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１．平成18年３月中間期の連結業績（平成17年10月１日～平成18年３月31日）

(1)連結経営成績  

売上高 営業利益 経常利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年３月中間期 12,290 (　54.4) 240 ( 413.6) 226 ( 484.1)

17年３月中間期 7,958 (　54.2) 46 (　－　) 38 (　－　)

17年９月期 15,249 △514 △581

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

 百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年３月中間期 △307 (　－　) △44 54 － －

17年３月中間期 △283 (　－　) △52 30 － －

17年９月期 △350 △60 42 － －

（注）①持分法投資損益 18年３月中間期 －百万円 17年３月中間期 －百万円 17年９月期 －百万円

 ②期中平均株式数（連結） 18年３月中間期 6,907,111株17年３月中間期 5,420,613株17年９月期 6,056,728株

 ③会計処理の方法の変更 有

 ④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2)連結財政状態  

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

 百万円 百万円 ％ 円 銭

18年３月中間期 15,563 5,155 33.1 746 64

17年３月中間期 13,494 4,912 36.4 906 50

17年９月期 13,798 5,523 40.0 797 31

（注）期末発行済株式数（連結） 18年３月中間期 6,905,542株17年３月中間期 5,418,982株17年９月期 6,908,262株

(3)連結キャッシュ・フローの状況  

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

 百万円 百万円 百万円 百万円

18年３月中間期 △308 △81 685 2,735

17年３月中間期 △1,540 △214 1,049 2,047

17年９月期 △785 △214 687 2,439

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 1社　持分法適用非連結子会社数 －社　持分法適用関連会社数 －社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） －社　（除外） －社持分法（新規） －社　（除外） －社

２．平成18年９月期の連結業績予想（平成17年10月１日～平成18年９月30日）  

売上高 経常利益 当期純利益

  百万円 百万円 百万円

通　期 26,900  600  50  

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 7円24銭  

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであります。実際の業績等は、業況の

変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

 なお、上記予想に関する事項は添付資料の５ページを参照してください。
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１．企業集団の状況

　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当中間連結会計期間末日現在、当社及び子会社１社で構成され、建設事

業を主な内容とし、さらに不動産事業及びその他事業を分担して営んでおります。

　当社グループの会社名及び主な事業内容は、次のとおりであります。

（子会社）小椋建設株式会社
(1)建設事業 土木・建築・舗装工事などの設計・施工及び請負

（当　社）平和奥田株式会社 (2)不動産事業 住宅及び宅地の販売、不動産の賃貸

(3)その他事業 アスファルト合材の販売

［事業系統図］

　以上述べた事項を事業の系統図によって示すと、次のとおりであります。

 得                                  意                                  先 

 

            （設計・施工及び請負） 

 

建 設 事 業 

小 椋 建 設 株 式 会 社 

 

      （設計・施工及び請負）        （設計・施工及び請負）    （販売・賃貸）          （販 売） 

 

建         設         事         業 不  動  産  事  業 そ  の  他  事  業 

平 和 奥 田 株 式 会 社 
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２．経営方針

(1）経営の基本方針

　当社グループは、各事業の公共性を充分認識しつつ、時代のニーズに的確に応え、次代に誇れる≪魅力的な快適空

間の創造≫を通じて地域との共生を図ることを経営の理念としております。

　この理念実現に向けて、技術の先進性、品質の信頼性、財務の健全性を経営の基本とし、激変する経営環境にスピー

ディに対応することを行動指針としております。

(2）利益配分に関する基本方針

　当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定

した配当を継続していくことを基本方針としております。

　当期の配当につきましては、１株当たり16円の配当（うち中間配当８円）とさせていただきたいと存じます。

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　投資単位の引下げに関しては、株式の流動性向上が重要との認識に基づき、株価・株主数・経営成績及び財務状況

等を総合的に判断した上で検討すべきである、と考えております。

　現状の当社株価の水準、株式市場の動向及び個人株主・投資家の皆様のご意見等も勘案しつつ、今後とも検討して

まいりたいと考えております。

(4）目標とする経営指標

　当社グループは、企業としての本来の事業活動の成果を示す売上高、営業利益並びに経常利益を主要な経営指標と

位置づけておりますが、これに加え、資産効率指標としてＲＯＡ（総資産利益率）についても主要な経営指標とし、

第55期で６％以上を目標としております。

(5）中長期的な経営戦略

　建設業界を取り巻く厳しい経営環境の中で、ルネス工法を軸に他社との差別化に注力する一方、営業体制の強化を

中長期的な経営戦略と位置づけ、引き続き営業社員の増強を図ってまいります。また、建設分野での将来を見据えた

関連事業の拡大にも注力してまいります。

　子会社（小椋建設株式会社）におきましては、更なる経営の効率化を目指して業績回復に努めてまいります。

(6）対処すべき課題

　現下の厳しい受注競争・価格競争に打ち勝つため、引き続き「営業力・施工能力の強化」はもちろん、顧客ニーズ

に沿って「品質・コスト競争力の向上」を重要課題に掲げ、工事施工の効率化による原価の低減や固定費の節減、Ｉ

Ｔの活用など経営の合理化・効率化に取り組んでまいります。

(7）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその実施状況

（コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方）

　当社グループは、迅速で正確な情報把握と意思決定に心掛け、取締役間の意思疎通に留意してまいりました。一

方で、可能な限り経営状態の適切な情報開示に努め、社外等各方面からの多様な意見の吸収を図ってまいります。

今後もこの基本的な考え方を踏襲しつつ、管理者層の充実育成に努めてまいります。

（コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況）

①会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他コーポレート・ガバナンスの状況

Ⅰ．委員会等設置会社であるか監査役制度採用会社であるかの別

　監査役制度を採用しております。

Ⅱ．社外取締役・社外監査役の選任の状況

　社外取締役は取締役11名中０名、社外監査役は監査役３名中３名（内常勤１名）であります。

Ⅲ．社外役員の専従スタッフの配置状況

　専従スタッフは配しておりませんが、総務部で対処しております。

Ⅳ．業務執行・監視の仕組み

　定例（毎月）及び臨時の取締役会と定例（３ヶ月毎）及び臨時の監査役会により、効率的な業務執行及び取

締役の執行監視を行っております。

Ⅴ．内部統制の仕組み

　本社各部及び大阪支社は、各々定められた職務分掌・権限に基づき業務を遂行し、効率的な部門間牽制を行っ

ております。一方、内部監査室による内部監査を計画的に実施しており、経営管理部がこれに帯同し、事務管

理の改善を行っております。

　また、社内規程の改定の際にはコンプライアンス委員会において検討することとしております。
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Ⅵ．リスク管理体制の整備の状況

　リスク管理については、経営理念、事業目的の全社的な明示と伝達を徹底するとともに、職務権限と責任の

明確化並びに相互牽制機能の発揮により対応しております。なお、コンプライアンス及び総合的なリスク管理

を目的として、経営管理部並びにコンプライアンス委員会を創設しております。

　また、品質に関するリスク管理については、顧客管理システムを確立し、リスクマネジメントに必要な情報

をタイムリーに入手しております。

Ⅶ．弁護士・会計監査人等その他第三者の状況

　複数の弁護士事務所と顧問契約を締結しており、必要に応じアドバイスを受けております。一時会計監査人

のかがやき監査法人より、必要に応じ適宜監査を受けております。

②会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

　常勤監査役勝部　宏氏は、賃貸マンションを当社において建築中であり、取引があります。

③会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況

　取締役会につきましては、定例（毎月）で開催されており、必要に応じて臨時の取締役会を開催しております。

監査役会につきましても、定例（３ヶ月毎）で開催されており、必要に応じて臨時の監査役会を開催しておりま

す。なお、常勤監査役においては取締役会等の重要な会議に出席し、取締役の業務執行監視を行っております。

　また、当社グループの倫理・コンプライアンスの徹底を図るため、コンプライアンス委員会を発足し、法令違

反の早期発見並びに再発防止に取り組み、関係会社に対しても指導しております。

(8）親会社等に関する事項

　親会社等を有しておりません。
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３．経営成績及び財政状態

(1) 経営成績

　当中間連結会計期間の業績は、売上高につきましては、建設事業における工事着工促進並びに不動産事業における増収

により、12,290,861千円（前年同期比54.4％増）となりました。利益面につきましては、営業利益240,214千円（前年同期

比413.6％増）、経常利益226,485千円（前年同期比484.1％増）となりました。

　しかしながら、減損会計による特別損失計上により、中間純損失307,665千円（前年同期 中間純損失283,473千円）を計

上するに至りました。

　事業のセグメント別の動向につきましては、次のとおりであります。

（建設事業）

　受注工事高は、営業力を強化してまいりました結果、厳しい受注環境ながらも、6,057,426千円（前年同期比24.3％

増）となりました。建設事業売上高（完成工事高）は、工事着工促進による完成工事高の増加により、6,652,632千円

（前年同期比54.0％増）となりましたが、営業強化による固定費の増加により、営業損失286,814千円（前年同期 営業

損失309,520千円）を計上しました。

（不動産事業）

　不動産事業売上高は、主だったものとしましてルネス湘南茅ヶ崎の分譲マンション販売と宅地開発事業を積極的に推

進しました結果、5,464,966千円（前年同期比60.0％増）となり、営業利益747,752千円（前年同期比54.7％増）を計上

しました。

（その他事業）

　その他事業売上高は173,262千円（前年同期比22.4％減）となり、営業利益10,622千円（前年同期比70.7％増）を計

上しました。

　以上のような業績ではございますが、通期の業績では一定の収益を確保できる見通しですので、当期の中間配当につき

ましては、予定通り８円配当とさせていただきます。

　通期（連結）の業績予想といたしましては、受注工事高14,530,000千円（前年同期比6.1％増）、売上高26,900,000千円

（前年同期比76.4％増）、営業利益628,000千円（前年同期 営業損失514,021千円）、経常利益600,000千円（前年同期 経

常損失581,572千円）、当期純利益50,000千円（前年同期 当期純損失350,928千円）を見込んでおります。

　上記の予想数値につきましては、総体的には当中間連結会計期間と同様の厳しい受注・収益環境が続くものとしつつ、

各事業セグメント別の目標見込値を前提としております。

　具体的には、引き続き建築営業部員の増強及び全社員営業体制の推進により受注工事高の増加を、手持工事の工期内完

成及び不動産事業における予定事業の販売促進等により売上高の増加を図る予定であります。収益面におきましては、売

上総利益率の回復に努めることにより達成を図ってまいります。

　なお、当社の当期利益配当金につきましては、下半期での業績向上に努め、１株につき16円（うち中間配当８円 ）を予

定いたしております。

(2) 財政状態

　当中間連結会計期間末における財政状態は、現金預金並びに不動産事業支出金の増加などにより総資産は15,563,076千

円（前年同期比2,068,602千円増）となり、株主資本は5,155,982千円（前年同期比243,664千円増）となりました結果、株

主資本比率33.1％（前年同期比3.3ポイント低下）、１株当たり株主資本746円64銭（前年同期比159円86銭減）となりまし

た。

　また、当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、売上債権の増加額を短期借入金の純増額等で賄いました結

果、前中間会計期間末に比べ687,086千円増加し、当中間会計期間末には2,735,026千円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローは308,121千円の使用（前年同期は1,540,065千円の使用）となりました。これは

主に、売上債権の増加によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動によるキャッシュ・フローは81,562千円の使用（前年同期は214,474千円の使用）となりました。これは主

に、有形固定資産の取得による支出によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローは685,339千円の獲得（前年同期は1,049,555千円の獲得）となりました。これは

主に、短期借入金の純増によるものであります。
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(3) 事業等のリスク

　投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。

　なお、文中の将来に関する事項は、中間決算短信提出日現在において当社グループが判断したものであります。

(1）賃貸マンションの売上高比率が高いことによるリスク

　当社は土地活用を考える地主に対して、設計、施工はもちろん、税金、資金調達、入居等の管理にいたる賃貸マン

ション経営に関する提案営業を事業としております。

　従いまして、建設事業において賃貸マンションの比率が高い当社としましては、相続税及び資産課税に関する大幅な

税制の変更や金利の高騰等、金融情勢の変化があった場合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。

(2）資材価格の変動によるリスク

　鉄骨、石油製品等の価格の上昇により原材料の価格が高騰した際、請負金額に反映することが困難な場合や、需要の

増大により入手難になる場合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。

(3）施工上の欠陥によるリスク

　品質管理には万全を期しておりますが、瑕疵担保責任、製造物責任等による損害賠償が発生した場合には、業績に影

響を及ぼす可能性があります。

(4）労働災害によるリスク

　建設業は他の業種に比べ、労働災害の発生率が高い業種であります。当社グループにおきましても、安全管理には万

全を期しておりますが、労働災害が発生した場合には、損害賠償の発生、指名停止等、業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。

(5）取引先の信用リスク

　建設業においては、工事完了までに長期間を要し、かつ一取引の取引額も大きく、多くの場合、建物等工事目的物引

渡し時に多額の代金が支払われる条件で契約が締結されます。このため工事終了前に取引先が信用不安に陥った場合に

は、業績に影響を及ぼす可能性があります。

(6）受注環境の変化によるリスク

　政府の財政構造改革、地方自治体の財政赤字の影響で、公共建設投資の削減が続いておりますが、予想を上回る削減

が行われた場合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。

(7）不動産事業におけるリスク

　当社は不動産事業に積極的に取り組んでおります。結果、売上高に占める割合も上昇しております。しかしながら、

不動産事業は景気、金利、新規供給住宅戸数等の動向によって売上高に大きな影響を及ぼすことが予想されます。さら

には、完成時期により売上高に変動があり、期間損益にも大きく影響を及ぼす可能性があります。

　また、販売用不動産、不動産事業支出金の多くを借入金で賄っております。従いまして、金利の高騰等、金融情勢の

変化があった場合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。

(8）保有資産の価格変動によるリスク

　販売用不動産・有価証券等の保有資産の時価が著しく下落した場合には、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性が

あります。

(9）シンジケートローン契約の財務上の特約におけるリスク

　当社はシンジケートローン契約を締結しており、金銭消費貸借契約書の中で財務制限条項を設けております。

　各決算日の末日及び中間決算の日における貸借対照表の資本の部の金額を直前の決算期末日における貸借対照表の資

本の部の金額の80％以上に維持すること、また、各決算期の末日における損益計算書上の経常損益につき、２期連続し

て損失を計上しないことが求められております。

　資本の部の金額が80％を下回る場合、また、２期連続して損失を計上した場合は、違背が生じたものとみなされ、全

ての債務について期限の利益を失い、直ちに貸付の元本並びに利息及び精算金等を支払わなければならず、これにより

一時に資金が減少し、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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４．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末
（平成17年３月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年３月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成17年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

現金預金 2,047,939 2,735,026 2,439,370

受取手形及び完
成工事未収入金
等

2,226,184 3,306,291 1,226,970

販売用不動産 535,515 314,596 539,795

不動産事業支出
金

※１ 4,221,991 4,971,149 5,095,358

繰延税金資産 295,300 381,200 500,740

短期貸付金 197,556 256,548 170,332

その他 687,216 722,857 532,038

貸倒引当金 △43,740 △43,770 △112,300

流動資産合計 10,167,964 75.4 12,643,899 81.2 10,392,305 75.3

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

建物及び構築
物

1,664,651 1,549,949 1,730,270

減価償却累計
額

554,480 1,110,171 568,560 981,388 582,034 1,148,235

機械装置及び
運搬具

325,494 314,440 325,248

減価償却累計
額

274,775 50,719 279,259 35,181 279,539 45,709

土地 ※１ 1,420,635 997,275 1,294,373

その他 64,972 206,991 68,246

減価償却累計
額

55,415 9,557 57,781 149,210 56,218 12,027

有形固定資産計 2,591,083 19.2 2,163,055 13.9 2,500,346 18.1

２．無形固定資産 5,701 0.0 5,496 0.1 5,598 0.1

３．投資その他の資
産

投資有価証券 188,453 252,575 219,712

長期貸付金 408,940 358,868 561,968

繰延税金資産 44,970 2,130 10,880

差入保証金 130,744 143,949 140,972

その他 189,376 109,531 56,814

貸倒引当金 △232,760 △116,430 △89,730

投資その他の資
産計

729,724 5.4 750,625 4.8 900,617 6.5

固定資産合計 3,326,509 24.6 2,919,177 18.8 3,406,562 24.7

資産合計 13,494,473 100.0 15,563,076 100.0 13,798,868 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年３月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年３月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成17年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

工事未払金等 1,313,163 2,871,517 792,239

短期借入金 4,400,000 3,922,000 3,374,000

1年以内返済予
定の長期借入金

700,000 249,600 900,000

1年以内償還予
定の社債

－ 1,200,000 1,200,000

未払法人税等 21,579 15,858 205,743

未成工事受入金 194,176 560,179 375,393

不動産事業前受
金

－ 304,320 979,193

完成工事補償引
当金

15,210 13,590 12,360

賞与引当金 28,609 27,900 54,049

その他 402,167 276,009 272,561

流動負債合計 7,074,906 52.4 9,440,974 60.7 8,165,540 59.2

Ⅱ　固定負債

社債 1,200,000 － －

長期借入金 200,000 850,400 －

役員退職慰労引
当金

48,260 59,400 54,200

その他 58,989 56,319 56,113

固定負債合計 1,507,249 11.2 966,119 6.2 110,313 0.8

負債合計 8,582,156 63.6 10,407,094 66.9 8,275,853 60.0

（少数株主持分）

少数株主持分 － － － － － －

（資本の部）

Ⅰ　資本金 858,019 6.3 1,208,404 7.7 1,208,404 8.8

Ⅱ　資本剰余金 846,280 6.3 1,196,665 7.7 1,196,665 8.7

Ⅲ　利益剰余金 3,188,512 23.6 2,703,703 17.4 3,088,543 22.4

Ⅳ　その他有価証券評
価差額金

25,165 0.2 55,678 0.4 36,092 0.2

Ⅴ　自己株式 △5,660 △0.0 △8,470 △0.1 △6,691 △0.1

資本合計 4,912,317 36.4 5,155,982 33.1 5,523,014 40.0

負債、少数株主持
分及び資本合計

13,494,473 100.0 15,563,076 100.0 13,798,868 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成16年10月１日
　至　平成17年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年10月１日
　至　平成18年３月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成16年10月１日
　至　平成17年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高

完成工事高 4,320,849 6,652,632 7,912,130

不動産事業売上
高

3,414,676 5,464,966 7,060,955

その他事業売上
高

223,403 7,958,929 100.0 173,262 12,290,861 100.0 275,967 15,249,053 100.0

Ⅱ　売上原価

完成工事原価 4,166,213 6,310,788 7,634,979

不動産事業売上
原価

2,863,207 4,397,056 6,052,534

その他事業売上
原価

214,408 7,243,828 91.0 162,575 10,870,419 88.4 265,170 13,952,684 91.5

売上総利益 715,100 9.0 1,420,441 11.6 1,296,368 8.5

完成工事総利益 154,636 341,843 277,150

不動産事業総利
益

551,469 1,067,910 1,008,421

その他事業総利
益

8,995 10,687 10,796

Ⅲ　販売費及び一般管
理費

※１ 668,327 8.4 1,180,227 9.6 1,810,390 11.9

営業利益(△損
失)

46,772 0.6 240,214 2.0 △514,021 △3.4

Ⅳ　営業外収益

受取利息 1,883 9,693 22,951

受取配当金 772 885 1,972

受取手数料 3,216 3,516 6,412

保険解約返戻金 2,676 － －

損害賠償金 9,250 － 9,250

違約金収入 － － 1,020

雑収入 5,344 23,142 0.3 3,597 17,691 0.1 11,165 52,772 0.4

Ⅴ　営業外費用

支払利息 28,015 30,567 62,753

新株発行費 － － 3,572

保証料 384 － －

貸倒引当金繰入
額

－ － 49,638

デリバティブ評
価損

2,486 280 3,032

雑損失 256 31,142 0.4 572 31,420 0.2 1,326 120,322 0.8

経常利益(△損
失)

38,772 0.5 226,485 1.9 △581,572 △3.8
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前中間連結会計期間
（自　平成16年10月１日
　至　平成17年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年10月１日
　至　平成18年３月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成16年10月１日
　至　平成17年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅵ　特別利益

固定資産売却益 ※２ － － 101,590

貸倒引当金戻入
益

6,850 6,850 0.1 15,812 15,812 0.1 － 101,590 0.6

Ⅶ　特別損失

前期損益修正損 ※３ 487,871 － －

固定資産売却損 ※４ 95 1 95

固定資産除却損 ※５ 2,966 4,058 3,106

減損損失 ※６ － 423,300 －

会員権評価損 500 491,433 6.2 － 427,359 3.5 500 3,701 0.0

税金等調整前
中間（当期）
純利益（△純
損失）

△445,811 △5.6 △185,061 △1.5 △483,683 △3.2

法人税、住民
税及び事業税

16,829 7,590 190,169

法人税等追徴
税額

－ － 35,000

法人税等調整
額

△179,167 △162,338 △2.0 115,013 122,603 1.0 △357,924 △132,755 △0.9

中間(当期)純
利益（△純損
失）

△283,473 △3.6 △307,665 △2.5 △350,928 △2.3
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(3) 中間連結剰余金計算書

前中間連結会計期間
　（自　平成16年10月１日
　　至　平成17年３月31日）

当中間連結会計期間
　（自　平成17年10月１日
　　至　平成18年３月31日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

　（自　平成16年10月１日
　　至　平成17年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 846,280 1,196,665 846,280

Ⅱ　資本剰余金増加額    

　　増資による新株の発行 － － 350,385 350,385

Ⅲ　資本剰余金中間期末（期
末）残高

846,280 1,196,665 1,196,665

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 3,530,790 3,088,543 3,530,790

Ⅱ　利益剰余金減少高

中間（当期）純損失 283,473 307,665 350,928

配当金 48,804 62,174 81,318

役員賞与 10,000 342,277 15,000 384,839 10,000 442,246

Ⅲ　利益剰余金中間期末（期
末）残高

3,188,512 2,703,703 3,088,543
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
　　（自　平成16年10月１日
　　　至　平成17年３月31日)

当中間連結会計期間
　　（自　平成17年10月１日
　　　至　平成18年３月31日)

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書

　　（自　平成16年10月１日
　　　至　平成17年９月30日)

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

税金等調整前中間
（当期）純利益（△
純損失）

△445,811 △185,061 △483,683

減価償却費 38,942 33,595 79,627

減損損失 － 423,300 －

役員退職慰労引当金
の増減額(減少：△)

△3,640 5,200 2,300

完成工事補償引当金
の増減額(減少：△)

△770 1,230 △3,620

賞与引当金の増減額
（減少：△）

△32,788 △26,149 △7,349

貸倒引当金の増減額
（減少：△）

△6,850 △15,812 △81,320

前期損益修正損 487,871 － －

会員権評価損 500 － 500

受取利息及び受取配
当金

△2,655 △10,578 △24,923

支払利息 28,015 30,567 62,753

固定資産売却損 95 1 95

固定資産除却損 2,966 4,058 3,106

売上債権の増減額
（増加：△）

7,064 △2,079,321 1,137,612

たな卸資産の増減額
（増加：△）

△1,757,464 373,449 △2,147,238

仕入債務の増減額
（減少：△）

100,269 2,048,348 △420,654

未成工事受入金の増
減額（減少：△）

－ 184,785 228,148

前受金の増減額（減
少：△）

－ △674,873 854,193

役員賞与の支払額 △10,000 △15,000 △10,000

その他 145,474 △182,619 158,523

小計 △1,448,781 △84,878 △651,928

利息及び配当金の受
取額

3,547 8,039 24,654

利息の支払額 △33,789 △33,807 △60,735

法人税等の支払額 △61,042 △197,474 △97,948

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

△1,540,065 △308,121 △785,958
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前中間連結会計期間
　　（自　平成16年10月１日
　　　至　平成17年３月31日)

当中間連結会計期間
　　（自　平成17年10月１日
　　　至　平成18年３月31日)

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書

　　（自　平成16年10月１日
　　　至　平成17年９月30日)

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

有形固定資産の取得
による支出

△139,436 △112,613 △223,089

有形固定資産の売却
による収入

70 761 240,546

貸付による支出 △221,700 △495,668 △593,235

貸付金の回収による
収入

143,451 531,935 385,526

投資有価証券の取得
による支出

△50 － △12,975

投資有価証券の償還
による収入

10,000 － 10,000

その他投資等による
支出

△6,809 △5,976 △21,573

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△214,474 △81,562 △214,802

Ⅲ　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（減少：△）

900,000 548,000 △126,000

長期借入れによる収
入

200,000 1,100,000 200,000

長期借入れの返済に
よる支出

－ △900,000 －

株式の発行による収
入

－ － 697,197

自己株式の取得によ
る支出

△1,763 △1,778 △2,794

配当金の支払額 △48,681 △60,882 △81,195

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

1,049,555 685,339 687,207

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

－ － －

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増加額（減少：△）

△704,984 295,655 △313,553

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

2,752,924 2,439,370 2,752,924

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

2,047,939 2,735,026 2,439,370
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

１．連結の範囲に関する事項 　連結子会社は小椋建設株式会社の

１社である。

同左 同左

２．持分法の適用に関する事項 　該当事項なし。 同左 同左

３．連結子会社の中間決算日

(決算日)等に関する事項

　連結子会社の中間期の末日は、中

間連結決算日と一致している。

同左 　連結子会社の事業年度の末日は、

連結決算日と一致している。

４．会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及

び評価方法

有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　中間連結決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額は全

部資本直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算定

している。）によっている。

有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　連結決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部資

本直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定して

いる。）によっている。

時価のないもの

　移動平均法による原価法に

よっている。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

デリバティブ

時価法によっている。

デリバティブ

同左

デリバティブ

同左

たな卸資産

　個別法による原価法によってい

る。

たな卸資産

同左

たな卸資産

同左

(2）重要な減価償却資産の減

価償却の方法

有形固定資産

　定率法によっている。ただし、

平成10年４月１日以降取得した建

物（附属設備を除く）については

定額法によっている。

　なお、主な耐用年数は次のとお

りである。

有形固定資産

同左

有形固定資産

同左

建物及び構築物 ３年～50年

機械装置及び運搬具

２年～12年

無形固定資産

　定額法によっている。

無形固定資産

同左

無形固定資産

同左

長期前払費用

　定額法によっている。

長期前払費用

同左

長期前払費用

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

(3）繰延資産の処理方法 ────── ────── 新株発行費

　支出時に全額費用として処理し

ている。

(4）重要な引当金の計上基準 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可

能性を勘案し、回収不能見込額を

計上している。

貸倒引当金

同左

貸倒引当金

同左

賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与に

充てるため、支給見込額を計上し

ている。

賞与引当金

同左

賞与引当金

同左

完成工事補償引当金

　完成工事に係るかし担保の費用

に備えるため、過去の実績に基づ

き当中間連結会計期間末に至る１

年間の完成工事高に対する将来の

見積補償額を計上している。

完成工事補償引当金

同左

完成工事補償引当金

　完成工事に係るかし担保の費用

に備えるため、過去の実績に基づ

き当連結会計年度の完成工事高に

対する将来の見積補償額を計上し

ている。

役員退職慰労引当金

　親会社では、役員に対して支給

する退職慰労金に充てるため、内

規に基づく中間期末要支給額を計

上している。

役員退職慰労引当金

同左

役員退職慰労引当金

　親会社では、役員に対して支給

する退職慰労金に充てるため、内

規に基づく期末要支給額を計上し

ている。

(5）重要なリース取引の処理

方法

　リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっている。

同左 同左

(6）その他中間連結財務諸

表(連結財務諸表)作成

のための重要な事項

長期請負工事の収益計上基準

　工事進行基準によっている。

長期請負工事の収益計上基準

同左

長期請負工事の収益計上基準

同左

消費税等の会計処理

　税抜方式によっている。なお、

控除対象外消費税等は、固定資産

に係るものは、投資その他の資産

の「その他」に計上し（５年償

却）、それ以外は、当中間連結会

計期間の費用として処理している。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

　税抜方式によっている。なお、

控除対象外消費税等は、固定資産

に係るものは、投資その他の資産

の「その他」に計上し（５年償

却）、それ以外は、当連結会計年

度の費用として処理している。

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）におけ

る資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ケ月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっている。

同左 同左
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間末
（平成17年３月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年３月31日）

前連結会計年度
（平成17年９月30日）

 ───── (固定資産の減損に係る会計基準)

　当中間連結会計期間より、「固定資産の

減損に係る会計基準」(「固定資産の減損に

係る会計基準の設定に関する意見書」(企業

会計審議会　平成14年８月９日))及び「固

定資産の減損に係る会計基準の適用指針」

(企業会計基準適用指針第６号　平成15年10

月31日)を適用している。これにより減損損

失423,300千円を特別損失に計上し、税金等

調整前当期純損失が同額増加している。

　なお、減損損失累計額については、改正

後の中間連結財務諸表規則に基づき各資産

の金額から直接控除している。

─────

表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成16年10月１日
  至　平成17年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年10月１日
  至　平成18年３月31日）

 ─────  (中間連結キャッシュ・フロー計算書)

　前中間連結会計期間まで営業活動によるキャッ

シュ・フローの「その他」（145,474千円）に含め

て表示していた「未成工事受入金の増減額」及び

「前受金の増減額」は、金額的重要性が増したた

め区分掲記している。

　なお、前中間連結会計期間の「その他」に含ま

れている「未成工事受入金の増減額」は46,932千

円であり、「前受金の増減額」は67,593千円であ

る。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成17年３月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年３月31日）

前連結会計年度
（平成17年９月30日）

 ※１ ───── 　従来、「土地」に計上していたもののう

ち24,041千円については、販売目的に変更

したため、当中間連結会計期間において「不

動産事業支出金」に振替えた。

─────

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成16年10月１日
  至　平成17年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年10月１日
  至　平成18年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成16年10月１日
  至　平成17年９月30日）

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及

び金額は次のとおりである。

販売費及び一般管理費のうち主要な費目及

び金額は次のとおりである。

販売費及び一般管理費のうち主要な費目及

び金額は次のとおりである。

役員報酬 47,880千円

従業員給料手当 266,273千円

賞与引当金繰入額 7,558千円

法定福利費 32,769千円

役員退職慰労引当金繰

入額
5,860千円

広告宣伝費 59,188千円

役員報酬 54,610千円

従業員給料手当 370,696千円

賞与引当金繰入額 19,427千円

法定福利費 56,184千円

役員退職慰労引当金繰

入額
7,400千円

広告宣伝費 221,960千円

役員報酬 94,920千円

従業員給料手当 652,572千円

退職給付費用 18,727千円

役員退職慰労引当金繰

入額
11,800千円

広告宣伝費 195,875千円

貸倒引当金繰入額 9,099千円

※２ ───── ───── 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであ

る。

土地 101,590千円

※３ 前期損益修正損は、前連結会計年度におい

て売却した不動産について、当中間連結会

計期間に買戻しを行ったことによる過年度

売上高の修正等である。

───── ─────

※４ 固定資産売却損の内訳は、次のとおりであ

る。

固定資産売却損の内訳は、次のとおりであ

る。

固定資産売却損の内訳は、次のとおりであ

る。

機械装置 95千円 機械装置及び運搬具 1千円 機械装置 95千円

※５ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであ

る。

固定資産除却損の内訳は、次のとおりであ

る。

固定資産除却損の内訳は、次のとおりであ

る。

建物及び構築物 2,843千円

機械装置及び運搬具 61千円

その他 62千円

 　計 2,966千円

建物及び構築物 4,006千円

機械装置及び運搬具 35千円

その他 15千円

 　計 4,058千円

建物及び構築物 2,847千円

機械装置及び運搬具 162千円

その他 96千円

 　計 3,106千円
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前中間連結会計期間
（自　平成16年10月１日
  至　平成17年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年10月１日
  至　平成18年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成16年10月１日
  至　平成17年９月30日）

※６ ───── 当社グループは、当中間連結会計期間にお

いて以下の資産グループについて減損損失

を計上した。

場所 用途 種類
減損損失

額
(千円)

京都市左
京区

賃貸
建物及び
構築物等

235,000

三重県い
なべ市

賃貸
建物及び
構築物等

137,000

高知県四
万十市

遊休
土地

土地 47,100

滋賀県草
津市

遊休
土地

土地 4,200

計   423,300

(１)資産のグルーピング

　キャッシュ・フローを生み出す最小単位

として、事業目的及びその所在地によりグ

ルーピングしている。

(２)減損損失の認識に至った経緯

　賃貸事業の著しい収益性の悪化や近年の

地価の下落により、減損損失を認識した。

(３)回収可能額の算定方法

　賃貸目的の資産グループについては使用

価値及び正味売却価額により測定しており、

使用価値の算定は、将来キャッシュ・フロー

を5～8％で割り引いて算定し、正味売却価

額は路線価方式による相続税評価額を使用

している。

　また、遊休土地の資産グループについて

は正味売却価額により測定しており、路線

価方式による相続税評価額を使用している。

ただし、一部路線価のない土地については、

固定資産税評価額の倍率方式を使用してい

る。

─────

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

結貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

結貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成17年３月31日現在） （平成18年３月31日現在） （平成17年９月30日現在）

（千円）

現金及び預金勘定 2,047,939

預入期間が３か月を超

える定期預金
－

現金及び現金同等物 2,047,939

（千円）

現金及び預金勘定 2,735,026

預入期間が３か月を超

える定期預金
－

現金及び現金同等物 2,735,026

（千円）

現金及び預金勘定 2,439,370

預入期間が３か月を超

える定期預金
－

現金及び現金同等物 2,439,370
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（リース取引関係）

項目
前中間連結会計期間

（自　平成16年10月１日
　至　平成17年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年10月１日
　至　平成18年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成16年10月１日
　至　平成17年９月30日）

リース物件の所有権が

借主に移転すると認め

られるもの以外のファ

イナンス・リース取引

(1）リース物件の取得

価額相当額、減価

償却累計額相当額

及び中間期末（期

末）残高相当額

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

機械装
置及び
運搬具

138,101 33,890 104,210

(有形
固定資
産)
その他

60,710 22,880 37,830

合計 198,811 56,770 142,041

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

機械装
置及び
運搬具

146,764 39,657 107,107

(有形
固定資
産)
その他

58,864 30,675 28,188

合計 205,629 70,332 135,296

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

期末残
高相当
額
(千円)

機械装
置及び
運搬具

141,298 45,468 95,830

(有形
固定資
産)
その他

64,635 29,080 35,555

合計 205,934 74,548 131,385

（注）　取得価額相当額は、未経過

リース料中間期末残高が有形

固定資産の中間期末残高等に

占める割合が低いため、支払

利子込み法によっている。

（注）　　　　 同左 （注）　取得価額相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固定

資産の期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み

法によっている。

(2）未経過リース料中

間期末（期末）残

高相当額

１年内 34,327千円

１年超 107,713千円

計 142,041千円

１年内 32,978千円

１年超 102,317千円

計 135,296千円

１年内 34,117千円

１年超 97,267千円

計 131,385千円

（注）　未経過リース料中間期末残高

相当額の算定は、有形固定資

産の中間期末残高等に占める

その割合が低いため、支払利

子込み法によっている。

（注）　　　　 同左 （注）　未経過リース料期末残高相当

額の算定は、有形固定資産の

期末残高等に占めるその割合

が低いため、支払利子込み法

によっている。

(3）支払リース料及び

減価償却費相当額

支払リース料 16,129千円

減価償却費相当額 16,129千円

支払リース料 16,238千円

減価償却費相当額 16,238千円

支払リース料 32,697千円

減価償却費相当額 32,697千円

(4）減価償却費相当額

の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっている。

同左 同左
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（有価証券関係）

（前中間連結会計期間）

１．その他有価証券で時価のあるもの

前中間連結会計期間末（平成17年３月31日）

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表
計上額（千円）

差額（千円）

(1）株式 130,753 172,978 42,224

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

合計 130,753 172,978 42,224

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

前中間連結会計期間末（平成17年３月31日）

中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式（店頭売買株式を除く） 15,475

非上場債券 －

（当中間連結会計期間）

１．その他有価証券で時価のあるもの

当中間連結会計期間末（平成18年３月31日）

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表
計上額（千円）

差額（千円）

(1）株式 143,679 237,100 93,421

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

合計 143,679 237,100 93,421

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

当中間連結会計期間末（平成18年３月31日）

中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式（店頭売買株式を除く） 15,475

非上場債券 －
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（前連結会計年度）

１．その他有価証券で時価のあるもの

前連結会計年度末（平成17年９月30日）

取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 143,679 204,237 60,558

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

合計 143,679 204,237 60,558

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

前連結会計年度末（平成17年９月30日）

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式（店頭売買株式を除く） 15,475

非上場債券 －
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（デリバティブ取引関係）

　前中間連結会計期間末　（平成17年3月31日現在）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

区分 種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円）

市場取引以外の取引
金利キャップ取引

変動受取・固定支払
2,000,000 826 △2,486

合計 2,000,000 826 △2,486

　（注）時価の算出方法

　　　　取引金融機関から提示された価格に基づき算定しております。

　当中間連結会計期間末　（平成18年3月31日現在）

当中間連結会計期間末残高がないため、該当事項はありません。

　前連結会計年度末　（平成17年9月30日現在）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

区分 種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円）

市場取引以外の取引
金利キャップ取引

変動受取・固定支払
2,000,000 280 △3,032

合計 2,000,000 280 △3,032

（注）時価の算出方法

　　　　取引金融機関から提示された価格に基づき算定しております。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前中間連結会計期間（自 平成16年10月１日　至 平成17年３月31日）

区分
建設事業
（千円）

不動産事業
（千円）

その他事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高

①　外部顧客に対する売上高 4,320,849 3,414,676 223,403 7,958,929 － 7,958,929

②　セグメント間の内部売上高 64,063 － － 64,063 (64,063) －

計 4,384,913 3,414,676 223,403 8,022,993 (64,063) 7,958,929

営業費用 4,694,434 2,931,236 217,181 7,842,852 69,303 7,912,156

営業利益（△損失） △309,520 483,439 6,221 180,140 (133,367) 46,772

当中間連結会計期間（自 平成17年10月１日　至 平成18年３月31日）

区分
建設事業
（千円）

不動産事業
（千円）

その他事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高

①　外部顧客に対する売上高 6,652,632 5,464,966 173,262 12,290,861 － 12,290,861

②　セグメント間の内部売上高 63,376 － － 63,376 (63,376) －

計 6,716,008 5,464,966 173,262 12,354,238 (63,376) 12,290,861

営業費用 7,002,823 4,717,214 162,639 11,882,677 167,969 12,050,647

営業利益（△損失） △286,814 747,752 10,622 471,560 (231,345) 240,214

前連結会計年度（自 平成16年10月１日　至 平成17年９月30日）

区分
建設事業
（千円）

不動産事業
（千円）

その他事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高

①　外部顧客に対する売上高 7,912,130 7,060,955 275,967 15,249,053 － 15,249,053

②　セグメント間の内部売上高 91,653 － － 91,653 (91,653) －

計 8,003,783 7,060,955 275,967 15,340,706 (91,653) 15,249,053

営業費用 8,834,480 6,375,011 269,902 15,479,394 283,680 15,763,075

営業利益（△損失） △830,696 685,944 6,064 △138,687 (375,334) △514,021
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　（注）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おります。

２．各事業区分に属する主要な内容

建設事業　：事務所・庁舎、宿泊施設、店舗、娯楽施設、工場・発電所、倉庫・流通施設、住宅、教育・

研究・文化施設、医療・福祉施設、浄排水処理施設、治山・治水、上・下水道、土地造成、

道路、法面保護、造園植栽工事などの設計・施工及び請負、鋼構造物の製造及び各種機械器

具設置工事の請負

不動産事業：住宅及び宅地の販売、不動産の賃貸

その他事業：アスファルト合材の販売、建設用機械及び資材の貸出など

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、前中間連結会計期間133,367千円、

当中間連結会計期間231,345千円、前連結会計年度375,334千円であり、その主なものは、連結財務諸表提出

会社の総務、経理等の本社部内に係る費用であります。

【所在地別セグメント情報】

前中間連結会計期間（自 平成16年10月１日　至 平成17年３月31日）

本国以外の国または地域に所在する連結子会社及び支店はないので記載しておりません。

当中間連結会計期間（自 平成17年10月１日　至 平成18年３月31日）

本国以外の国または地域に所在する連結子会社及び支店はないので記載しておりません。

前連結会計年度（自 平成16年10月１日　至 平成17年９月30日）

本国以外の国または地域に所在する連結子会社及び支店はないので記載しておりません。

【海外売上高】

前中間連結会計期間（自 平成16年10月１日　至 平成17年３月31日）

該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自 平成17年10月１日　至 平成18年３月31日）

該当事項はありません。

前連結会計年度（自 平成16年10月１日　至 平成17年９月30日）

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

項目
前中間連結会計期間

（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

１株当たり純資産額（円） 906.50 746.64 797.31

１株当たり中間(当期)純利

益（△純損失）（円）
△52.30 △44.54 △60.42

潜在株式調整後１株当たり

中間(当期)純利益（円）
－ － －

　（注）１．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．１株当たり中間（当期）純利益（△純損失）の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前中間連結会計期間
(自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日)

前連結会計年度
(自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日)

中間（当期）純利益（△純

損失）（千円）
△283,473 △307,665 △350,928

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ － 15,000

（うち利益処分による役員

賞与金）
(－) (－) (15,000)

普通株式に係る中間（当期）

純利益（△純損失）（千円）
△283,473 △307,665 △365,928

普通株式の期中平均株式数

（株）
5,420,613 6,907,111 6,056,728
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
(自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日)

前連結会計年度
(自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日)

(1)　シンジケートローン

　当社は、平成17年３月15日開催の取

締役会の決議により、株式会社みずほ

銀行・株式会社滋賀銀行をアレン

ジャーとするシンジケートローン契約

を、以下のとおり契約しました。

　①契約金額

　　　融資枠Ａ　500,000千円

　　　融資枠Ｂ　500,000千円

　②契約日　　平成17年４月28日

　③契約期限　平成23年４月７日

　④借入実施時期　

　　　平成18年４月７日

　⑤参加金融機関　株式会社みずほ

　　銀行、株式会社滋賀銀行、滋賀

　　県信用農業協同組合連合会、

　　株式会社南都銀行

　⑥返済方法

　　融資枠Ａ　平成18年10月10日を

　　　　　　　第1回とし、以降6ヶ

　　　　　　　月毎に50,000千円を

　　　　　　　返済。

　　融資枠Ｂ　契約期限に一括返済

　⑦資金使途　運転資金

───── ─────

(2)　第三者割当増資

　当社は、平成17年４月11日開催の取

締役会の決議により、以下のとおり第

三者割当による新株式の発行を行って

おります。

　①発行新株式数

　　　普通株式　1,491,000株

　②発行価額　1株につき470円

　③発行価額の総額　700,770千円

　④資本組入額の総額　350,385千円

　⑤申込期間　平成17年4月27日

　　　　　　　～平成17年4月28日

　⑥払込期日　平成17年4月28日

　⑦配当起算日　平成17年4月1日

　⑧増資後の発行済株式総数

　　　普通株式　6,928,546株

　⑨増資後の資本金　1,208,404千円

　⑩資金使途　運転資金

───── ─────
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５．受注工事高・売上高・次期繰越工事高

(1) 受注工事高
 （単位：千円、％）

項目

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
比較
増減

（△は減）

前連結会計年度

自 平成16年10月1日
至 平成17年3月31日

自 平成17年10月1日
至 平成18年3月31日

自 平成16年10月1日
至 平成17年9月30日

金額 金額 金額 率 金額

建設事業

土木工事 1,705,909 2,833,901 1,127,992 66.1 2,293,229

建築工事 2,841,060 3,028,285 187,225 6.6 10,858,994

舗装工事 326,089 195,239 △130,850 △40.1 546,442

計 4,873,059 6,057,426 1,184,367 24.3 13,698,666

官公庁工事 916,334 554,208 △362,126 △39.5 1,792,980

民間工事 3,956,724 5,503,218 1,546,494 39.1 11,905,686

(2) 売上高
 （単位：千円、％）

項目

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
比較
増減

（△は減）

前連結会計年度

自 平成16年10月1日
至 平成17年3月31日

自 平成17年10月1日
至 平成18年3月31日

自 平成16年10月1日
至 平成17年9月30日

金額 金額 金額 率 金額

建設事業

土木工事 895,687 1,479,629 583,941 65.2 1,513,205

建築工事 3,056,447 4,903,420 1,846,973 60.4 5,838,681

舗装工事 368,714 269,582 △99,132 △26.9 560,242

計 4,320,849 6,652,632 2,331,782 54.0 7,912,130

官公庁工事 820,000 1,013,280 193,279 23.6 1,151,013

民間工事 3,500,848 5,639,352 2,138,503 61.1 6,761,116

不動産事業 3,414,676 5,464,966 2,050,290 60.0 7,060,955

その他事業 223,403 173,262 △50,141 △22.4 275,967

合計 7,958,929 12,290,861 4,331,931 54.4 15,249,053

(3) 次期繰越工事高
 （単位：千円、％）

項目

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
比較
増減

（△は減）

前連結会計年度

自 平成16年10月1日
至 平成17年3月31日

自 平成17年10月1日
至 平成18年3月31日

自 平成16年10月1日
至 平成17年9月30日

金額 金額 金額 率 金額

建設事業

土木工事 1,356,220 2,680,294 1,324,073 97.6 1,326,021

建築工事 9,144,612 12,505,177 3,360,565 36.7 14,380,312

舗装工事 62,030 16,512 △45,518 △73.4 90,855

計 10,562,863 15,201,984 4,639,120 43.9 15,797,189

官公庁工事 583,579 670,139 86,560 14.8 1,129,211

民間工事 9,979,284 14,531,844 4,552,560 45.6 14,667,978
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