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四 半 期 報 告 書 
 

１ 本書は四半期報告書を金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用

電子情報処理組織(EDINET)を使用し提出したデータに目次及び頁を付して

出力・印刷したものであります。 

２ 本書には、上記の方法により提出した四半期報告書に添付された四半期

レビュー報告書及び上記の四半期報告書と同時に提出した確認書を末尾に

綴じ込んでおります。 
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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)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年６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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 48,230 45,082

売掛金 32,399 21,079

たな卸資産 ※１  652 ※１  577

短期貸付金 33,773 28,718

その他 4,222 5,683

貸倒引当金 △187 △2

流動資産合計 119,091 101,138

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） ※２  2,774 ※２  2,615

その他（純額） ※２  1,848 ※２  1,818

有形固定資産合計 4,622 4,433

無形固定資産   

のれん 4,006 6,293

その他 4,013 3,948

無形固定資産合計 8,020 10,242

投資その他の資産   

投資有価証券 13,749 11,692

長期貸付金 15,031 10,984

その他 4,304 3,626

貸倒引当金 △3 △2

投資その他の資産合計 33,082 26,301

固定資産合計 45,724 40,976

資産合計 164,815 142,115

負債の部   

流動負債   

買掛金 51,077 33,903

短期借入金 40,067 27,601

1年内返済予定の長期借入金 1,301 8,457

未払費用 3,193 2,387

未払法人税等 377 476

前受金 8,485 15,599

賞与引当金 63 52

役員賞与引当金 4 －

保証工事引当金 1,610 931

その他 435 1,794

流動負債合計 106,617 91,204

固定負債   

長期借入金 13,790 6,962

退職給付引当金 150 150

長期未払金 412 412

その他 1,755 2,708

固定負債合計 16,108 10,233

負債合計 122,725 101,437

─ 13 ─



(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年６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12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,391 12,391

資本剰余金 13,121 13,121

利益剰余金 18,996 17,876

自己株式 △1 △1

株主資本合計 44,507 43,387

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △24 △27

繰延ヘッジ損益 △163 △212

為替換算調整勘定 △4,678 △5,976

評価・換算差額等合計 △4,865 △6,216

少数株主持分 2,447 3,506

純資産合計 42,089 40,678

負債純資産合計 164,815 142,115

─ 14 ─































  

平成21年８月13日

三井海洋開発株式会社 

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」に掲げられている三

井海洋開発株式会社の平成21年１月１日から平成21年12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４月１日から平成21年６月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成21年１月１日から平成

21年６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、三井海洋開発株式会社及び連結子会社の平

成21年６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に記載されているとおり、会社は第１四

半期連結累計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」を適用し

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 

  

 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

あずさ監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  宮  本  敬  久  印 

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  柿  沼  幸  二  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21年８月14日 

【会社名】 三井海洋開発株式会社 

【英訳名】 MODEC，INC． 

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長  山 田 健 司 

【最高財務責任者の役職氏名】 専務執行役員  杢 本 光 弘 

【本店の所在の場所】 東京都千代田区霞が関三丁目２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) 

 

 



当社代表取締役会長 山田健司及び当社最高財務責任者 専務執行役員 杢本光弘は、当社の第24 

期第２四半期(自 平成21年４月１日 至 平成21年６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】
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