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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 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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 304 (△85.2) △118 (－) △223 (－)

17年３月中間期 2,062 (△5.9) △75 (－) △48 (－)

17年９月期 2,669 △483 △528

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 △148 (－) △0 49

17年３月中間期 △16 (－) △0 29

17年９月期 △519 △6 14

（注）①期中平均株式数 18年３月中間期 301,568,837株 17年３月中間期 58,426,537株 17年９月期 84,676,537株

②会計処理の方法の変更 無

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であります。

(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 　　　　―――――― 　　　　――――――

17年３月中間期 　　　　―――――― 　　　　――――――

17年９月期 　　　　―――――― 　　　　――――――

 

(3）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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 13,958 13,875 99.4 42 77

17年３月中間期 3,308 1,331 40.2 22 78

17年９月期 4,087 3,194 78.2 19 43

（注）①期末発行済株式数 18年３月中間期 324,425,237株 17年３月中間期 58,426,537株 17年９月期 164,426,537株

②期末自己株式数 18年３月中間期 3,276株 17年３月中間期 1,976株 17年９月期 1,976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 514  △17  60  － － － －

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　0円18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、多分に不確定な要素を含んで

おります。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。

－ 1 －



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）

前事業年度の要約貸借対照表
（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           

１．現金預金 ※２. 728,196   5,211,307   2,008,302   

２．受取手形  358,526   5,300   188,667   

３．完成工事未収入金  690,792   －   183,437   

４．有価証券  41,167   －   71,737   

５．未成工事支出金  168,218   －   298,083   

６．材料貯蔵品  5,864   －   5,859   

７．短期貸付金  －   2,895,504   －   

８．その他  44,094   582,133   65,080   

９．貸倒引当金  △56,440   △177   △25,730   

流動資産合計   1,980,422 59.9  8,694,068 62.3  2,795,438 68.4

Ⅱ　固定資産           

(1）有形固定資産 ※１.          

１．建物 ※２. 310,137   49,865   289,863   

２．機械及び装置  201,504   －   201,614   

３．土地 ※２. 482,772   1,697,173   482,772   

４．その他 ※２. 53,168   1,334   55,091   

有形固定資産合計  1,047,583  31.7 1,748,372  12.5 1,029,341  25.2

(2）無形固定資産  7,610  0.2 －  － 16,501  0.4

(3）投資その他の資産           

１．投資有価証券  219,788   2,311,106   197,433   

２．関係会社株式  20,000   1,190,000   30,000   

３．その他  132,479   55,413   55,470   

４．貸倒引当金  △99,538   △40,377   △37,082   

投資その他の資産
合計

 272,730  8.2 3,516,141  25.2 245,822  6.0

固定資産合計   1,327,924 40.1  5,264,514 37.7  1,291,666 31.6

資産合計   3,308,346 100.0  13,958,582 100.0  4,087,104 100.0
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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）

前事業年度の要約貸借対照表
（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           

１．支払手形  427,945   47,495   135,458   

２．工事未払金  369,284   －   161,306   

３．短期借入金 ※２. 510,000   －   －   

４．１年以内に返済予
定の長期借入金

※２. 76,356   －   －   

５．未払法人税等  9,604   15,359   24,500   

６．未成工事受入金  26,877   －   185,790   

７．賞与引当金  11,540   334   10,490   

８．受注工事損失引当
金

 9,000   －   6,000   

９．その他  70,776   19,649   56,224   

流動負債合計   1,511,383 45.7  82,838 0.6  579,770 14.2

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金 ※２. 186,604   －    －   

２．退職給付引当金  271,016   －   296,932   

３．繰延税金負債  8,339   －   15,687   

固定負債合計   465,960 14.1  － －  312,619 7.6

負債合計   1,977,343 59.8  82,838 0.6  892,389 21.8

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   1,538,675 46.5  1,000,000 7.2  2,716,675 66.5

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  1,456,332   5,895,267   2,634,332   

２．その他資本剰余金  －   7,156,675   －   

資本剰余金合計   1,456,332 44.0  13,051,943 93.5  2,634,332 64.4

Ⅲ　利益剰余金           

１．中間（当期）未処
理損失

 1,676,044   148,695   2,179,065   

利益剰余金合計   △1,676,044 △50.7  △148,695 △1.1  △2,179,065 △53.2

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  12,179 0.4  △27,261 △0.2  22,912 0.5

Ⅴ　自己株式   △141 △0.0  △242 △0.0  △141 △0.0

資本合計   1,331,002 40.2  13,875,744 99.4  3,194,714 78.2

負債・資本合計   3,308,346 100.0  13,958,582 100.0  4,087,104 100.0

           

－ 3 －



(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）

前事業年度の要約損益計算書
（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           

１．完成工事高   2,062,020   215,793   2,669,506  

２．投資業務収入その
他

  －   89,119   －  

    売上高計   2,062,020 100.0  304,912 100.0  2,669,506 100.0

Ⅱ　売上原価           

完成工事原価   1,869,691 90.7  199,673 65.5  2,629,210 98.5

売上総利益   192,329 9.3  105,239 34.5  40,296 1.5

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  267,468 12.9  223,912 73.4  523,997 19.6

営業損失   75,139 △3.6  118,673 △38.9  483,701 △18.1

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息   263   25,302   387  

２．その他 ※１.  40,847   290,279   66,041  

営業外収益計   41,111 2.0  315,581 103.5  66,429 2.5

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息   10,322   －   15,425  

２．その他 ※２.  3,719   420,420   95,377  

営業外費用計   14,042 0.7  420,420 137.9  110,802 4.2

経常損失   48,069 △2.3  223,512 △73.3  528,075 △19.8

Ⅵ　特別利益 ※３.  59,429 2.9  97,167 31.9  81,624 3.1

Ⅶ　特別損失 ※４.  22,543 1.1  19,844 6.5  60,004 2.2

税引前中間(当期)
純損失

  11,184 △0.5  146,189 △47.9  506,455 △19.0

法人税、住民税及
び事業税

  5,550 0.3  2,506 0.8  13,300 0.5

中間(当期)純損失   16,734 △0.8  148,695 △48.7  519,755 △19.5

前期繰越損失   1,659,310   －   1,659,310  

中間(当期)未処理
損失

  1,676,044   148,695   2,179,065  
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(3）中間キャッシュ・フロー計算書

　当中間会計期間は、中間連結キャッシュ・フロー計算書を作成しているため、前中間会計期間に

係るキャッシュ・フロー及び前事業年度に係るキャッシュ・フロー計算書のみ記載しております。
 

 
 

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）

前事業年度の要約キャッ
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）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・
フロー

   

税引前中間（当期）純利益・
損失（△）

 △11,184 △506,455

減価償却費  41,013 74,441

貸倒引当金の増加・減少
（△）額

 △6,355 △19,455

退職給付引当金の増加・減
少(△)額

 31,707 57,623

賞与引当金の増加・減少
（△）額

 △30 △1,080

有価証券償還損・益（△）  △704 －

投資有価証券売却損・益
（△）

 △27,722 △27,722

受注工事損失引当金の増加・
減少（△）額

 9,000 6,000

投資有価証券評価損  150 －

受取利息及び受取配当金  △325 △6,136

支払利息  10,322 15,425

固定資産除却損  192 14,816

売上債権の減少・増加（△）
額

 △201,149 476,065

未成工事支出金の減少・増
加（△）額

 138,295 8,430

たな卸資産の減少・増加
（△）額

 2,934 2,939

仕入債務の増加・減少（△）
額

 111,037 △389,427

未払消費税等の増加・減少
（△）額

 △269 △11,144

未成工事受入金の増加・減
少（△）額

 △89,675 69,237

保険金解約による収入  40,032 －

破産更生等債権の回収  26,663 －

その他  △3,545 38,748

小計  70,387 △197,692

利息及び配当金の受取額  316 6,144

利息の支払額  △8,883 △11,568

保険積立金の受取額  － 40,784

破産更生債権の回収  － 9,029

－ 5 －



 
 

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）

前事業年度の要約キャッ
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）

法人税等の支払額  △9,172 △13,631

営業活動によるキャッシュ・
フロー

 52,648 △166,934

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・
フロー

   

定期積金の払戻による収入  8,550 17,950

有価証券の取得による支出  △9 △9

有価証券の償還による収入  5,003 8,003

有形固定資産の取得による
支出

 △13,406 △43,125

投資有価証券の取得による
支出

 △39 △99

投資有価証券の売却による
収入

 66,390 66,390

無形固定資産の取得による
支出

 － △9,530

貸付けによる支出  △490 △1,121

貸付金の回収による収入  273 1,230

その他  4,074 42,758

投資活動によるキャッシュ・
フロー

 70,345 82,445

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

   

短期借入金の純増加・減少
（△）額

 △20,000 △530,000

長期借入金の返済による支出  △40,378 △303,338

株式の発行による収入  － 2,269,948

財務活動によるキャッシュ・
フロー

 △60,378 1,436,610

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加・
減少（△）額

 62,616 1,352,121

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  656,180 656,180

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期
末（期末）残高

※ 718,796 2,008,302

－ 6 －



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

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）

　当社は、前々中間会計期間85百万円、前中

間会計期間169百万円、当中間会計期間75百万

円の重要な営業損失を連続して計上しており、

当該状況から、継続企業の前提に関する重要

な疑義が存在しております。この状況を解消

すべく、平成15年に策定した「新経営改革計

画」を鋭意促進するとともに、低コスト経営

による収益力の改善を図るため、本社の移転

等計画に基づき次のとおり実施してまいりま

した。

(1）固定経費の縮減

①本社移転（平成16年８月17日実施）

　業務の効率化と経費の縮減

②役員報酬の削減

③社員の定期昇給停止、および賞与カッ

トの実施

④固定費の更なる削減(「シェイプアップ

プラン」の実施)

以上実施によって、「販売費及び一般

管理費」は、前年同期比23％減少してお

ります。

(2）営業・受注対策

①営業戦略会議の実施による元請工事、

一般土木工事の受注比率の向上

②自社開発工法のNUC工法等の営　業活動

③水道本管非開削布設替えの「プラズマ

モール工法」の協会活動

以上当中間会計期間も営業努力してまい

りましたが、公共事業削減、受注競争激

化に加え、元従業員による証券取引法違

反等一連の不祥事の影響で、一時的に受

注が減少し、売上高も減少しました。

(3）工事原価の縮減及び逸失利益の削減

①ISO9001の認証取得（平成16年12月24日

取得）

②「工事原価管理システム」の導入およ

びチェックシステムの構築による工事

原価、逸失利益の縮減

③TQCワーキング（工事責任者会議）の実

施による施工、原価管理レベルの向上

　          ─────
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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）

 以上実施によって、当中間会計期の工

事原価率は、前年同期比１ポイント低下

されました。

  当中間会計期間も、当該計画に基づいて再建

に努力いたしましたが、受注の伸び悩みや一部

大型工事の予定外費用の発生により、計画目標

を達成することができませんでした。

 

  

 

 

　下半期以降、原価・経費面では、これまで

に実施した固定費削減など、尚一層原価・経

費の縮減に努めてまいります。一方受注面で

は、公共工事の削減など当業界を取巻く環境

はなお厳しい状況でありますが、上記受注対

策により、枚方市への本社移転にともなう元

請工事、改築・更生工事のプラズマモール工

事の受注に効果が現れつつあり、計画目標の

達成を使命として努めてまいります。

　資金面においては、現状況では、取引金融

機関からの新規追加調達の見通しが低いこと

など、下半期以降受注高、完成工事高が計画

通り回復せず、新たな資金調達の手段を見出

せない場合には、資金繰りが逼迫する可能性

があります。

　中間財務諸表は継続企業を前提として作成

されており、このような重要な疑義の影響を

中間財務諸表には反映しておりません。
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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

子会社株式及び関連会社株式

総平均法による原価法

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

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、売却原価は総平均法に

より算定）

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、

売却原価は総平均法により

算定）

 時価のないもの

総平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

総平均法による原価法

 (2）たな卸資産

未成工事支出金

　個別法による原価法

材料貯蔵品

　先入先出法による原価法

(2）たな卸資産

─────

 

 

 

(2）たな卸資産

未成工事支出金

個別法による原価法

材料貯蔵品

先入先出法による原価法

２．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産

………定額法

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物　　　　　６～50年

機械及び装置　３～10年

(1）有形固定資産

………定額法

 　  なお、主な耐用年数は以下の

   とおりであります。

     建物　　　　　28年

 　　工具器具備品　６～20年

(1）有形固定資産

………定額法

 　  なお、主な耐用年数は以下の

   とおりであります。

 　　建物　　　　　６～50年

 　　機械及び装置　３～10年

 (2）無形固定資産

………定額法

　なお、ソフトウェア（自社利

用）については、社内における見

込利用可能期間（５年）による定

額法を採用しております。

(2）無形固定資産

─────

(2）無形固定資産

………定額法 

 　なお、ソフトウェア（自社利

　用）については、社内における

見込利用可能期間（５年）による

定額法を採用しております。

３．繰延資産の処理方法 (1）新株発行費

　支出時に全額費用として処理し

ております。

(1）新株発行費

同左

(1）新株発行費

同左

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　売上債権等の貸倒損失に備える

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

計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

 (2）賞与引当金

　従業員の賞与の支払いに備える

ため、将来の支給見込額のうち当

中間会計期間の負担額を計上して

おります。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支払いに備える

ため、将来の支給見込額のうち当

期の負担額を計上しております。

 (3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

退職給付会計に関する実務指針

（中間報告）（日本公認会計士協

会　会計制度委員会報告第13号）

に定める簡便法（期末自己都合要

支給額を退職給付債務とする方

法）により、当中間会計期間末に

おいて発生していると認められる

額を計上しております。

　なお、退職給付会計変更時差異

（207,148千円）については、５

年による按分額を特別損失として

計上しております。

(3）退職給付引当金

─────

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

退職給付会計に関する実務指針

（中間報告）（日本公認会計士協

会　会計制度委員会報告第13号）

に定める簡便法（期末自己都合要

支給額を退職給付債務とする方

法）により、当期末において発生

していると認められる額を計上し

ております。

　なお、退職給付会計変更時差異

（207,148千円）については、５

年による按分額を特別損失として

計上しております。
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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）

 (4）受注工事損失引当金

　受注工事の損失に備えるため、手

持受注工事のうち当中間会計期間末

で損失が確実視され、かつ、その金

額を合理的に見積もることが出来る

工事については、当中間会計期間末

以降に発生が見込まれる損失額を計

上しております。

（追加情報）

　手持受注工事のうち当中間会計期

間末で損失が確実視される工事が新

たに発生したため、当中間会計期間

末以降に発生が見込まれる損失を引

当計上しております。

　この結果、当中間会計期間の税引

前中間純損失が9百万円増加してお

ります。

(4）受注工事損失引当金

─────

(4）受注工事損失引当金

　受注工事の損失に備えるため、手

持受注工事のうち当事業年度末以降

損失が確実視され、かつ、その金額

を合理的に見積もることが出来る工

事については、当事業年度末以降に

発生が見込まれる損失額を計上して

おります。

（追加情報）

　手持受注工事のうち当事業年度末

で損失が確実視される工事が新たに

発生したため、当事業年度末以降に

発生が見込まれる損失を引当計上し

ております。この結果、当事業年度

の営業損失、経常損失及び税引前当

期純損失がそれぞれ6,000千円増加

しております。

５．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

会計処理によっております。

同左 同左

６．中間キャッシュ・フロー

計算書（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ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。

───── 　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ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。

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

　税抜方式によっております。

消費税等

同左

消費税等

同左
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表示方法の変更

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）

(中間貸借対照表)

　「証券取引法の一部を改正する法律」(平

成16年法律第97号)が平成16年６月９日に公布

され、平成16年12月１日より適用となること

および、「金融商品会計に関する実務指針」

(会計制度委員会報告第14号)が平成17年２月

15日付で改正されたことに伴い、当中間会計

期間から投資事業有限責任組合およびこれに

類する組合への出資(証券取引法第２条第２項

により有価証券とみなされるもの)を投資有価

証券として表示する方法に変更しました。

　なお、当中間会計期間末の「投資有価証券」

に含まれる当該出資の額は18,998千円であり、

前中間会計期間末における「投資その他の資

産」の「その他」に含まれている当該出資の

額は34,786千円であります。

  　　　　　　─────

 

 

  　　　　　　─────

　

 

(中間貸借対照表)

　「短期貸付金」は前中間期まで、流動資産

の「その他」に含めて表示しておりましたが、

当中間期末において、資産の総額の100分の5

を超えたため区分掲記いたしました。

　なお前中間期末の「短期貸付金」金額は658

千円であります。
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追加情報

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）

(外形標準課税)

　「地方税法等の一部を改正する法律」(平

成15年法律第９号)が平成15年３月31日に公布

され、平成16年４月1日以降に開始する事業年

度より外形標準課税制度が導入されたことに

伴い、当中間会計期間から「法人事業税にお

ける外形標準課税部分の損益計算書上の表示

についての実務上の取扱い」(平成16年２月13

日　企業会計基準委員会　実務対応報告第12

号)に基づき、法人事業税の付加価値割及び資

本割については、販売費及び一般管理費に計

上しております。

　この結果、販売費及び一般管理費が4百万円

増加し、営業損失、経常損失及び税引前中間

純損失が同額増加しております。

  　　　　　　───── (外形標準課税)

　「地方税法等の一部を改正する法律」(平

成15年法律第９号)が平成15年３月31日に公布

され、平成16年４月1日以降に開始する事業年

度より外形標準課税制度が導入されたことに

伴い、当事業年度から「法人事業税における

外形標準課税部分の損益計算書上の表示につ

いての実務上の取扱い」(平成16年２月13日　

企業会計基準委員会　実務対応報告第12号)に

従い、法人事業税の付加価値割及び資本割に

ついては、販売費及び一般管理費に計上して

おります。

　この結果、販売費及び一般管理費が11,200

千円増加し、営業損失、経常損失及び税引前

当期純損失が11,200千円増加しております。

 (新株発行によるキャッシュ・フロー)

新株発行による資金調達のキャッシュ・フロー

については、従来、新株発行費に重要性が認

められなかったため、キャッシュ・フロー計

算書において総額で表示しておりました。

　しかし、新株発行による多額の資金調達の

実行に伴って、多額の新株発行費が発生した

ことにより、その重要性が認められることと

なったため、当事業年度より、発行価格から

新株発行費を控除した実質手取額により表示

することと致しました。

　この結果、従来の方法によった場合と比較

して、営業活動によるキャッシュ・フローの

「新株発行費」は86,051千円増加し、財務活

動によるキャッシュ・フローの「株式の発行

による収入」は同額減少しております。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

項目
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．有形固定資産減価償却

累計額

2,795,589千円 284千円 2,759,171千円

※２．担保資産

(1）担保に供している資産

            ─────            ─────

現金預金(定期預金)

建物

有形固定資産(その

他)

土地

計

474,000千円

252,993千円

22,102千円

422,076千円

1,171,172千円

 

 

 

 

 

 

 

 

(2）担保資産に対応する債務    

短期借入金

長期借入金

（１年以内返済予定

額を含む）

計

510,000千円

262,960千円

772,960千円

 

 

 

 

 

 

 　当社の金融機関に対する債務

772,960千円の一部については当社

は土地、建物等を担保に供するとと

もに代表取締役社長南野利明が個人

として債務保証（246,160千円）を

行っております。

　なお、当社は当該債務保証につい

て保証料の支払及び担保の提供は

行っておりません。

 

　

 

　

　３．受取手形   ─────  

裏書譲渡高 18,165千円  3,718千円

　４．消費税等の表示方法 　売上等に係わる仮受消費税等と仕

入に係わる仮払消費税等とは相殺し、

その差額は流動負債の「その他」に

含めて表示しております。

同左 ─────
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（中間損益計算書関係）

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）

※１．営業外収益その他のう

ち主要なもの

   

投資事業組合運用益 26,550千円 246,458千円 32,080千円

機材貸出料 6,061千円 －千円 5,899千円

※２．営業外費用その他のう

ち主要なもの

   

新株発行費 －千円 412,174千円 86,051千円

※３．特別利益のうち主要な

もの

   

貸倒引当金戻入益 8,568千円 16,646千円 27,063千円

投資有価証券売却益 27,722千円 77,980千円 27,722千円

工事補償金 15,000千円 －千円 15,000千円

設備売却益 8,000千円 －千円 8,000千円

※４．特別損失のうち主要な

もの

   

退職給付会計変更時

差異償却額

20,714千円 －千円 41,429千円

固定資産除却損 192千円 123千円 16,938千円

減損損失 －千円 19,721千円 －千円

　５．減価償却実施額    

有形固定資産 40,481千円 10,130千円 73,270千円

無形固定資産 532千円 442千円 1,171千円

　６．減損損失    ─────   当中間会計期間において、当社は次

の資産について減損損失を計上いたし

ました。

種類：　土地

用途：　遊休不動産

場所：　岐阜県多治見市大畑町

上記の土地につきましては、資材置場

として使用しておりましたが、現在は

遊休状態であり、かつ地価が著しく下

落しているため、帳簿価格を回収可能

価格まで減額し、当該減少額を減損損

失（19,721千円）として、特別損失に

計上いたしました。なお、当該土地の

回収可能価格は、正味売却価格により

測定しており、固定資産税評価を基に

評価しております。

    ─────

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

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）

前事業年度
（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17年９月30日現在）

現金預金勘定 728,196千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金及び定期積金

△9,400千円

現金及び現金同等物 718,796千円

現金預金勘定 2,008,302千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金及び定期積金

－　千円

現金及び現金同等物 2,008,302千円
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①　リース取引

 ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。

②　有価証券

当中間会計期間末に係る「有価証券関係」(子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものを除く。)については、

中間連結財務諸表における注記事項に記載しております。

前中間会計期間末、前事業年度末及び当中間会計期間末のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時

価のあるものはありません。

前中間会計期間末（平成17年３月31日現在）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

　該当事項はありません。

２．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 39 38 △1

債券 2,455 3,007 551

その他 219,677 239,646 19,969

合計 222,172 242,692 20,519

３．時価のない主な有価証券の内容

 中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 6,323

公社債投資信託 11,940

前事業年度末（平成17年９月30日現在）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

　該当事項はありません。

２．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 99 110 10

債券 － － －

その他 204,766 242,818 38,051

合計 204,865 242,928 38,062

３．時価のない主な有価証券の内容

 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） 6,323

公社債投資信託 11,940

投資事業有限責任組合等 7,978
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③　デリバティブ取引

　当中間会計期間に係る「デリバティブ取引」については、中間連結財務諸表における注記事項に記載しており

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）

 　当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。

前事業年度（自　平成16年10月１日　至　平成17年９月30日）

　当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。

④　持分法損益等

 当中間会計期間は、中間連結財務諸表を作成しておりますので、該当事項はありません。

 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）

  　利益基準及び剰余金基準から見て重要性の乏しい関連会社であるため、記載を省略しております。

 前事業年度（自　平成16年10月１日　至　平成17年９月30日）

  　利益基準及び剰余金基準から見て重要性の乏しい関連会社であるため、記載を省略しております。
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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 22円78銭 42円77銭 19円43銭

１株当たり中間（当期）純

損失
0円29銭 0円49銭 6円14銭

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、

新株予約権を発行しており

ますが、1株当たり中間純損

失が計上されているため記

載しておりません。

同左 潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、

１株当たり当期純損失が計

上されているため記載して

おりません。

　（注）　１株当たり中間（当期）純損失金額の算定上の基礎は、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)

１株当たり中間（当期）純損失金額    

中間（当期）純損失（千円） 16,734 148,695 519,755

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純損失

（千円）
16,734 148,695 519,755

期中平均株式数（株） 58,426,537 301,568,837 84,676,537

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要

新株予約権（新株予約

権の数6,000個）

　新株予約権の概要は

「第４　提出会社の状

況、１　株式等の状況、

(2）新株予約権等の状

況」に記載のとおりで

あります。

 　──────

 

　

 　──────

 

　(発行済株式数の増加又は減少）（自平成17年10月1日　至平成18年3月31日）

 　　○第三者割当による新株式の発行

 　　　①発行株式数　　　　　　160,000,000株

 　　　②発行価格　　　　　　　　　　　 68円

 　　　③資本組入額　　　　　　　　　　 34円
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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）

──────

 

 

 

 

 子会社株式会社Ａ．Ｃインベストメントとの

合併

  当社は今後の事業の多面的な展開に備える

ため当社の100％出資子会社である㈱Ａ．Ｃイ

ンベストメントを平成18年５月22日付にて吸

収合併（簡易合併）いたしました。

 合併に関する事項は次のとおりであります。

（１）合併期日

　　　　　　　　　平成18年５月22日

（２）合併の形式

  当社を存続会社とし、㈱Ａ．Ｃインベスト

メントを解散会社とする吸収合併（簡易合併）

とし、合併による新株の発行及び資本金の増

加は行いません。

（３）財産の引継

  合併期日において、㈱Ａ．Ｃインベストメ

ントの資産・負債及び権利義務の一切を引継

ぐ。

（４）被合併会社の概要

 ①設立　　　　　　　平成18年１月18日

 ②事業内容　　　　　投資業務

 ③売上高（平成18年３月中間期）

16百万円

 ④当期純損失（平成18年３月中間期）

 7百万円

 ⑤総資産（平成18年３月末）

 2,047百万円

 ⑥株主資本（平成18年３月末）

 22百万円

 ⑦従業員数（平成18年３月末）

　 0名

(1)平成17年10月4日開催の当社取締役会にお

いて、持株会社として新規事業を行なってい

くために、第三者割当による新株式の発行を

決議し、平成17年10月24日に新株式を発行し

ました。

 その具体的内容は以下のとおりです。

１. 新株式発行要領

（１）発行新株式数　　　

 普通株式 160,000,000 株

（２）発行価額　　　　　

 １株につき　68 円

（３）発行価格の総額　　

 10,880,000,000 円

（４）資本組入額　　　　

 １株につき　34 円

（５）資本組入額の総額　

 5,440,000,000 円

（６）申込期日　　　　　

 平成17年10月21日（金）

（７）払込期日　　　　　

 平成17年10月24日（月）

（８）配当起算日　　　　

 平成17年10月 1日（土）

（９）新株交付日　　　　

 平成17年10月25日（火）

（10）割当先及び株式数　

Pan Pacific Advisory Service

62,500,000株

ロイヤル投資事業組合　　 

61,000,000株

アウローラインベストメント投資事業組

合 

20,000,000株

Rocket High Investments Limited 

10,000,000株

ＮＩＳ証券株式会社　　　　　　　　　

　　　

 4,500,000株

未来証券株式会社　　　　　　　　　　

　　　

 2,000,000株

計　　　160,000,000株

２．今回の増資による発行済株式総数の推移

現在の発行済株式総数　　

164,428,513 株　（平成17年9月30日現在）

(現在の資本金　 2,716,675,650 円）

増資による増加株式数　160,000,000 株

(増加資本金　　 5,440,000,000 円)

増加後発行済株式総数　　324,428,513 株

(増加後資本金　 8,156,675,650 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)　当社は平成17年12月1日を期して、持株

会社へ移行し、商号を「株式会社Ａ.Ｃホール

ディングス」に変更し、本店を東京都世田谷

区岡本一丁目17番16号に移転しました。また、

同日当社の建設関連事業部門を分社型新設分

割し、新会社南野建設株式会社を新設しまし

た。

 （新設会社）南野建設株式会社の概要は以下

のとおりです。

（１）商号　

南野建設株式会社

（２）事業内容　　　　　

 　　　建設関連事業（建設事業及び不動産

　　 　事業）

（３）設立年月日　　　　

平成17年12月1日

（４）本店所在地　　　　

大阪府枚方市池之宮二丁目３番６号

（５）代表者　　　　　　　　　　　　　　

代表取締役社長　南野　利明

（６）資本金

３億円 (株式会社Ａ.Ｃホールディン

グス100％出資)

（７）発行株式総数　　　6,000株

（８）承継する権利義務　

建設関連事業に関する資産・負債及び

これに付随する取引契約・雇用契約等

一切の権利義務ならびに契約上の地位

及びこれに基づく権利義務

 　但し、次に掲げるものは除く。

①　現金及び預金の一部

②　租税債権債務

③　受取手形及び支払手形（但し、原因

債権及び原因債務は承継）

 

(3)　当社は平成17年11月24日開催の当社取締

役会において、下記の通り資本の減少を決議

いたしました。

１．減少すべき資本の額

　当社の資本の額は、2,716,675,650円を

1,716,675,650円減少させ、1,000,000,000

円といたします。ただし、平成17年10月24

日払込の第三者割当による新株発行による

資本金増加額5,440,000,000円につきまして

も、併せて全額減少いたします。

２．資本減少額について

　減少すべき資本の額7,156,675,650円につ

きましては、その他の資本剰余金（資本金

減少差益）としてそのまま据え置く所存で

す。

３．資本減少の方法

　払戻しを行なわない無償の減資とします。

また、発行済株式数については、変更を行

ないません。なお、平成17年12月22日開催

の第60期定時株主総会において、上記の通

り可決されました。

－ 19 －



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）

──────

 

 (4) 当社は平成17年12月6日開催の当社取締

役会において、キャピタルゲインを獲得する

ことを目的として、東海観光株式会社の新株

予約権発行引受先である東京東海ファンド第2

号投資事業組合と投資事業組合契約を締結し、

当該投資事業組合に出資することを決議し、

契約を締結しました。

 その具体的な内容は以下のとおりです。

 １. 契約の概要

 （１）契約先投資事業組合 

        東京東海ファンド第2号投資事業組

       合

 （２）組合契約締結日

        平成17年12月6日

 （３）出資口数

        5,850口 （1口につき3,000株、総

　　　株数17,550,000株）

 （４）出資総額

        965,250,000円 （うち、41,550,000

       円 平成17年12月6日払込済）

 （5） 当社は平成17年12月7日開催の当社取

締役会において、運用益の分配を獲得するこ

とを目的として、東京平成ファンド投資事業

組合に出資する事を決議し、契約を締結しま

した。

 １． 契約の概要

 （１）契約先投資事業組合

　　　  東京平成ファンド投資事業組合

 （２）組合契約締結日

 　     平成17年12月7日

 （３）出資金額

　　　　 2,000,000,000円（平成17年12月7

       日払込済）
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７. 役員の異動(平成18年5月26日付)
１.退任取締役

取締役　畠　アイラ　フランシス　正幸
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