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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16期

第３四半期
連結累計期間

第17期
第３四半期
連結累計期間

第16期

会計期間
自 2018年４月１日
至 2018年12月31日

自 2019年４月１日
至 2019年12月31日

自 2018年４月１日
至 2019年３月31日

売上高 (百万円) 229,816 248,190 331,437

経常利益 (百万円) 16,995 18,947 22,932

親会社株主に帰属する
四半期（当期）純利益

(百万円) 11,517 12,662 15,504

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 12,043 12,416 17,209

純資産額 (百万円) 87,817 102,195 92,981

総資産額 (百万円) 250,023 239,434 264,996

１株当たり四半期（当期）純利益 (円) 107.98 118.77 145.37

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 (％) 35.0 42.5 35.0
 

 

回次
第16期

第３四半期
連結会計期間

第17期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 2018年10月１日
至 2018年12月31日

自 2019年10月１日
至 2019年12月31日

１株当たり四半期純利益 (円) 36.18 10.74
 

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

載しておりません。

　　　２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

　　　３　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 
２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、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

な変更はありません。また、主要な関係会社に異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

「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で表示しております。

 

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生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」についての重要な変更はありません。

 

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において、当社グループ（当社及び連結子会社）が

判断したものであります。

 
(1) 財政状態及び経営成績の状況

①経営成績の分析

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出が引き続き弱含むなかで、製造業を中心に弱さが一段と

増しているものの、企業収益は高い水準で推移し、雇用や所得環境も継続的な改善が見られるなど、緩やかな回復

基調が続きました。

建設業界におきましては、引き続き、企業収益の改善等を背景とした設備投資による民間建設投資や公共投資が

底堅く推移し、市場環境は好調を維持いたしました。

　このような情勢下におきまして当社グループは、「中期経営計画2018-2020『Shinka2020』」の基本方針に則り、

国内建設事業におけるリニューアル事業及び戦略事業である不動産事業・国際事業を推進するとともに、ＩＣＴの

積極活用により新たな価値を提供してまいりました。

当第３四半期連結累計期間の経営成績は、売上高は248,190百万円（前年同四半期比8.0％増）となりました。損

益面では、営業利益は17,845百万円（前年同四半期比9.7％増）、経常利益は18,947百万円（前年同四半期比11.5％

増）となりました。これに、税金費用等を加味した結果、親会社株主に帰属する四半期純利益は12,662百万円（前

年同四半期比9.9％増）となりました。

 

セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。

（建設事業（建築））

受注高は、海外工事が増加したものの、国内民間工事及び国内官公庁工事の減少により、92,627百万円（前

年同四半期比19.2％減）となりました。

　完成工事高については、国内民間工事及び海外工事が減少したものの、国内官公庁工事の増加により184,878

百万円（前年同四半期比0.5％増）となりました。損益面については、18,920百万円（前年同四半期比17.7％

増）のセグメント利益となりました。

 

（建設事業（土木））

 受注高は、国内民間工事が増加したものの、海外工事及び国内官公庁工事の減少により、38,529百万円（前

年同四半期比23.4％減）となりました。

　完成工事高については、国内官公庁工事、海外工事及び国内民間工事の増加により、61,811百万円（前年同

四半期比39.3％増）となりました。損益面については、4,032百万円（前年同四半期比5.1％減）のセグメント

利益となりました。

 
（不動産事業等）

不動産事業等売上高については、1,500百万円（前年同四半期比6.4％増）となりました。損益面について

は、賃貸事業等で利益を計上したものの、長期大型開発事業の収支見直しに伴い不動産事業等損失引当金を計

上したことなどにより、52百万円のセグメント損失（前年同四半期は134百万円のセグメント利益）となりまし

た。
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②財政状態の分析

 当第３四半期連結会計期間末の資産の部につきましては、有形固定資産が2,479百万円、投資有価証券が2,360百

万円それぞれ増加した一方、現金預金が28,018百万円減少したことなどにより、資産合計は前連結会計年度末と比

較して25,561百万円減少（9.6％減）し、239,434百万円となりました。

　負債の部につきましては、短期借入金が22,000百万円増加した一方、支払手形・工事未払金等が28,017百万円、

電子記録債務が25,185百万円それぞれ減少したことなどにより、負債合計は前連結会計年度末と比較して34,776百

万円減少（20.2％減）し、137,238百万円となりました。

　純資産の部につきましては、配当を3,201百万円実施したものの、親会社株主に帰属する四半期純利益を12,662百

万円計上したことにより利益剰余金が増加した結果、株主資本は9,459百万円増加しました。また、株式相場の影響

によりその他有価証券評価差額金が1,335百万円増加したものの、退職給付制度の改定等により退職給付に係る調整

累計額が1,571百万円減少したことなどにより、その他の包括利益累計額は326百万円減少しました。この結果、純

資産合計は前連結会計年度末と比較して9,214百万円増加（9.9％増）し、102,195百万円となりました。

　なお、自己資本は101,766百万円となり、自己資本比率は前連結会計年度末と比較して7.5ポイント増加し、

42.5％となりました。 

 

　(2) 経営方針・経営戦略等

　　　当第３四半期連結累計期間において、当社グループの経営方針・経営戦略について重要な変更はありません。

 
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

わが国経済の今後の見通しにつきましては、引き続き企業収益や雇用・所得環境の改善、各種政策の効果もあ

り、景気は緩やかに回復することが期待されますが、通商問題を巡る動向、中国経済の先行き、英国のＥＵ離脱、

中東地域を巡る情勢等の海外経済の動向や金融資本市場の変動の影響に加え、消費税率引き上げ後の消費者マイン

ドの動向に留意する必要があり、先行きは不透明な状態が続くものと予想されます。

今後の国内建設市場につきましては、旺盛な建設需要により引き続き好調に推移すると予想される一方で、大都

市圏を中心とした複数の大型再開発工事による需給のひっ迫により、建設コストは高水準を維持することが懸念さ

れます。また、従来の新設等を主体とした「フロー」型から維持・修繕等の「ストック」型への需要の質的変化

や、高齢の建設就労者の大量退職による人材不足が深刻化することが予想され、長時間労働の解消や働き方改革の

実現等への対応も求められております。

このような情勢下におきまして当社グループは、引き続き「中期経営計画2018-2020『Shinka2020』」の基本方針

に基づく施策の着実な具体化により、環境変化に負けない企業集団への成長を目指すとともに、東急グループの総

合力の活用や積極的な人材獲得、提携・Ｍ＆Ａ等により、お客様に応じた総合的な建設ソリューションを提供する

企業集団への成長を目指してまいります。

 

(4) 研究開発活動

当第３四半期連結累計期間における研究開発費は701百万円であります。

　なお、当第３四半期連結累計期間において、研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

３ 【経営上の重要な契約等】

　　当第３四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又は締結等はありません。
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第３ 【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 400,000,000

計 400,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）
（2019年12月31日）

提出日現在
発行数（株）

（2020年２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 106,761,205 106,761,205
東京証券取引所
（市場第一部）

単元株式数は100株

計 106,761,205 106,761,205 － －
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　　　 該当事項はありません。

 

(4) 【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）

2019年10月１日～
2019年12月31日

－ 106,761 － 16,354 － 3,893
 

 

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載するこ

とができないことから、直前の基準日である2019年９月30日現在の株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】

   2019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 － －

58,000

完全議決権株式（その他）
 普通株式

1,063,011 －
106,301,100

単元未満株式
 普通株式

－ １単元（100株）未満の株式
402,105

発行済株式総数 106,761,205 － －

総株主の議決権 － 1,063,011 －
 

 (注) １ 「完全議決権株式（その他）」の欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が500株（議決

　 権５個）及び役員報酬ＢＩＰ信託が所有する株式が90,000株（議決権900個）含まれております。

２ 「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社所有の自己株式が69株及び株式会社証券保管振替機構名義の

　　　　　株式が95株含まれております。

 

② 【自己株式等】

  2019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）
東急建設株式会社

東京都渋谷区渋谷一丁目16番14号 58,000 － 58,000 0.05

計 － 58,000 － 58,000 0.05
 

 （注）役員報酬ＢＩＰ信託が所有する株式90,000株（議決権900個）は、上記自己保有株式には含まれておりません。

 
２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【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」（2007年内閣府令

第64号）に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（1949年建設省令第14号）に準じて記載しております。

 

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（2019年10月１日から2019年

12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2019年４月１日から2019年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表

について、EY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おります。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2019年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金預金 49,145 21,126

  受取手形・完成工事未収入金等 115,174 115,270

  未成工事支出金 24,137 24,221

  不動産事業支出金 1 －

  販売用不動産 21 21

  材料貯蔵品 20 26

  その他 16,602 14,878

  貸倒引当金 △131 △122

  流動資産合計 204,971 175,422

 固定資産   

  有形固定資産 26,163 28,642

  無形固定資産 844 857

  投資その他の資産   

   投資有価証券 28,411 30,772

   長期貸付金 51 36

   退職給付に係る資産 1,423 －

   繰延税金資産 196 787

   その他 ※１  2,934 ※１  2,915

   貸倒引当金 ※１  △0 ※１  △0

   投資その他の資産合計 33,017 34,511

  固定資産合計 60,025 64,011

 資産合計 264,996 239,434

負債の部   

 流動負債   

  支払手形・工事未払金等 74,233 46,215

  電子記録債務 50,486 25,301

  短期借入金 80 22,081

  未払法人税等 3,909 2,548

  未成工事受入金 14,623 11,552

  不動産事業受入金 1 －

  完成工事補償引当金 2,821 4,064

  工事損失引当金 2,095 901

  賞与引当金 3,405 1,946

  預り金 11,425 10,685

  その他 2,871 3,906

  流動負債合計 165,955 129,203

 固定負債   

  長期借入金 1,557 1,476

  繰延税金負債 791 1,860

  役員株式給付引当金 16 33

  不動産事業等損失引当金 2,266 2,350

  退職給付に係る負債 235 1,102

  その他 1,192 1,212

  固定負債合計 6,059 8,035

 負債合計 172,014 137,238
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2019年12月31日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 16,354 16,354

  資本剰余金 3,893 3,893

  利益剰余金 65,128 74,589

  自己株式 △158 △159

  株主資本合計 85,218 94,678

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 7,618 8,954

  為替換算調整勘定 △95 △186

  退職給付に係る調整累計額 △108 △1,679

  その他の包括利益累計額合計 7,414 7,088

 非支配株主持分 347 428

 純資産合計 92,981 102,195

負債純資産合計 264,996 239,434
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
　至 2018年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

売上高   

 完成工事高 228,406 246,689

 不動産事業等売上高 1,409 1,500

 売上高合計 229,816 248,190

売上原価   

 完成工事原価 202,593 217,527

 不動産事業等売上原価 892 1,240

 売上原価合計 203,485 218,767

売上総利益   

 完成工事総利益 25,812 29,162

 不動産事業等総利益 517 260

 売上総利益合計 26,330 29,422

販売費及び一般管理費 10,057 11,577

営業利益 16,272 17,845

営業外収益   

 受取利息 45 36

 受取配当金 212 221

 持分法による投資利益 598 996

 その他 50 57

 営業外収益合計 907 1,311

営業外費用   

 支払利息 48 75

 為替差損 45 57

 その他 91 77

 営業外費用合計 185 210

経常利益 16,995 18,947

特別損失   

 投資有価証券評価損 － 100

 特別損失合計 － 100

税金等調整前四半期純利益 16,995 18,846

法人税、住民税及び事業税 3,568 5,439

法人税等調整額 1,841 662

法人税等合計 5,409 6,102

四半期純利益 11,585 12,743

非支配株主に帰属する四半期純利益 68 81

親会社株主に帰属する四半期純利益 11,517 12,662
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
　至 2018年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

四半期純利益 11,585 12,743

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 452 1,223

 為替換算調整勘定 △111 △9

 退職給付に係る調整額 △133 △1,603

 持分法適用会社に対する持分相当額 251 63

 その他の包括利益合計 458 △326

四半期包括利益 12,043 12,416

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 11,990 12,335

 非支配株主に係る四半期包括利益 53 81
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係)

※１　その他（破産更生債権等）と貸倒引当金の直接減額表示

債権全額に貸倒引当金を設定している「破産更生債権等」については、当該貸倒引当金を債権から直接減額して

おります。

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2019年12月31日)

18百万円 19百万円
 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)

減価償却費 772百万円 907百万円
 

 

（株主資本等関係）

前第３四半期連結累計期間（自　2018年４月１日　至　2018年12月31日）

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

2018年６月26日
定時株主総会

普通株式 2,240 21.00 2018年３月31日 2018年６月27日 利益剰余金

2018年11月８日
取締役会

普通株式  1,067  10.00 2018年９月30日 2018年12月４日 利益剰余金
 

（注） 2018年11月８日開催の取締役会決議による配当金の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託が所有する当社株式に対

する配当金０百万円が含まれております。

 

２　基準日が当第３四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３四半期連結会計期間末後とな

るもの

　該当事項はありません。

 

当第３四半期連結累計期間（自　2019年４月１日　至　2019年12月31日）

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

2019年６月25日
定時株主総会

普通株式 2,134 20.00 2019年３月31日 2019年６月26日 利益剰余金

2019年11月６日
取締役会

普通株式 1,067 10.00 2019年９月30日 2019年12月３日 利益剰余金
 

（注）１　2019年６月25日開催の定時株主総会決議による配当金の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託が所有する当社株

　　　　　式に対する配当金１百万円が含まれております。

　　　２　2019年11月６日開催の取締役会決議による配当金の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託が所有する当社株式に

         対する配当金０百万円が含まれております。

 
２　基準日が当第３四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３四半期連結会計期間末後とな

るもの

　該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　前第３四半期連結累計期間（自 2018年４月１日 至 2018年12月31日）

　　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

     （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

建設事業
（建築）

建設事業
（土木）

不動産事業等 計

売上高       

  外部顧客への売上高 184,020 44,385 1,409 229,816 － 229,816

  セグメント間の内部売上高
　又は振替高

553 － 15 568 △568 －

計 184,573 44,385 1,425 230,384 △568 229,816

セグメント利益 16,068 4,249 134 20,452 △4,179 16,272
 

（注）１　セグメント利益の調整額△4,179百万円には、セグメント間取引消去12百万円及び各報告セグメントに配分

していない全社費用△4,192百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一

般管理費であります。

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おります。

 

　当第３四半期連結累計期間（自 2019年４月１日 至 2019年12月31日）

　　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

     （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

建設事業
（建築）

建設事業
（土木）

不動産事業等 計

売上高       

  外部顧客への売上高 184,878 61,811 1,500 248,190 － 248,190

  セグメント間の内部売上高
　又は振替高

279 － 5 284 △284 －

計 185,157 61,811 1,506 248,475 △284 248,190

セグメント利益又は損失（△） 18,920 4,032 △52 22,901 △5,055 17,845
 

（注）１　セグメント利益又は損失の調整額△5,055百万円には、セグメント間取引消去８百万円及び各報告セグメン

トに配分していない全社費用△5,063百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属

しない一般管理費であります。

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おります。
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
(自　2018年４月１日
至　2018年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2019年４月１日
至　2019年12月31日)

１株当たり四半期純利益 （円) 107.98 118.77

　（算定上の基礎）    

　　親会社株主に帰属する四半期純利益 （百万円） 11,517 12,662

　　普通株主に帰属しない金額 （百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益

（百万円） 11,517 12,662

　　普通株式の期中平均株式数 (千株) 106,661 106,613
 

（注）１　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　２　役員報酬ＢＩＰ信託が所有する当社株式を、１株当たり四半期純利益の算定上、期中平均株式数の計算にお

いて控除する自己株式に含めております。当該自己株式の期中平均株式数は前第３四半期連結累計期間99千

株、当第３四半期連結累計期間147千株であり、このうち役員報酬ＢＩＰ信託が所有する当社株式の期中平均

株式数は前第３四半期連結累計期間45千株、当第３四半期連結累計期間90千株であります。

 
（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２ 【その他】

　中間配当に関する取締役会の決議は、次のとおりであります。

　　　(1)　決議年月日　　　　　　　　　　　　　　　2019年11月６日

　　(2)　中間配当金総額　　　　　　　　　　　　 1,067,031,360円

　　(3)　１株当たりの額　　　　　　　　　　　　　　　　 10.00円

　　(4)　支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　2019年12月３日

　 （注）2019年９月30日現在の株主名簿に記載された株主に対し、支払いを行います。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

2020年２月７日

東急建設株式会社

取締役会　御中

 

EY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 成　田　　智　弘  
 

 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 井　上　　裕　人  
 

 

 

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」に掲げられている東急建設株式会

社の2019年４月１日から2020年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（2019年10月１日から2019年12

月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2019年４月１日から2019年12月31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、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビュー

を行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、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四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、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。

　四半期レビューにおいては、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が実施される。四半期レビュー手続は、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て限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

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、東急建設株式会社及び連結子会社の2019年12月31日現在の財政状

態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績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。

 

利害関係

　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 XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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