
平成18年９月期 個別中間財務諸表の概要 平成18年５月19日

上場会社名 平和奥田株式会社 上場取引所 大阪証券取引所（第二部）

コード番号 １７９０ 本社所在都道府県 滋賀県

(URL　http://www.heiwaokuda.co.jp)

代　　表　　者　役職名 代表取締役社長 氏名　奥　宗嗣

問合せ先責任者　役職名 常務取締役総務部長 氏名　上原　平太郎 ＴＥＬ （0748）22－2431（代）

決算取締役会開催日 平成18年５月19日 中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 平成18年６月15日 単元株制度採用の有無 有（１単元　1000株）

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

(1)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 12,139 (　54.5) 243 ( 336.7) 230 ( 379.5)

17年３月中間期 7,857 (　54.0) 55 (　－　) 47 (　－　)

17年９月期 15,017 △516 △583

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

 百万円 ％ 円 銭

18年３月中間期 △304 (　－　) △44 11

17年３月中間期 △273 (　－　) △50 51

17年９月期 △374 △64 34

（注）①期中平均株式数 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

 ②会計処理の方法の変更 有

 ③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)配当状況  

１株当たり
中間配当金

１株当たり
年間配当金

 円 銭 円 銭

18年３月中間期 8 00

17年３月中間期 6 00

17年９月期 15 00

(3)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 15,523 5,162 33.3 747 55

17年３月中間期 13,484 4,949 36.7 913 29

17年９月期 13,747 5,526 40.2 797 79

（注
）

①期末発行済株式数 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

 ②期末自己株式数 18年３月中間期 23,004株 17年３月中間期 18,564株 17年９月期 20,284株

２．平成18年９月期の業績予想（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
１株当たり年間配当金

期末  

  百万円 百万円 百万円  円 銭  円 銭

通　期 26,550  600  50   8 00  16 00

（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。
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６．個別中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表

前中間会計期間末
（平成17年３月31日）

当中間会計期間末
（平成18年３月31日）

前事業年度
要約貸借対照表

（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 2,047,114 2,716,328 2,438,779

受取手形 57,748 104,859 108,224

完成工事未収入
金

1,923,215 2,993,959 964,745

不動産事業未収
入金

40,885 27,773 29,553

その他事業未収
入金

133,738 81,681 32,600

販売用不動産 535,515 314,596 539,795

不動産事業支出
金

※３ 4,221,991 4,971,149 5,095,358

短期貸付金 197,426 256,514 170,250

その他 ※２ 978,839 1,092,924 1,025,668

貸倒引当金 △43,240 △43,250 △111,400

流動資産合計 10,093,236 74.9 12,516,536 80.6 10,293,575 74.9

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１

建物 989,708 900,971 1,031,987

土地 ※３ 1,420,635 997,275 1,294,373

その他 162,860 247,166 155,687

有形固定資産計 2,573,205 19.1 2,145,413 13.8 2,482,048 18.1

２．無形固定資産 5,620 0.0 5,415 0.1 5,518 0.0

３．投資その他の資
産

関係会社長期
貸付金

63,000 108,500 68,500

差入保証金 130,694 143,293 140,466

その他 842,461 721,965 848,035

貸倒引当金 △223,350 △117,590 △90,400

投資その他の資
産計

812,806 6.0 856,169 5.5 966,601 7.0

固定資産合計 3,391,632 25.1 3,006,999 19.4 3,454,168 25.1

資産合計 13,484,868 100.0 15,523,535 100.0 13,747,743 100.0
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前中間会計期間末
（平成17年３月31日）

当中間会計期間末
（平成18年３月31日）

前事業年度
要約貸借対照表

（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 1,122,151 1,853,125 666,790

不動産事業未払
金

13,912 889,152 45,618

その他事業未払
金

140,274 103,297 39,459

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 21,500 15,768 205,574

未成工事受入金 194,130 552,399 375,393

前受金 － 304,320 979,193

完成工事補償引
当金

14,600 13,200 11,900

賞与引当金 27,180 25,196 51,577

その他 394,758 267,088 261,590

流動負債合計 7,028,507 52.1 9,395,148 60.5 8,111,098 59.0

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 8,535,757 63.3 10,361,267 66.7 8,221,411 59.8

（資本の部）

Ⅰ　資本金 858,019 6.3 1,208,404 7.8 1,208,404 8.8

Ⅱ　資本剰余金

資本準備金 846,280 1,196,665 1,196,665

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

Ⅲ　利益剰余金

利益準備金 127,776 127,776 127,776

任意積立金 3,332,357 2,830,357 3,332,357

中間（当期）未
処分利益（△未
処理損失）

△234,827 △248,144 △368,272

利益剰余金合計 3,225,306 23.9 2,709,989 17.5 3,091,861 22.5

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 △0.0

資本合計 4,949,111 36.7 5,162,267 33.3 5,526,332 40.2

負債資本合計 13,484,868 100.0 15,523,535 100.0 13,747,743 100.0
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成16年10月１日
　至　平成17年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年10月１日
　至　平成18年３月31日）

前事業年度要約損益計算書
（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 4,219,702 6,501,676 7,680,718

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

223,155 7,857,534 100.0 172,885 12,139,528 100.0 275,614 15,017,288 100.0

Ⅱ　売上原価

完成工事原価 4,065,713 6,170,192 7,428,753

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

214,203 7,143,123 90.9 162,203 10,729,452 88.4 264,880 13,746,167 91.5

売上総利益 714,410 9.1 1,410,076 11.6 1,271,121 8.5

完成工事総利益 153,988 331,484 251,964

不動産事業総利
益

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

その他事業総利
益

8,952 10,681 10,734

Ⅲ　販売費及び一般管
理費

658,711 8.4 1,166,845 9.6 1,787,901 11.9

営業利益(△損
失)

55,699 0.7 243,230 2.0 △516,780 △3.4

Ⅳ　営業外収益

受取利息 2,242 10,321 23,761

その他  21,175 23,418 0.3 7,878 18,199 0.1 29,676 53,437 0.3

Ⅴ　営業外費用

支払利息 28,015 23,236 47,796

その他 3,127 31,142 0.4 8,162 31,398 0.2 72,526 120,322 0.8

経常利益(△損
失)

47,974 0.6 230,032 1.9 △583,665 △3.9

Ⅵ　特別利益 ※１ 7,250 0.1 14,942 0.1 101,590 0.7

Ⅶ　特別損失 ※２ 491,433 6.3 427,358 3.5 25,661 0.2

税引前中間(当
期)純利益（△
純損失）

△436,208 △5.6 △182,384 △1.5 △507,736 △3.4

法人税、住民税
及び事業税

16,750 7,500 190,000

法人税等追徴税
額

－ － 35,000

法人税等調整額 △179,187 △162,437 △2.1 114,813 122,313 1.0 △358,034 △133,034 △0.9

中間（当期）純
利益（△純損
失）

△273,771 △3.5 △304,697 △2.5 △374,702 △2.5

前期繰越利益 38,944 56,553 38,944

中間配当額 － － 32,513

中間(当期)未処
分利益（△未処
理損失）

△234,827 △248,144 △368,272
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中間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）

当中間会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

１．資産の評価基準及び評価方

法

(1）有価証券

子会社株式

　移動平均法による原価法によっ

ている。

(1）有価証券

子会社株式

同左

(1）有価証券

子会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

　中間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。

その他有価証券

時価のあるもの

同左

その他有価証券

時価のあるもの

　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

(2）デリバティブ

　時価法によっている。

(2）デリバティブ

同左

(2）デリバティブ

同左

(3）たな卸資産

販売用不動産

　個別法による原価法によってい

る。

(3）たな卸資産

販売用不動産

同左

(3）たな卸資産

販売用不動産

同左

不動産事業支出金

　個別法による原価法によってい

る。

不動産事業支出金

同左

不動産事業支出金

同左

２．固定資産の減価償却の方法 (1）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。

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

建物 ３年～50年

構築物 ７年～40年

機械装置 ２年～12年

(2）無形固定資産

　定額法によっている。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

(3）長期前払費用

　定額法によっている。

(3)長期前払費用

同左

(3）長期前払費用

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前事業年度
（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．引当金の計上基準 (1)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。

(1)貸倒引当金

同左

(1)貸倒引当金

同左

(2)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。

(2)賞与引当金

同左

(2)賞与引当金

同左

(3)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

き当中間期末に至る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。

(3)完成工事補償引当金

同左

(3)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

き当事業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。

(4)役員退職慰労引当金

　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。

(4)役員退職慰労引当金

同左

(4)役員退職慰労引当金

　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．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。 同左 同左

６．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

７．その他中間財務諸表（財務

諸表）作成のための基本とな

る重要な事項

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、当事業年度の

費用として処理している。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間末
（平成17年３月31日）

当中間会計期間末
（平成18年３月31日）

前事業年度末
（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、税引前当

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

後の中間財務諸表等規則に基づき各資産の

金額から直接控除している。

─────
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成17年３月31日）

当中間会計期間末
（平成18年３月31日）

前事業年度末
（平成17年９月30日）

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

826,076 千円

有形固定資産の減価償却累計額

849,837 千円

有形固定資産の減価償却累計額

859,539 千円

※２ 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のう

え、流動資産の「その他」に含めて表示し

ている。

同左 ─────

※３ ───── 　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、当中間会計期間において「不動

産事業支出金」に振替えた。

─────

　４ ─────  当社は、平成17年４月28日に株式会社みず

ほ銀行・株式会社滋賀銀行をアレンジャー

とし、借入実施時期を平成18年４月７日と

するシンジケートローン契約を締結した。

これには、以下の財務制限条項等が付され

ている。なお、これに抵触した場合には、

本契約の全ての債務について期限の利益を

失い、直ちに借入金元本および利息等を支

払うことになっている。

　①担保制限条項

　契約締結日以降、契約が終了し、債務の

履行が完了するまで資産に担保権の設定、

同予約をしてはならない。但し、資産取得

を目的とする借入金にかかる取得資金を担

保提供する場合等はこの限りではない。

　②財務制限条項

　契約締結日以降、各決算期の末日および

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。

　契約締結日以降、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。

同左

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成16年10月１日
  至　平成17年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年10月１日
  至　平成18年３月31日）

前事業年度
（自　平成16年10月１日
  至　平成17年９月30日）

※１ 特別利益の内訳は、次のとおりである。 特別利益の内訳は、次のとおりである。 特別利益の内訳は、次のとおりである。

貸倒引当金戻入益 7,250千円 貸倒引当金戻入益 14,942千円 固定資産売却益 101,590千円
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前中間会計期間
（自　平成16年10月１日
  至　平成17年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年10月１日
  至　平成18年３月31日）

前事業年度
（自　平成16年10月１日
  至　平成17年９月30日）

※２ 特別損失の内訳は、次のとおりである。 特別損失の内訳は、次のとおりである。 特別損失の内訳は、次のとおりである。

前期損益修正損 487,871千円

固定資産売却損 95千円

固定資産除却損 2,966千円

会員権評価損 500千円

前期損益修正損は、前事業年度において売

却した不動産について、当中間会計期間に

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。

固定資産除却損 4,058千円

減損損失 423,300千円

固定資産売却損 95千円

固定資産除却損 3,044千円

関係会社株式評価損 22,021千円

会員権評価損 500千円

　３ 減価償却実施額の内訳は、次のとおりであ

る。

減価償却実施額の内訳は、次のとおりであ

る。

減価償却実施額の内訳は、次のとおりであ

る。

有形固定資産 32,819千円

無形固定資産 102千円

有形固定資産 27,996千円

無形固定資産 102千円

有形固定資産 67,180千円

無形固定資産 205千円

※４ ───── 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。

─────
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（リース取引関係）

項目
前中間会計期間

（自　平成16年10月１日
　至　平成17年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年10月１日
　至　平成18年３月31日）

前事業年度
（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)

車輌運
搬具

138,101 33,890 104,210

工具・
器具備
品

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

82,211 23,027 59,184

車輌運
搬具

58,042 16,087 41,955

工具・
器具備
品

58,864 30,675 28,188

合計 199,119 69,790 129,328

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

73,675 16,985 56,690

車輌運
搬具

64,426 28,376 36,049

工具・
器具備
品

64,635 29,080 35,555

合計 202,736 74,442 128,294

（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 31,893千円

１年超 97,435千円

計 129,328千円

１年内 33,478千円

１年超 94,816千円

計 128,294千円

（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 15,695千円

減価償却費相当額 15,695千円

支払リース料 32,591千円

減価償却費相当額 32,591千円

(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

（有価証券関係）

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式で時価のあるものはありません。
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（１株当たり情報）

項目
前中間会計期間

（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前事業年度
（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) 913.29 747.55 797.79

１株当たり中間（当期）

純利益（△純損失）(円)
△50.51 △44.11 △64.34

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)

当中間会計期間
(自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日)

前事業年度
(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）
△273,771 △304,697 △374,702

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）
△273,771 △304,697 △389,702

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)

当中間会計期間
(自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日)

前事業年度
(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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７．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

前中間会計期間 当中間会計期間
比較
増減

（△は減）

前事業年度

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 1,603,383 2,627,865 1,024,482 63.9 2,038,861

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 △40.1 547,842

計 4,770,533 5,851,390 1,080,857 22.7 13,445,698

官公庁工事 894,607 514,878 △379,729 △42.4 1,771,203

民間工事 3,875,925 5,336,512 1,460,586 37.7 11,674,495

(2) 売上高
 （単位：千円、％）

項目

前中間会計期間 当中間会計期間
比較
増減

（△は減）

前事業年度

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 794,540 1,328,673 534,133 67.2 1,280,393

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 △26.9 561,642

計 4,219,702 6,501,676 2,281,974 54.1 7,680,718

官公庁工事 798,273 1,011,213 212,939 26.7 1,129,236

民間工事 3,421,428 5,490,463 2,069,034 60.5 6,551,481

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

その他事業 223,155 172,885 △50,270 △22.5 275,614

合計 7,857,534 12,139,528 4,281,994 54.5 15,017,288

(3) 次期繰越工事高
 （単位：千円、％）

項目

前中間会計期間 当中間会計期間
比較
増減

（△は減）

前事業年度

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 1,343,051 2,591,867 1,248,816 93.0 1,292,676

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 10,549,694 15,113,558 4,563,863 43.3 15,763,844

官公庁工事 583,579 632,876 49,297 8.4 1,129,211

民間工事 9,966,114 14,480,681 4,514,566 45.3 14,634,632
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８．役員の異動

(1）代表者の異動

　該当事項はありません。

(2）その他の役員の異動

①退任役員

役名 職名 氏名 退任年月日

取締役 － 奥　淳子 平成18年２月28日

②役職の異動

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

常務取締役

不動産事業部長・

土木部門並びに不

動産部門担当

常務取締役

土木部長兼不動産

事業部長・土木部

門並びに不動産部

門担当

前田　裕行 平成18年４月１日
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