
 

 平成18年５月31日 

 

各  位 

 

（訂正）平成18年９月期中間決算短信（連結）の一部訂正 

 

会 社 名 平 和 奥 田 株 式 会 社 

代表者名 代表取締役社長 奥 宗嗣 

（コード番号 1790 大証第２部） 

問合せ先 常務取締役総務部長 上原 平太郎 

（TEL 0748-22-2431） 

 

平成18年５月19日に発表いたしました「平成18年９月期中間決算短信（連結）」の内容につきまして、一部訂正する箇所がござ

いましたので、下記の通りお知らせいたします。 

 なお、訂正箇所は下線にて表示しております。 

 

４．中間連結財務諸表等 

 

【訂正前】 

 (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

（％）

（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
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【訂正後】 

 (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

（％）

（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   

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
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表示方法の変更 

 

【訂正前】 

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。 

 

 

【訂正後】 

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） 

  ─────  (中間連結貸借対照表) 

前中間連結会計期間まで流動負債の「その他」

（402,167千円）に含めて表示していた「前受金」

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末の「その他」に含ま

れている「前受金」は192,593千円である。

  ─────  (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 

 

【訂正前】 

（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） 

※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。 

───── 
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【訂正後】 

（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） 

※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

土地及び建

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。 

───── 

 

 

 

訂正の理由 

前中間連結会計期間末においては「前受金」を「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間連結会計期間末においては

独立表示しております。これに伴い、表示方法の変更を記載するためであります。 

また、減損損失を計上した資産グループにおける、資産の種類の表示を訂正するためであります。 

 

 

 

以  上 
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