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１．18年９月期の業績（平成17年10月１日～平成18年９月30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９月期 684 △74.3 △11 － △96 －

17年９月期 2,669 △31.5 △483 － △528 －

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年９月期 400 － 1 22 － － 3.5 △0.8 △14.0

17年９月期 △519 － △6 14 － － △16.3 △12.9 △19.8

（注）①期中平均株式数 18年９月期 327,502,490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、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

(2）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 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年９月期 19,638 19,550 98.5 45 59

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９月期 424,424,937株 17年９月期 164,426,537株

②期末自己株式数 18年９月期 3,576株 17年９月期 1,976株

２．19年９月期の業績予想（平成18年10月１日～平成19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

中間期 400 60 48

通期 1,000 130 120

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　0円28銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円） 配当金総額
(百万円)

配当性向
（％）

純資産配当
率（％）第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

17年9月期 － － － － － － － － － 

18年9月期 － － － － － － － － － 

19年9月期（予想） － － － １円00銭 － １円00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。
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７．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成17年９月30日）
当事業年度

（平成18年９月30日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金預金   2,008,302   7,619,084   

２．受取手形 ※2.  188,667   －   

３．完成工事未収入金   183,437   －   

４．有価証券   71,737   －   

５．未成工事支出金   298,083   －   

６．材料貯蔵品   5,859   89   

７．前払費用   19,066   3,774   

８．繰延税金資産   －   16,759   

９．未収収益   3   16   

10．未収入金   44,402   146,132   

11．関係会社短期貸付
金

  －   3,465,004   

12．未収還付消費税等   －   80,865   

13．その他流動資産   1,607   6,773   

14．貸倒引当金   △25,730   －   

流動資産合計   2,795,438 68.4  11,338,501 57.7 8,543,063

Ⅱ　固定資産         

(1）有形固定資産         

１．建物 ※1. 529,904   1,404,850    

減価償却累計額  △240,040 289,863  △11,803 1,393,046   

２．構築物 ※1. 70,068   －    

減価償却累計額  △45,072 24,996  － －   

３．機械及び装置  2,346,129   －    

減価償却累計額  △2,144,515 201,614  － －   

４．車両及び運搬具  26,053   －    

減価償却累計額  △23,699 2,353  － －   

５．工具器具備品  333,586   1,350    

減価償却累計額  △305,845 27,741  △72 1,277   

６．土地 ※1.  482,772   2,281,192   

有形固定資産計   1,029,341 25.2  3,675,517 18.7 2,646,175
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前事業年度

（平成17年９月30日）
当事業年度

（平成18年９月30日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

(2）無形固定資産         

１．電話加入権   5,271   240   

２．ソフトウェア   11,230   －   

無形固定資産計   16,501 0.4  240 0.0 △16,261

(3）投資その他の資産         

１．投資有価証券   197,433   3,409,213   

２．関係会社株式   30,000   1,160,000   

３．出資金   3,330   1,070   

４．破産債権、更生
債権等

  28,498   30,178   

５．長期貸付金   1,381   40,000   

６．長期前払費用   462   －   

７．保険積立金   112   337   

８．長期保証金   12,687   11,550   

９．長期預け金   9,000   －   

10．その他投資等   －   6,672   

11．貸倒引当金   △37,082   △34,810   

投資その他の資産
計

  245,822 6.0  4,624,212 23.6 4,378,390

固定資産合計   1,291,666 31.6  8,299,969 42.3 7,008,303

資産合計   4,087,104 100.0  19,638,471 100.0 15,551,367
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前事業年度

（平成17年９月30日）
当事業年度

（平成18年９月30日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．支払手形   135,458   －   

２．工事未払金   161,306   －   

３．未払金   46,374   26,129   

４．未払法人税等   24,500   49,966   

５．未成工事受入金   185,790   －   

６．預り金   6,030   626   

７．前受金   －   1,130   

８．受注工事損失引当
金

  6,000   －   

９．賞与引当金   10,490   －   

10．設備関係支払手形   3,818   －   

流動負債合計   579,770 14.2  77,853 0.4 △501,916

Ⅱ　固定負債         

１．退職給付引当金   296,932   －   

２．繰延税金負債   15,687   －   

３．預り保証金   －   10,435   

固定負債合計   312,619 7.6  10,435 0.0 △302,184

負債合計   892,389 21.8  88,288 0.4 △804,101

         

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※3.  2,716,675 66.5  － － △2,716,675

Ⅱ　資本剰余金         

資本準備金  2,634,332   －    

資本剰余金合計   2,634,332 64.4  － － △2,634,332

Ⅲ　利益剰余金         

当期未処理損失  2,179,065   －    

利益剰余金合計   △2,179,065 △53.2  － － 2,179,065

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  22,912 0.5  － － △22,912

Ⅴ　自己株式 ※5.  △141 △0.0  － － 141

資本合計   3,194,714 78.2  － － △3,194,714

負債・資本合計   4,087,104 100.0   － △4,087,104
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前事業年度

（平成17年９月30日）
当事業年度

（平成18年９月30日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（純資産の部）         

 Ⅰ　株主資本         

   １. 資本金　   － －  3,500,000 17.8 3,500,000

   ２. 資本剰余金         

 　(1)資本準備金　　  －   8,395,267    

 　(2)その他資本剰余金  －   7,156,675    

 　 資本剰余金合計   － －  15,551,943 79.2 15,551,943

 　３. 利益剰余金         

   (1)その他利益剰余金  －       

 　(2)繰越利益剰余金  －   382,162    

 　　利益剰余金合計   － －  382,162 2.0 382,162

 　４. 自己株式   － －  △260 △0.0 △260

 　　株主資本合計   － －  19,433,846 99.0 19,433,846

 Ⅱ　評価・換算差額等　         

 　1.その他有価証券評  
　　　価差額金

  － －  △83,662 △0.4 △83,662

 　　評価・換算差額金等
合計

  － －  △83,662 △0.4 △83,662

 Ⅲ　新株予約権   － －  200,000 1.0 200,000

 　　純資産合計   － －  19,550,183 99.6 19,550,183

 　　負債純資産合計   － －  19,638,471 100.0 19,638,471
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
比率
（％）

金額（千円）
比率
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高         

完成工事高   2,669,506 100.0 215,793    

賃貸料収入   －  63,107    

投資業務収益   －  405,794 684,695 100.0 △1,984,810

Ⅱ　売上原価         

完成工事原価   2,629,210 98.5 199,673    

賃貸原価   －  19,103 218,777 32.0 △2,410,432

完成工事総利益   40,296 1.5 16,120    

賃貸総利益   －  44,004    

投資業務総利益   －  405,794 465,918 68.0 425,622

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１．役員報酬  36,645   27,290    

２．給料手当  180,604   50,636    

３．賞与引当金繰入額  4,190   1,039    

４．退職給付費用  11,903   1,680    

５．法定福利費  31,243   －    

６．福利厚生費  3,050   －    

７．修繕維持費  3,797   －    

８．事務用品費  29,206   －    

９．通信費  10,760   －    

10．交通費  37,542   －    

11．動力用水光熱費  6,139   －    

12．調査研究費 ※2. 4,671   －    

13．広告宣伝費  1,169   －    

14．交際費  19,330   －    

15．会費  9,575   －    

16．寄付金  1,980   －    

17．地代  2,452   －    

18．家賃  17,352   －    

19．租税公課  16,721   132,656    

20．保険料  3,663   －    

21．減価償却費  10,829   161    

22．貸倒引当金繰入額  4,000   2,301    

23．雑費  77,168   －    

24．株式代行手数料  －   110,999    

25．その他  － 523,997 19.6 150,471 477,236 69.7 △46,760

営業損失   483,701 △18.1  11,318 △1.7 472,383
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前事業年度

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
比率
（％）

金額（千円）
比率
（％）

増減
（千円）

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  387   54,563    

２．有価証券利息  483   －    

３．受取配当金  5,266   3,346    

４．投資事業組合運用益  32,080   421,242    

５．その他  28,211 66,429 2.5 43,722 522,874 76.4 456,445

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  15,425   －    

２．新株発行費  86,051   －    

３．株式交付費  －   585,120    

４．その他  9,325 110,802 4.2 22,470 607,591 88.7 496,788

経常損失   528,075 △19.8  96,034 △14.0 432,040

Ⅵ　特別利益         

１．投資有価証券売却益  27,722   86,956    

２．貸倒引当金戻入益  27,063   17,621    

３．設備売却益  8,000   －    

４. 工事補償金  15,000   －    

５. 会員権売却益  3,839   －    

６．貸付債権受贈益  －   403,783    

７．その他  － 81,624 3.1 2,419 510,780 74.6 429,155

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産除却損 ※1. 16,938   123    

２．投資有価証券評価損  150   －    

３．退職給付会計変更時差
異償却額

 41,429   －    

４．減損損失  －   19,721    

５．その他  1,486 60,004 2.2 － 19,844 2.9 △40,160

税引前当期純損失   506,455 △19.0  － － △506,455

税引前当期純利益   － －  394,901 57.7 394,901

法人税、住民税及び事
業税 

 13,300   11,503    

法人税等調整額  － 13,300 0.5 △16,759 △5,255 △0.7 △18,555

当期純損失   519,755 △19.5  － － △519,755

当期純利益   － －  400,156 58.4 400,156

前期繰越損失   1,659,310   －   

当期未処理損失   2,179,065   －   
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(3）完成工事原価報告書

  
前事業年度

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

１．材料費  301,695 11.5 23,268 11.7  

２．労務費  58,647 2.2 4,308 2.2  

３．外注加工費  1,666,519 63.4 139,232 69.7  

４．経費  602,347 22.9 32,864 16.4  

（うち人件費）  (275,244) (10.5) (16,388) (8.2)  

合計  2,629,210 100.0 199,673 100.0 △2,429,537

　（注）　原価計算の方法は個別原価計算の方法により工事ごとに原価を材料費、労務費、外注加工費、経費に分類集計

しております。なお、第60期の経費には、受注工事損失引当金繰入額6,000千円含んでおります。
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(4）株主資本等変動計算書

 　　　当会計年度（自平成17年10月１日 至平成18年９月30日）

（単位：千円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己

株式

株主資本

合計資本準備金
そ の 他

資本剰余金

資本剰余金

合計

その他利益

剰余金 利益剰余金

合計繰越利益

剰余金

平成17年9月30

日　残高
2,716,675 2,634,332 － 2,634,332 △2,179,065 △2,179,065 △141 3,171,801

事業年度中の変

動額

新株の発行 7,940,000 7,940,000 － 7,940,000 － － － 15,880,000

減資 △7,156,675 － 7,156,675 7,156,675 － － － －

資本準備金の

取崩
－ △2,179,065 － △2,179,065 2,179,065 2,179,065 － －

合併による利

益剰余金の減

少

－ － － － △17,993 △17,993 － △17,993

当期純利益 － － － － 400,156 400,156 － 400,156

自己株式の取

得
－ － － － － － △118 △118

株主資本以外

の

項目の事業年

度中の変動額

(純額)

－ － － － － － － －

事業年度中の変

動額合計
783,324 5,760,934 7,156,675 12,917,610 2,561,228 2,561,228 △118 16,262,044

平成18年9月30

日　残高
3,500,000 8,395,267 7,156,675 15,551,943 382,162 382,162 △260 19,433,846

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他有価証券評

価差額金

評価・換算

差額等合計

平成17年9月30日　

残高
22,912 22,912 － 3,194,714

事業年度中の変動     

新株の発行 － － － 15,880,000

減資 － － － －

資本準備金の取崩 － － － －

合併による利益剰

余金の減少
－ － － △17,993

当期純利益 － － － 400,156

自己株式の取得 － － － △118

株主資本以外の

項目の事業年度中

の変動額(純額)

△106,575 △106,575 200,000 93,424

事業年度中の変動額

合計
△106,575 △106,575 200,000 16,355,468

平成18年9月30日　

残高
△83,662 △83,662 200,000 19,550,183
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(5）キャッシュ・フロー計算書

 　　　 当事業年度は連結キャッシュ・フロー計算書を作成しているため、前事業年度に係るキャッシュ・フロー計算書

　　　のみを記載しております。

  
前事業年度

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・
フロー

  

税引前当期純利益・損失
(△)

 △506,455

減価償却費  74,441

貸倒引当金の増加・減少
(△)額

 △19,455

受注工事損失引当金の増
加・減少(△)額 

 6,000

賞与引当金の増加・減少
(△）額

 △1,080

退職給付引当金の増加・減
少(△)額

 57,623

投資有価証券売却損・益
(△)

 △27,722

受取利息及び受取配当金  △6,136

支払利息  15,425

固定資産除却損  14,816

新株発行費  86,051

売上債権の減少・増加(△)
額

 476,065

未成工事支出金の減少・増
加(△)額

 8,430

たな卸資産の減少・増加
(△)額

 2,939

仕入債務の増加・減少(△)
額

 △389,427

未払消費税等の増加・減少
（△）額

 △11,144

未収消費税等の増加(△)・
減少額

 △19,174

未成工事受入金の増加・減
少(△)額 

 69,237

その他  △28,128

小計  △197,692

利息及び配当金の受取額  6,144

利息の支払額  △11,568

保険積立金の受取額  40,784

破産更生債権の回収  9,029

法人税等の支払額  △13,631

営業活動によるキャッシュ・
フロー

 △166,934
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前事業年度

（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）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・
フロー

  

定期預金の払戻による収入  17,950

有形固定資産の取得による
支出

 △43,125

投資有価証券の取得による
支出

 △99

投資有価証券の売却による
収入

 66,390

投資有価証券の償還による
収入 

 35,300

無形固定資産の取得による
支出

 △9,530

貸付による支出  △1,121

貸付金の回収による収入  1,230

その他  15,452

投資活動によるキャッシュ・
フロー

 82,445

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

  

短期借入金純増加・減少
(△)額

 △530,000

長期借入金の返済による支
出

 △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

 1,436,610

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加・
減少(△)額

 1,352,121

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残
高

 656,180

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残
高

※ 2,008,302
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(6）損失処理案

  
前事業年度

株主総会承認日
（平成17年12月22日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処理損失  2,179,065

Ⅱ　損失処理額   

　　　法定準備金取崩額   

　　　　資本準備金取崩額  2,179,065

Ⅲ　次期繰越損失  －
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

子会社株式及び関連会社株式

総平均法による原価法

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

　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

　決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処

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

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

未成工事支出金

　個別法による原価法

未成工事支出金

－

材料貯蔵品

　先入先出法による原価法

材料貯蔵品

同左

３．固定資産の減価償却の方

法

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

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　　　　　　15～28年

 　機械及び装置　　６～20年

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。

無形固定資産

同左

４．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おりま

す。

(1）株式交付費

　支出時に全額費用として処理しており

ます。

 

 

(2）社債発行費等

　支出時に全額費用として処理しておりま

す。 

５．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

(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。

(2）賞与引当金

──────
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項目
前事業年度

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

 (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（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。

(3）退職給付引当金

 ──────

 (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。

(4）受注工事損失引当金

 ──────

６．収益及び費用の計上基準 完成工事高の計上基準

　完成工事高の計上は、工事完成基準に

よっております。

──────

７．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

８．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。

──────

９．消費税等の会計処理 　税抜方式によっております。 同左
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会計方針の変更

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

────── 固定資産の減損に係る会計基準

　当事業年度より「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」（企業会計基準委員会 平成15年

10月31日 企業会計基準摘要指針第６号）を適用しておりま

す。

　これにより、税引き前当期純利益は19,721千円減少してお

ります。

　────── 貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

　当事業年度より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会

計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等の適用指針」（企業会計基準委員会 平成17年

12月９日企業会計基準適用指針第８号）を適用しておりま

す。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は、19,350,183千円

であります。なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年

度における財務諸表は、改正後の財務諸表等規則により作成

しております。
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表示方法の変更

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

　前事業年度まで区分掲記しておりました「機材貸出料」、

「工法使用料」および「家賃収入」は営業外収益の100分

の10以下となったため、当事業年度より営業外収益の「そ

の他」に含めて表示しております。　

　なお、当事業年度の営業外収益の「その他」に含まれる

「機材貸出料」、「工法使用料」および「家賃収入」はそ

れぞれ、5,899千円、856千円および4,099千円であります。

　

──────

 

　前事業年度まで営業外収益の「その他」に含めて表示し

ておりました「投資事業組合運用益」は営業外収益の100

分の10以上となったため、当事業年度より区分掲記してお

ります。　

　なお、前事業年度の営業外収益の「その他」に含まれる

「投資事業組合運用益」は、1,153千円であります。

 

──────

 　「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、当事業年度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、当事業年度末の「投資有価証券」に含まれる当該

出資の額は、7,978千円であり、前事業年度末における「出

資金」に含まれる当該出資の額は18,286千円であります。

 

──────

 ──────

 

　前事業年度まで区分掲記しておりました「法定福利費」

（当事業年度 8,460千円）、「福利厚生費」（当事業年

度 829千円）、「修繕維持費」（当事業年度 353千円）

「事務用品費」（当事業年度 13,965千円）、「通信費」

（当事業年度 6,098千円）、「交通費」（当事業年度 

19,335千円）、「動力用水光熱費」（当事業年度 1,223千

円）、「広告宣伝費」（当事業年 19,642 千円）、「交際

費」（当事業年度 18,300 千円）、「会費」（当事業年

度 2,555千円）、「寄付金」（当事業年度 381千円）、

「地代」（当事業年度 571千円）、「家賃」（当事業年

度 12,115千円）、「保険料」（当事業年度 2,193千円）、

及び「雑費」（当事業年度 5,624千円）は販売費及び一般

管理費の100分の５以下であるため、当事業年度より販売

費及び一般管理費の「その他」に含めて表示しております。

 ──────

 

　前事業年度まで販売費及び一般管理費の「雑費」に含め

て表示しておりました「株式代行手数料」（前事業年度

31,947千円）は販売費及び一般管理費の100分の５以上と

なったため、当事業年度より区分掲記しております。
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追加情報

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

 （法人事業税の外形標準課税）

 「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および資本割につ

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

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成17年９月30日）

当事業年度
（平成18年９月30日）

 ※２．受取手形  ※２．

  ──────

裏書譲渡高 3,718千円

 ※３．会社が発行する株式の総数及び発行済株式の総数  ※３．会社が発行する株式の総数及び発行済株式の総数

会社が発行する株式の総数

普通株式 640,000,000株

発行済株式の総数  

普通株式 164,428,513株

会社が発行する株式の総数

普通株式 640,000,000株

発行済株式の総数  

普通株式 424,428,513株

　４．純資産額からその他有価証券評価差額金を控除した

額が、資本金、資本準備金の合計額を下回る額

　４．

  ──────

 2,179,206千円

※５．期末における自己株式数 ※５．期末における自己株式数

普通株式 1,976株 普通株式 3,576株

　６．配当制限

　商法施行規則第124条第３号の規定により、配当

に充当することが制限されている金額は 22,912千

円であります。

　６．

　　　　　　　 ──────

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年10月１日

至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

※１．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。  ※１．

機械及び装置 529千円

建物 14,095千円

車両運搬具 191千円

除却費用 2,122千円

計 16,938千円

  ──────

※２．研究開発費の総額 ※２．

一般管理費に含まれる研究開発費 4,671千円   ──────

－ 18 －



（キャッシュ・フロー計算書関係）

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９月30日現在）

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

　前事業年度及び当事業年度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。

前事業年度（平成17年９月30日現在）

１．売買目的有価証券

　該当事項はありません。

２．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。

３．その他有価証券で時価のあるもの

 種類

前事業年度（平成17年９月30日）

取得原価
（千円）

貸借対照表計
上額（千円）

差額
（千円）

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

るもの

(1）株式 99 110 10

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 　－ － －

(3）その他 94,860 147,571 52,710

小計 94,960 147,681 52,720

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

ないもの

(1）株式 － － －

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 109,905 95,246 △14,658

小計 109,905 95,246 △14,658

合計  204,865 242,928 38,062

４．時価評価されていない主な有価証券の内容

 
前事業年度（平成17年９月30日）

貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 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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５．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額

 

前事業年度（平成17年９月30日）

１年以内
（千円）

１年超５年
以内
（千円）

５年超10年
以内
（千円）

10年超
（千円）

１．債券     

(1）国債・地方債等 － － － － 

(2）社債 － － － － 

(3）その他 － － － － 

２．その他 71,737 46,763 － － 

合計 71,737 46,763 － － 

６．当事業年度中に売却したその他有価証券

前事業年度
（自　平成16年10月１日　至　平成17年９月30日）

売却額（千円）
売却益の合計額

（千円）
売却損の合計額

（千円）

66,390 27,722 －

③　デリバティブ取引

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。

　　　　当事業年度（自　平成17年10月１日　至　平成18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。
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④　税効果会計

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内

訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内

訳

繰延税金資産  

貸倒引当金損金算入限度超過額 23,568千円

賞与引当金損金算入限度超過額 4,263千円

退職給付引当金損金算入限度超過

額
118,902千円

投資有価証券評価損否認 43,833千円

ゴルフ会員権評価損否認 12,115千円

その他 6,990千円

繰越欠損金 858,944千円

繰延税金資産小計 1,068,618千円

評価性引当額 △1,068,618千円

繰延税金資産合計 －

繰延税金資産  

未払事業税 16,556千円

承継会社株式 121,102千円

その他 11,397千円

繰越欠損金 708,261千円

繰延税金資産小計 857,318千円

評価性引当額 △840,558千円

繰延税金資産合計 16,759千円

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 15,687千円

繰延税金負債合計 15,687千円

繰延税金負債の純額 15,687千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異原因となった主な項目別内訳

　税引前当期純損失を計上しているため記載しておりま

せん。

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異原因となった主な項目別内訳

法定実効税率

 （調整）

40.6％ 

 住民税均等割 1.3％ 

 法人税等追加課税 1.4％ 

 交際費等永久に損金算入されない

　 項目

1.8％

 繰越欠損金の利用 △27.2％ 

 評価性引当額の増減 △18.3％ 

その他 △0.9％

税効果会計適用後の法人税等の負担

率

△1.3％
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（１株当たり情報）

項目
前事業年度

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

１株当たり純資産額 19円43銭 45円59銭

１株当たり当期純利益金額 △6円14銭 1円22銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 　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。

　潜在株式調整後１株当たり当期純

利益については新株予約権を発行し

ておりますが、プレミアムが生じて

いないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

１株当たり当期純利益金額 －  

当期純利益（千円） △519,755 214,787

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益（千円） △519,755 214,787

期中平均株式数（株） 84,676,537 327,502,490

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり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１種類（新株予約権の

目的となる株式の数 200,000個）
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（重要な後発事象）

 前事業年度（自　平成16年10月１日　至　平成17年９月30日）

 (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) 

 (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）
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 (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。

 

 (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、341,550,000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ことを決議し、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）

 当事業年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）

 　該当事項はありません。
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８．役員の異動

 (１)代表取締役の異動(平成18年12月20日付)

 　 １．退任代表取締役

　  代表取締役専務取締役　長澤　正信　　

 (２)その他の役員の異動（平成18年5月25日付）

　　１．退任取締役

　　畠　アイラ　フランシス　正幸

 (３)その他の役員の異動（平成18年7月25日付）　

１.退任取締役

 　取締役　リチャードイズミ

　（４)その他の役員の異動（平成18年12月20日付）

　　　１．新任取締役候補

　　取締役　國分　秀行 

 　　　　 取締役　佐藤　智之

 　　 ２．新任監査役候補

 　　　　 常勤監査役　中村　光州

 　（５）その他の役員の異動（平成18年12月20日付）　　　

 　 　１．退任取締役

 　　　　 取締役　水島　冠

 　　 ２．退任監査役

 　　　　 監査役　降幡　敏之
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