は566億円の支出超過）となった。

　これらにより、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、第１四半期連結会計期間

末から302億円減少し1,226億円となった。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当社グループでは、激しい経営環境の変化に耐えうる安定的な収益基盤の確立を目指して、平成23年度

を最終年度とする「中期経営計画（2009～2011年度）」を鋭意推進中である。

　中核事業である土木・建築・開発の各事業における「受注力・収益力」の一層の強化により、真に強固

な収益基盤の確立を目指すものである。

　すなわち、各事業における利益の極大化に向けて、営業・設計・施工のさらなる連携強化と経営資源の

最適配分を図りつつ、技術提案力や見積・調達機能の強化、入手判断のさらなる厳格化により、適正利益

を確保するとともに、生産合理化や協力会社を含めた現業部門の強化、管理・間接部門の効率化と現業支

援機能の拡充、技術開発の戦略的推進などにより、収益力の底上げを図っていく。

　また、前連結会計年度の業績が営業損失となった主因である海外大型工事については、着実な工事進捗

と採算改善に傾注するとともに、海外工事全般におけるリスク管理の強化に一層努めていく。

　以上のような取り組みを通して、安定的に利益を積み上げることにより、自己資本の充実並びに有利子

負債の削減を着実に行い、開発事業や海外事業へのリスク耐力の向上に繋げていく所存である。

　

(5) 研究開発活動

当第２四半期連結会計期間における当社グループの研究開発費の総額は23億円である。
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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２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除

却等について、重要な変更はない。また、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はない。
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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 2,500,000,000

計 2,500,000,000

　

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22年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年11月12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 1,057,312,0221,057,312,022

東京証券取引所
市場第一部
大阪証券取引所
市場第一部
名古屋証券取引所
市場第一部

単元株式数は1,000株
である。

計 1,057,312,0221,057,312,022― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項なし。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項なし。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項なし。

　

(5) 【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
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成22年７月１日
～平成22年９月30日

― 1,057,312,022― 81,447,203― 20,485,062
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(6) 【大株主の状況】

平成22年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海一丁目８番11号 57,636 5.45

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口)

東京都港区浜松町二丁目11番３号 53,524 5.06

鹿　島　昭　一 東京都港区 31,585 2.99

鹿島社員持株会 東京都港区元赤坂一丁目３番１号 25,870 2.45

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口４)

東京都中央区晴海一丁目８番11号 23,128 2.19

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口９)

東京都中央区晴海一丁目８番11号 20,875 1.97

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町一丁目１番２号 20,442 1.93

SSBT OD 05 OMNIBUS 
ACCOUNT-TREATY CLIENTS
(常任代理人　香港上海銀行東京支店)

338 PITT STREET SYDNEY
NSW 2000 AUSTRALIA
(東京都中央区日本橋三丁目11番１号)

16,933 1.60

THE BANK OF NEW YORK-
JASDECTREATY ACCOUNT
(常任代理人　株式会社みずほ
コーポレート銀行決済営業部)

AVENUE DES ARTS 35 KUNST
LAAN, 1040 BRUSSELS, BELGIUM
(東京都中央区月島四丁目16番13号)

16,452 1.56

石　川　ヨシ子 東京都文京区　 16,192 1.53

計 ― 282,64026.73
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成22年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
    　　　　　　　　　　(注)１

普通株式
16,593,000

― ―

完全議決権株式(その他)　(注)２
普通株式
1,034,535,000

1,034,535 ―

単元未満株式
普通株式

6,184,022
― １単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 1,057,312,022 ― ―

総株主の議決権 ― 1,034,535 ―

(注)　１　「完全議決権株式(自己株式等)」は、当社保有の自己株式16,071,000株及び日本海上工事株式会社が保有

　　する相互保有株式522,000株である。

２　「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が5,000株(議決権５個)含

　　まれている。

 

　

② 【自己株式等】

平成22年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂一丁目３番１号 16,071,000 ─ 16,071,0001.52

日本海上工事株式会社 東京都港区赤坂二丁目10番９号 522,000 ─ 522,0000.05

計 ― 16,593,000 ─ 16,593,0001.57
　

　 　

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22年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 244 233 223 215 220 211

最低(円) 226 200 197 196 196 196

(注)　東京証券取引所(市場第一部)における市場相場を記載した。
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３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりで

ある。

　

役職の異動

役名 新職名 旧職名 氏名 異動年月日

取締役
専務執行役員
財務担当

専務執行役員
財務本部長

染  谷　　香 平成22年11月11日

　

　

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までの執行役員の異動は、次のとお

りである。

　

担当職務の異動

役職 氏名 新担当 旧担当 異動年月日

執行役員 越  島  啓  介

海外事業本部長  兼
カジマ ユーエスエー
インコーポレーテッド
社長　　　　（注）１

海外法人統括部長  兼
カジマ ユーエスエー
インコーポレーテッド
社長

平成22年７月１日

専務執行役員
　　（注）２

染  谷  　　香 財務担当 財務本部長 平成22年11月11日

執行役員 高  野  博  信 財務本部長 財務本部副本部長 平成22年11月11日

　

(注) １海外現地法人に対する統括機能を強化すると共に、海外の建築・開発事業における新規市場、新規事業の開

拓、推進及び実施を目的として、海外法人統括部を海外事業本部に組織変更することに伴う異動である。

２ 専務執行役員 染谷 香は、取締役兼務者である。
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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21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び前第２四半期連結

累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日まで)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22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間

(平成22年４月１日から平成22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21年７月

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

日まで）に係る四半期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間（平成22年７月１日から平成22年９

月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツ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22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 124,382 146,570

受取手形・完成工事未収入金等 ※5
 415,572

※5
 503,000

営業投資有価証券 21,005 20,932

販売用不動産 106,478 111,456

未成工事支出金 ※4
 52,000

※4
 57,185

開発事業支出金 127,240 117,049

その他のたな卸資産 ※4
 14,633

※4
 11,567

その他 163,005 202,124

貸倒引当金 △3,773 △4,270

流動資産合計 1,020,545 1,165,616

固定資産

有形固定資産

土地 194,376 194,827

その他（純額） ※1
 144,681

※1
 142,740

有形固定資産合計 339,057 337,568

無形固定資産 6,757 7,001

投資その他の資産

投資有価証券 ※2
 191,797

※2
 207,888

その他 102,727 104,122

貸倒引当金 △22,458 △25,332

投資その他の資産合計 272,066 286,678

固定資産合計 617,881 631,248

資産合計 1,638,427 1,796,865
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 413,695 471,519

短期借入金 207,619 244,362

コマーシャル・ペーパー 12,000 70,000

1年内償還予定の社債 10,000 10,000

未成工事受入金 84,109 85,611

引当金 ※4
 16,187

※4
 21,056

その他 159,932 191,104

流動負債合計 903,543 1,093,655

固定負債

社債 107,500 87,500

長期借入金 219,132 208,189

退職給付引当金 60,649 60,545

その他 83,029 84,809

固定負債合計 470,311 441,045

負債合計 1,373,855 1,534,700

純資産の部

株主資本

資本金 81,447 81,447

資本剰余金 45,330 45,330

利益剰余金 114,306 97,174

自己株式 △6,013 △6,004

株主資本合計 235,070 217,947

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 20,134 30,682

繰延ヘッジ損益 △1,490 △1,083

土地再評価差額金 25,462 25,475

為替換算調整勘定 △15,021 △11,152

評価・換算差額等合計 29,084 43,922

少数株主持分 417 294

純資産合計 264,572 262,164

負債純資産合計 1,638,427 1,796,865
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

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

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年９月30日)

売上高

完成工事高 758,797 585,757

開発事業等売上高 70,794 65,824

売上高合計 829,591 651,582

売上原価

完成工事原価 712,726 525,310

開発事業等売上原価 61,201 55,925

売上原価合計 773,927 581,235

売上総利益

完成工事総利益 46,071 60,447

開発事業等総利益 9,592 9,899

売上総利益合計 55,663 70,346

販売費及び一般管理費 ※1
 42,473

※1
 41,433

営業利益 13,190 28,912

営業外収益

受取配当金 2,480 2,565

開発事業出資利益 － 3,036

開発事業関連違約金収入 4,000 －

その他 4,674 4,101

営業外収益合計 11,155 9,704

営業外費用

支払利息 4,136 4,219

その他 2,314 2,110

営業外費用合計 6,451 6,329

経常利益 17,894 32,287

特別利益

固定資産売却益 309 42

投資有価証券売却益 532 173

貸倒引当金戻入額 474 631

特別利益合計 1,315 847

特別損失

投資有価証券評価損 591 1,075

その他 193 323

特別損失合計 784 1,399

税金等調整前四半期純利益 18,425 31,735

法人税、住民税及び事業税 3,900 6,315

過年度法人税等戻入額 － △3,996

法人税等調整額 4,406 8,068

法人税等合計 8,307 10,387

少数株主損益調整前四半期純利益 － 21,348

少数株主利益 531 1,112

四半期純利益 9,586 20,236
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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21年７月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年７月１日
　至 平成22年９月30日)

売上高

完成工事高 369,572 307,212

開発事業等売上高 38,309 36,378

売上高合計 407,881 343,590

売上原価

完成工事原価 346,122 272,392

開発事業等売上原価 32,443 30,242

売上原価合計 378,566 302,635

売上総利益

完成工事総利益 23,449 34,819

開発事業等総利益 5,865 6,136

売上総利益合計 29,314 40,955

販売費及び一般管理費 ※1
 21,297

※1
 21,345

営業利益 8,017 19,610

営業外収益

受取配当金 632 707

開発事業出資利益 － 3,029

開発事業関連違約金収入 4,000 －

その他 2,073 1,461

営業外収益合計 6,706 5,198

営業外費用

支払利息 2,176 2,294

為替差損 － 918

その他 1,392 549

営業外費用合計 3,569 3,762

経常利益 11,154 21,046

特別利益

貸倒引当金戻入額 1,276 587

その他 424 75

特別利益合計 1,701 662

特別損失

投資有価証券評価損 108 856

訴訟和解金 131 －

その他 23 82

特別損失合計 264 938

税金等調整前四半期純利益 12,591 20,770

法人税、住民税及び事業税 3,424 5,963

法人税等調整額 2,632 2,050

法人税等合計 6,056 8,014

少数株主損益調整前四半期純利益 － 12,756

少数株主利益 696 1,098

四半期純利益 5,837 11,657
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

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

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 18,425 31,735

減価償却費 10,016 9,301

貸倒引当金の増減額（△は減少） △452 △657

引当金の増減額（△は減少） △2,139 △4,841

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,762 105

受取利息及び受取配当金 △3,223 △3,153

支払利息 4,136 4,219

固定資産除売却損益（△は益） △266 30

投資有価証券売却損益（△は益） △513 △173

投資有価証券評価損益（△は益） 591 1,075

売上債権の増減額（△は増加） 24,066 84,801

販売用不動産の増減額（△は増加） △2,553 2,381

未成工事支出金の増減額（△は増加） 19,335 5,120

開発事業支出金の増減額（△は増加） △11,098 △11,591

その他のたな卸資産の増減額（△は増加） △4,862 △3,067

仕入債務の増減額（△は減少） △70,199 △56,565

未成工事受入金及び開発事業等受入金の増減額
（△は減少）

△15,622 2,684

その他 △16,792 △3,103

小計 △53,912 58,302

利息及び配当金の受取額 3,184 3,269

利息の支払額 △4,109 △4,090

法人税等の支払額 △2,998 △8,248

過年度法人税等戻入による収入 － 2,911

営業活動によるキャッシュ・フロー △57,836 52,145

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加） － 3,081

有形固定資産の取得による支出 △11,112 △10,987

有形固定資産の売却による収入 355 309

無形固定資産の取得による支出 △659 △291

投資有価証券の取得による支出 △5,399 △1,234

投資有価証券の売却等による収入 7,372 493

その他の関係会社有価証券の取得による支出 △3,000 －

貸付けによる支出 △2,430 △825

貸付金の回収による収入 217 2,427

その他 2,475 553

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,181 △6,475
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（単位：百万円）

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

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22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） 35,531 △26,056

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減
少）

△26,000 △58,000

長期借入れによる収入 3,610 31,208

長期借入金の返済による支出 △10,912 △26,836

社債の発行による収入 30,000 20,000

社債の償還による支出 △825 －

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △1,164 △926

配当金の支払額 △2,532 △3,117

その他 △118 △9

財務活動によるキャッシュ・フロー 27,588 △63,737

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,635 △1,036

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △40,793 △19,103

現金及び現金同等物の期首残高 151,412 141,772

現金及び現金同等物の四半期末残高 110,618 122,668
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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22年４月１日
至　平成22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

該当事項なし。

(2) 連結子会社の数　90社

２　持分法の適用に関する事項

の変更

(1) 持分法適用非連結子会社

①持分法適用非連結子会社の変更

第１四半期連結会計期間に、非連結子会社１社は合併により消滅した。

②変更後の持分法適用非連結子会社の数　47社

(2) 持分法適用関連会社

①持分法適用関連会社の変更

第１四半期連結会計期間に、株式の取得により関連会社となった１社について、新

たに持分法を適用している。また、株式を売却した関連会社２社については、持分

法適用の範囲から除外した。

②変更後の持分法適用関連会社の数　51社

３　会計処理基準に関する事項

の変更

(1)「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面

の取扱い」の適用

第１四半期連結会計期間から、「持分法に関する会計基準」(企業会計基準第16号 

平成20年３月10日公表分)及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取

扱い」(実務対応報告第24号  平成20年３月10日)を適用している。

この変更による損益への影響はない。

(2)「資産除去債務に関する会計基準」の適用

第１四半期連結会計期間から、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準

第18号  平成20年３月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」

(企業会計基準適用指針第21号  平成20年３月31日)を適用している。

この変更による損益への影響は軽微である。

　

　

EDINET提出書類

鹿島建設株式会社(E00058)

四半期報告書

22/37



　

【表示方法の変更】

(四半期連結損益計算書関係)

　

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日)

「開発事業出資利益」については、前第２四半期連結累計期間において営業外収益の「その他」に含めて表示していた

が、営業外収益総額の100分の20を超えることとなったため、当第２四半期連結累計期間から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「開発事業出資利益」は99百万円である。

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく財務諸表等規則等の一部を改

正する内閣府令（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用により、当第２四半期連結累計期間から「少数株主損益

調整前四半期純利益」の科目で表示している。

　

当第２四半期連結会計期間
(自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日)

「開発事業出資利益」については、前第２四半期連結会計期間において営業外収益の「その他」に含めて表示していた

が、営業外収益総額の100分の20を超えることとなったため、当第２四半期連結会計期間から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「開発事業出資利益」は60百万円である。

「為替差損」については、前第２四半期連結会計期間において営業外費用の「その他」に含めて表示していたが、営業

外費用総額の100分の20を超えることとなったため、当第２四半期連結会計期間から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「為替差損」は276百万円である。

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく財務諸表等規則等の一部を改

正する内閣府令（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用により、当第２四半期連結会計期間から「少数株主損益

調整前四半期純利益」の科目で表示している。

　

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日)

「定期預金の純増減額(△は増加)」については、前第２四半期連結累計期間において投資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、金額的重要性が増したため、当第２四半期連結累計期間から区分掲記する

こととした。

なお、前第２四半期連結累計期間の「定期預金の純増減額(△は増加)」は857百万円である。

　

【会社等の財政状態、経営成績又はキャッシュ・フローの状況に関する事項で、当該企業集団の財政状態、

経営成績及びキャッシュ・フローの状況の判断に影響を与えると認められる重要なもの】

　

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日  
至  平成22年９月30日)

該当事項なし。
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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22年９月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額

247,821百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

243,937百万円

※２　このうち、有価証券消費貸借契約に基づく貸付が

49,365百万円含まれている。

※２　このうち、有価証券消費貸借契約に基づく貸付が

64,043百万円含まれている。

　３　偶発債務

　　　下記の会社等の銀行借入金等について保証を行って

いる。

　 　 百万円

関係会社５件 2,565　
　　その他

IDI/DCT, LLC 5,307　
その他16件 12,175　

小計 17,482　
計 20,048　

　　　なお、再保証のある保証債務については、当社の負担

額を記載している。

　３　偶発債務

　　　下記の会社等の銀行借入金等について保証を行って

いる。

　 　 百万円

関係会社６件 2,769　
　　その他

IDI/DCT, LLC 5,422　
その他15件 11,764　

小計 17,186　
計 19,956　

　　　なお、再保証のある保証債務については、当社の負担

額を記載している。

※４　損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事

支出金738百万円及びその他のたな卸資産（仕掛

品）28百万円は、これに対応する引当金（工事損

失引当金）767百万円を相殺して表示している。

※４　損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事

支出金733百万円及びその他のたな卸資産（仕掛

品）23百万円は、これに対応する引当金（工事損

失引当金）756百万円を相殺して表示している。

※５　債権流動化による完成工事未収入金の譲渡高　

14,668百万円

※５　債権流動化による完成工事未収入金の譲渡高

35,586百万円

　６　当社は、緊急時における資金調達手段を確保するた

め、取引銀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。契約極度額は

150,000百万円であるが、当第２四半期連結会計期

間末現在において、本契約に基づく借入金残高は

ない。

　６　当社は、緊急時における資金調達手段を確保するた

め、取引銀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。契約極度額は

150,000百万円であるが、当連結会計年度末現在に

おいて、本契約に基づく借入金残高はない。
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(四半期連結損益計算書関係)

　

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

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22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。

百万円

従業員給料手当 16,719

退職給付引当金繰入額 430

　２　当社グループの主たる事業である国内建設事業にお

いては、契約により工事の完成引渡しが第４四半

期連結会計期間に集中するという季節変動要因が

あるため、第１、第２、或いは第３四半期連結会計

期間における完成工事高及び完成工事原価に比

べ、第４四半期連結会計期間の完成工事高及び完

成工事原価が多くなるといった傾向がある。
 

※１　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 16,406

退職給付引当金繰入額 1,171

──────

　
　

　

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

当第２四半期連結会計期間
(自　平成22年７月１日
至　平成22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。

百万円

従業員給料手当 8,204

退職給付引当金繰入額 △132

　２　当社グループの主たる事業である国内建設事業にお

いては、契約により工事の完成引渡しが第４四半

期連結会計期間に集中するという季節変動要因が

あるため、第１、第２、或いは第３四半期連結会計

期間における完成工事高及び完成工事原価に比

べ、第４四半期連結会計期間の完成工事高及び完

成工事原価が多くなるといった傾向がある。
 

※１　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 8,285

退職給付引当金繰入額 542

──────

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

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

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日)

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

百万円

現金預金勘定 112,000　
預入期間が３ヵ月を超える

△1,382
　

定期預金 　
現金及び現金同等物 110,618　

 

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

百万円

現金預金勘定 124,382　
預入期間が３ヵ月を超える

△1,713
　

定期預金 　
現金及び現金同等物 122,668　
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(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成22年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自　平成22年４月１日　

至　平成22年９月30日)

１　発行済株式の種類及び総数
　　

　　　普通株式　　1,057,312千株

　

２　自己株式の種類及び株式数
　

　　　普通株式　　　 18,065千株

　

３　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月29日
定時株主総会

普通株式 3,123 3.00平成22年３月31日 平成22年６月30日 利益剰余金

　

　(2) 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計

期間末後となるもの
　　　

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年11月11日
取締役会

普通株式 3,123 3.00平成22年９月30日 平成22年12月３日 利益剰余金
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(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

前第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 369,57215,133 23,175407,881 ― 407,881

(2) セグメント間の内部
　　売上高又は振替高

2,067 523 1,063 3,655 (3,655) ―

計 371,63915,657 24,239411,536(3,655)407,881

　営業利益 7,193 404 1,893 9,491 (1,474)8,017

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

　

　
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 758,79730,932 39,861829,591 ― 829,591

(2) セグメント間の内部
　　売上高又は振替高

4,562 1,051 3,059 8,674 (8,674) ―

計 763,36031,983 42,921838,266(8,674)829,591

　営業利益 12,439 722 1,366 14,529 (1,338)13,190

(注) １　事業区分の方法

　　日本標準産業分類及び四半期連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分した。ただし、開発事業について

は重要性を勘案し、四半期連結損益計算書の開発事業等売上高より区分して表示している。

２　各事業区分に属する主要な内容

　　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：都市開発、地域開発等不動産開発全般に関する事業

　　その他の事業：意匠、構造設計その他設計・エンジニアリング全般に関する事業、金融及びその他の事業

３　会計処理の変更

　  第１四半期連結会計期間から「工事契約に関する会計基準」(企業会計基準第15号　平成19年12月27日)

及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第18号　平成19年12月27日)を適用

している。これにより、従来の方法によった場合と比較して、「建設事業」について、当第２四半期連結累計

期間の売上高は14,699百万円、営業利益は821百万円それぞれ増加している。
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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21年７月１日  至  平成21年９月30日)

　

　
日本
(百万円)

北米
(百万円)

欧州
(百万円)

アジア
(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351,19926,6323,00027,049407,881 ─ 407,881

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,100 ─ 11 ─ 1,112(1,112) ─

計 352,30026,6323,01127,049408,993(1,112)407,881

営業利益又は営業損失(△) 7,404 △670 △288 1,569 8,015 1 8,017

　

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

　
日本
(百万円)

北米
(百万円)

欧州
(百万円)

アジア
(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730,75652,8014,89141,142829,591 ─ 829,591

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,383 ─ 11 ─ 1,394(1,394) ─

計 732,14052,8014,90241,142830,986(1,394)829,591

営業利益又は営業損失(△) 13,417△1,967 △547 2,28413,186 3 13,190

(注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。

２　各区分に属する主な国又は地域

(1) 北米 ……… アメリカ

(2) 欧州 ……… 英国、フランス

(3) アジア …… シンガポール、台湾

３　会計処理の変更

　  第１四半期連結会計期間から「工事契約に関する会計基準」(企業会計基準第15号　平成19年12月27日)

及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第18号　平成19年12月27日)を適用

している。これにより、従来の方法によった場合と比較して、「日本」について、当第２四半期連結累計期間

の売上高は14,699百万円、営業利益は821百万円それぞれ増加している。
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【海外売上高】

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

　

　 北米 欧州 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 26,661 3,547 28,664 29,900 88,774

Ⅱ　連結売上高(百万円) 　 　 　 　 407,881

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

6.6 0.9 7.0 7.3 21.8

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

　

　 北米 欧州 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 52,769 5,498 47,668 65,755 171,692

Ⅱ　連結売上高(百万円) 　 　 　 　 829,591

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

6.4 0.7 5.7 7.9 20.7

(注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。

２　各区分に属する主な国又は地域

(1) 北米 ……………… アメリカ

(2) 欧州 ……………… 英国、ポーランド

(3) アジア …………… シンガポール、台湾

(4) その他の地域 …… アルジェリア、アラブ首長国連邦

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

１  報告セグメントの概要

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

り、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっている

ものである。

  当社グループは、当社において土木・建築・開発等の事業別に本部を置いて戦略を立案し、事業活動を展

開するとともに、主に日本国内における建設資機材の販売、専門工事の請負、総合リース業、ビル賃貸事業な

ど多様な事業を展開する国内関係会社及び米国、欧州、アジアなどの海外地域において建設事業、開発事業

等を展開する海外関係会社が当社と連携しつつ、幅広い多角的な事業を行っている。

  したがって、当社グループは、当社の事業別並びに国内関係会社及び海外関係会社別のセグメントから構

成されており、以下の５つを報告セグメントとしている。

土　木　事　業：当社における建設事業のうち土木工事に関する事業　

建　築　事　業：当社における建設事業のうち建築工事に関する事業

開 発 事 業 等：当社における都市開発、地域開発など不動産開発全般に関する事業及び意匠、構造設計

その他設計・エンジニアリング全般の事業

国内関係会社：当社の国内関係会社が行っている事業であり、主に日本国内における建設資機材の販

売、専門工事の請負、総合リース業、ビル賃貸事業等

海外関係会社：当社の海外関係会社が行っている事業であり、米国、欧州、アジアなどの海外地域にお

ける建設事業、開発事業等

　   

２　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　　当第２四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日）　

　 　 　 　 　 　 　 （単位：百万円）

　

報告セグメント
調整額　　　
（注1)

四半期連結
損益計算書　
計上額　（注
2）土木事業 建築事業

開発　　　事
業等

国内
関係会社

海外　　関
係会社

計

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　

(1) 外部顧客への売上高 153,184313,59914,26391,22479,309651,582 ― 651,582

(2) セグメント間の内部
    売上高又は振替高

― 4,5461,06163,527 7 69,143(69,143)―

計 153,184318,14615,324154,75279,317720,725(69,143)651,582

セグメント
利益又は損失（△）

9,48415,980△165 2,840 825 28,966 (53)28,912

(注) １　セグメント利益又は損失（△）の調整額△53百万円は、セグメント間取引消去によるものである。

　　 ２　セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。
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　　当第２四半期連結会計期間（自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日）　

　 　 　 　 　 　 　 （単位：百万円）

　

報告セグメント
調整額　　　
（注1)

四半期連結
損益計算書　
計上額　（注
2）土木事業 建築事業

開発　　　事
業等

国内
関係会社

海外　　関
係会社

計

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　

(1) 外部顧客への売上高 69,029166,0717,97456,04744,468343,590 ― 343,590

(2) セグメント間の内部
    売上高又は振替高

― 1,320 536 37,330 3 39,190(39,190)―

計 69,029167,3928,51093,37744,471382,781(39,190)343,590

セグメント利益 4,17710,874 531 2,855 883 19,323 287 19,610

(注) １　セグメント利益の調整額287百万円は、セグメント間取引消去によるものである。

　　 ２　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。

　

(追加情報)

　第１四半期連結会計期間から、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号　平成

21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20

号　平成20年３月21日)を適用している。
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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22年９月30日）

その他有価証券で時価のあるもの

　

種類
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 106,666141,091 34,425

(2) 債券 　 　 　

　国債・地方債等 1,427 1,441 13

　社債 170 179 9

　その他 410 414 3

(3) その他 1,134 1,124 △10

合計 109,810144,251 34,441

(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について減損処理を行い、

投資有価証券評価損218百万円を計上している。
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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22年９月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

　１株当たり純資産額
 

　 254.18円
　

　 251.97円
　

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 264,572 262,164

純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) 417 294

（うち少数株主持分(百万円)） ( 417 ) ( 294 )

普通株式に係る四半期連結会計期間末
(連結会計年度末)の純資産額(百万円)

264,154 261,870

１株当たり純資産額の算定に用いられた
四半期連結会計期間末(連結会計年度末)
の普通株式の数(千株)

1,039,246 1,039,288

　

２  １株当たり四半期純利益金額

　

第２四半期連結累計期間

　

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

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30日)

  １株当たり四半期純利益金額
 

　 9.45円
　

　 19.47円
　

(注) １  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していない。

２  １株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

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

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30日)

四半期純利益(百万円) 9,586 20,236

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) 9,586 20,236

普通株式の期中平均株式数(千株) 1,014,922 1,039,263

　

第２四半期連結会計期間

　

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

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日
至  平成22年９月30日)

  １株当たり四半期純利益金額
 

　 5.76円
　

　 11.22円
　

(注) １  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していない。

２  １株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

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

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日
至  平成22年９月30日)

四半期純利益(百万円) 5,837 11,657

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) 5,837 11,657

普通株式の期中平均株式数(千株) 1,014,295 1,039,254
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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22年７月１日
  至　平成22年９月30日)

(優先出資の譲渡) 　
当社は、平成22年11月11日開催の取締役会において、ユーディーエックス特定目的会社の優先出資の譲渡について以

下のとおり決議した。

(1) 譲渡の理由 　
ユーディーエックス特定目的会社は、秋葉原ＵＤＸを開発・保有するための特別目的会社としてエヌ・ティ・

ティ都市開発株式会社と共同で設立したものであるが、新規開発投資への資金需要等を考慮して、当社が保有す

るユーディーエックス特定目的会社の優先出資を譲渡することとした。

(2) 譲渡の内容 　
① 譲渡の対象 ユーディーエックス特定目的会社の優先出資

② 譲渡口数 39,480口

③ 譲渡先 プレミア投資法人

④ 譲渡契約締結日 平成22年11月15日(予定)

⑤ 譲渡日 平成22年12月８日(予定)

⑥ 譲渡価額 約143億円

(3) 損益に与える影響 　
本優先出資の譲渡に伴い、特別利益約123億円を計上する予定である。

　

　
２ 【その他】

中間配当に関する取締役会の決議は、次のとおりである。

①　決議年月日 平成22年11月11日

②　中間配当金の総額 3,123,721,395円

③　１株当たりの額 ３円00銭

④　支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成22年12月３日

 　（注）平成22年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、

         支払いを行う。
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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21年11月10日

鹿　島　建　設　株　式　会　社

　 取　締　役　会　 　御　中

　

有限責任監査法人 　ト ー マ ツ
　 　

　

指定有限責任社員
業 務 執 行 社
員

　 公認会計士    大    髙    俊    幸    ㊞

　

指定有限責任社員
業 務 執 行 社
員

　 公認会計士    大    中    康    宏    ㊞

　

　
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」に掲げられている鹿島

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、鹿島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。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成22年11月11日

鹿　島　建　設　株　式　会　社

　 取　締　役　会　 　御　中

　

有限責任監査法人 　ト ー マ ツ
　 　

　

指定有限責任社員
業 務 執 行 社
員

　 公認会計士    大    髙    俊    幸    ㊞

　

指定有限責任社員
業 務 執 行 社
員

　 公認会計士    大    中    康    宏    ㊞

　

　
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」に掲げられている鹿島

建設株式会社の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平

成22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年

９月30日まで）に係る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、鹿島建設株式会社及び連結子会社の平成22年

９月30日現在の財政状態、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

　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成22年11月11日開催の取締役会において、ユーディー

エックス特定目的会社の優先出資の譲渡を決議している。

　
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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