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

(1）連結経営成績 （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 22,285 46.1 566 － 528 －

17年９月期 15,249 16.6 △514 － △581 －

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 7 － 1 07 －  0.1 3.4 2.4

17年９月期 △350 － △60 42 －  △6.5 △4.4 △3.8

（注）①持分法投資損益 18年９月期 －百万円 17年９月期 －百万円

②期中平均株式数（連結） 18年９月期          6,906,206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、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）連結財政状態 （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 17,032 5,381 31.6 779 37

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９月期          6,905,122株 17年９月期 6,908,262株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （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。

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９月期 652 △390 361 3,062

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 1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） 　1社 （除外） －社

２．平成19年９月期の連結業績予想（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 11,520 50 20

通　期 25,250 600 300

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　43円45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。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の５ページを参照して下さい。
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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、当連結会計年度末現在、当社、子会社１社及び関連会社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
（関連会社）奥儀建設株式会社

 （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 

 

               

 

建 設 事 業 建 設 事 業 

小椋建設株式会社 

 

奥儀建設株式会社 

 

           （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（総資産経常利益率）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ております。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、経営の効率化を目指し、業績回復に努めてまいります。また、７月

に関連会社化いたしました奥儀建設株式会社におきましても、子会社同様に、経営の効率化を目指してまいります。

(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

締役間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実施し、事

務管理の改善を行っております。

　また、社内規程の制定及び改廃の際にはコンプライアンス委員会を経ることとしており、その内容を精査し
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てから決議する体制を確立しております。

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設置しております。

　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。また、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利害関係の概要

　監査役である勝部　宏は、当社株式を所有しております。また、賃貸マンションを当社において建築しており、

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、常勤監査役につ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

　当連結会計年度におけるわが国経済は、民間設備投資の増加及び雇用環境の改善とそれに伴う個人消費の緩やかな

増加などにより、総じて回復傾向にありましたものの、原油や素材価格の高騰により、景気の先行きに対する不透明

感は払拭できない状況で推移しました。

　建設業界におきましては、公共投資が抑制基調の一方、民間受注では過当競争の様相を呈しており、経営環境は依

然として厳しい状況が続きました。

　このような状況のもとで、当社は総力を挙げて受注の確保に努めてまいりました結果、当連結会計年度の業績は、

受注高につきましては、14,123,480千円（前年同期比3.1％増）となりました。

　売上高につきましては、建設事業において工事着工促進により完成工事高が大幅に増加しました結果、22,285,729

千円（前年同期比46.1％増）となりました。

　利益面につきましては、不動産事業の推進により、経常利益で528,813千円（前年同期 経常損失581,572千円）を計

上しましたものの、減損会計の適用（減損損失423,300千円）により、当期純利益は7,391千円（前年同期 当期純損失

350,928千円）に止まりました。

　事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

　建設事業におきましては、工事着工を促進しました結果、売上高は14,207,013千円（前年同期比79.6％増）となり

ましたが、営業強化による固定費の増加等により、営業損失344,985千円（前年同期 営業損失830,696千円）を計上し

ました。

　不動産事業につきましては、分譲マンション「ルネス湘南茅ヶ崎」の販売及び宅地開発事業などを推進しました結

果、売上高は7,789,452千円（前年同期比10.3％増）となり、営業利益1,375,974千円（前年同期比100.6％増）を計上

しました。

　その他事業につきましては、売上高は289,262千円（前年同期比4.8％増）となり、営業利益19,546千円（前年同期

比222.3％増）を計上しました。

(2）財政状態

　当連結会計年度における財政状態につきましては、資産合計17,032,018千円（前年同期比3,233,150千円増）、負債

合計11,650,345千円（前年同期比3,374,491千円増）、純資産合計5,381,673千円（前年同期比141,341千円減）となり、

自己資本比率は31.6％（前年同期比8.4ポイント低下）、１株当たり純資産は779円37銭（前年同期比17円94銭減）と

なりました。

　次に、当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、月末支払である当連結会計年度

の末日が金融機関の休日であったことによる仕入債務の増加により、前連結会計年度末に比べ623,327千円増加（前連

結会計年度は313,553千円の減少）し、当連結会計年度末は3,062,698千円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果獲得した資金は652,728千円（前連結会計年度は785,958千円の使用）となりました。これは主に、

売上債権の増加（2,412,854千円）等がありましたものの、仕入債務の増加（2,303,150千円）及び前受金の増加

（439,516千円）等が上回った結果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）

　投資活動の結果使用した資金は390,591千円（前連結会計年度は214,802千円の使用）となりました。これは主に、

貸付金の回収による収入（674,448千円）がありましたものの、貸付による支出（555,368千円）及び有形固定資産の

取得による支出（282,771千円）等が上回った結果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）

　財務活動の結果獲得した資金は361,190千円（前連結会計年度は687,207千円の獲得）となりました。これは主に、

長期借入金の返済による支出（1,026,000千円）及び、社債の償還による支出（1,200,000千円）を、長期借入れによ

る収入（2,300,000千円）が上回った結果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、当連結会計年度末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。

　各事業年度の末日及び中間決算の日における貸借対照表の純資産の部の金額を直前の事業年度末日における貸借対照

表の純資産の部の金額の80％以上に維持すること、また、各事業年度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。

　純資産の部の金額が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）次期の見通し

　次期通期（連結）の業績予想といたしましては、受注工事高19,200,000千円（当期比35.9％増）、売上高25,250,000

千円（同13.3％増）、営業利益700,000千円（同23.5％増）、経常利益600,000千円（同13.5％増）、当期純利益300,000

千円（同3,959.0％増）を見込んでおります。

　上記の予想数値の前提としましては、営業力の強化により受注工事高の増加を図り、不動産物件の販売促進により、

売上高は増加の予想となりました。収益面につきましては、主に建設事業における完成工事高の確保及び原価の低減

により各数値の達成を目指します。

　なお、次期配当金は当期同様１株当たり年間16円を予定しております。

- 7 -



４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成17年９月30日）

当連結会計年度
（平成18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
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

現金預金 2,439,370 3,112,698

受取手形及び
完成工事未収入金等

※２ 1,226,970 3,639,824

販売用不動産 539,795 303,757

不動産事業支出金
※３
※４

5,095,358 5,548,581

繰延税金資産 500,740 246,780

短期貸付金 170,332 227,924

その他 532,038 840,541

貸倒引当金 △112,300 △29,910

流動資産合計 10,392,305 75.3 13,890,198 81.6

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

建物及び構築物 1,730,270 1,781,916

減価償却累計額 582,034 1,148,235 584,128 1,197,787

機械装置及び運搬具 325,248 317,857

減価償却累計額 279,539 45,709 286,375 31,481

土地 ※４ 1,294,373 952,326

その他 68,246 80,451

減価償却累計額 56,218 12,027 60,643 19,808

有形固定資産計 2,500,346 18.1 2,201,404 12.9

２．無形固定資産

その他 5,598 5,393

無形固定資産計 5,598 0.1 5,393 0.0

３．投資その他の資産

投資有価証券 ※１ 219,712 365,472

長期貸付金 561,968 304,679

繰延税金資産 10,880 111,160

差入保証金 140,972 155,512

その他 56,814 144,657

貸倒引当金 △89,730 △146,460

投資その他の資産計 900,617 6.5 935,021 5.5

固定資産合計 3,406,562 24.7 3,141,820 18.4

資産合計 13,798,868 100.0 17,032,018 100.0
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前連結会計年度
（平成17年９月30日）

当連結会計年度
（平成18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
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

工事未払金等 792,239 3,098,493

短期借入金 3,374,000 3,780,000

1年以内返済予定の長期
借入金

※７ 900,000 441,900

1年以内償還予定の社債 1,200,000 －

未払法人税等 205,743 23,395

未成工事受入金 375,393 660,509

前受金 979,193 1,418,710

完成工事補償引当金 12,360 15,500

賞与引当金 54,049 63,811

その他 272,561 334,552

流動負債合計 8,165,540 59.2 9,836,871 57.8

Ⅱ　固定負債

長期借入金 ※７ － 1,732,100

役員退職慰労引当金 54,200 －

預り保証金 56,113 81,374

固定負債合計 110,313 0.8 1,813,474 10.6

負債合計 8,275,853 60.0 11,650,345 68.4
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前連結会計年度
（平成17年９月30日）

当連結会計年度
（平成18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
（％）

（少数株主持分）

少数株主持分 － － － －

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※５ 1,208,404 8.8 － －

Ⅱ　資本剰余金 1,196,665 8.7 － －

Ⅲ　利益剰余金 3,088,543 22.4 － －

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 36,092 0.2 － －

Ⅴ　自己株式 ※６ △6,691 △0.1 － －

資本合計 5,523,014 40.0 － －

負債、少数株主持分及び資本
合計

13,798,868 100.0 － －

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１．資本金  － － 1,208,404 7.1

２．資本剰余金 － － 1,196,665 7.0

３．利益剰余金 － － 2,963,515 17.4

４．自己株式  － － △8,695 △0.1

株主資本合計 － － 5,359,890 31.4

Ⅱ　評価・換算差額等

　その他有価証券評価差額金 － － 21,782 0.2

評価・換算差額等合計 － － 21,782 0.2

純資産合計 － － 5,381,673 31.6

負債純資産合計 － － 17,032,018 100.0
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(2）連結損益計算書

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）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18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
（％）

Ⅰ　売上高

完成工事高 7,912,130 14,207,013

不動産事業売上高 7,060,955 7,789,452

その他事業売上高 275,967 15,249,053 100.0 289,262 22,285,729 100.0

Ⅱ　売上原価  

完成工事原価 7,634,979 13,263,963

不動産事業売上原価 6,052,534 5,973,244

その他事業売上原価 265,170 13,952,684 91.5 269,319 19,506,527 87.5

売上総利益 1,296,368 8.5 2,779,201 12.5

完成工事総利益 277,150 943,050

不動産事業総利益 1,008,421 1,816,208

その他事業総利益 10,796 19,942

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 1,810,390 11.9 2,212,523 10.0

営業利益(△損失) △514,021 △3.4 566,677 2.5

Ⅳ　営業外収益

受取利息 22,951 10,582

受取配当金 1,972 2,451

受取手数料 6,412 7,966

損害賠償金 9,250 －

違約金収入 1,020 －

仕入割引 － 3,271

雑収入 11,165 52,772 0.4 5,940 30,211 0.1

Ⅴ　営業外費用

支払利息 62,753 65,265

新株発行費 3,572 －

貸倒引当金繰入額 49,638 －

デリバティブ評価損 3,032 280

雑損失 1,326 120,322 0.8 2,530 68,075 0.3

経常利益(△損失) △581,572 △3.8 528,813 2.3
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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）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18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
（％）

Ⅵ　特別利益

固定資産売却益 ※２ 101,590 －

投資有価証券売却益  － 16,266

貸倒引当金戻入益  － 6,124

役員退職慰労引当金戻入益 － 101,590 0.6 64,800 87,190 0.4

Ⅶ　特別損失

固定資産売却損 ※３ 95 1

固定資産除却損 ※４ 3,106 8,452

減損損失 ※５ － 423,300

会員権評価損 500 3,701 0.0 － 431,753 1.9

税金等調整前当期
純利益(△純損失)

△483,683 △3.2 184,250 0.8

法人税、住民税及び
事業税

190,169 13,480

法人税等追徴税額 35,000 －

法人税等調整額 △357,924 △132,755 △0.9 163,379 176,859 0.8

当期純利益(△純損失) △350,928 △2.3 7,391 0.0
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(3）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

連結剰余金計算書

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
注記
番号

金額（千円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 846,280

Ⅱ　資本剰余金増加高

　　増資による新株の発行 350,385 350,385

Ⅲ　資本剰余金期末残高 1,196,665

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 3,530,790

Ⅱ　利益剰余金増加高

１．当期純利益 － －

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．当期純損失 350,928

２．配当金 81,318

３．役員賞与金 10,000 442,246

Ⅳ　利益剰余金期末残高 3,088,543
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連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自平成17年10月１日　至平成18年９月30日）

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

平成17年９月30日　残高

（千円）
1,208,404 1,196,665 3,088,543 △6,691 5,486,921

連結会計年度中の変動額

新株の発行      

剰余金の配当   △117,418  △117,418

 役員賞与の支給   △15,000  △15,000

当期純利益   7,391  7,391

自己株式の取得    △2,003 △2,003

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）
     

連結会計年度中の変動額合計

（千円）
－ － △125,027 △2,003 △127,031

平成18年９月30日　残高

（千円）
1,208,404 1,196,665 2,963,515 △8,695 5,359,890

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

平成17年９月30日　残高

（千円）
36,092 5,523,014

連結会計年度中の変動額

新株の発行   

剰余金の配当  △117,418

 役員賞与の支給  △15,000

当期純利益  7,391

自己株式の取得  △2,003

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）
△14,309 △14,309

連結会計年度中の変動額合計

（千円）
△14,309 △141,341

平成18年９月30日　残高

（千円）
21,782 5,381,673
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

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）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18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

税金等調整前当期
純利益(△純損失)

△483,683 184,250

減価償却費 79,627 92,139

減損損失 － 423,300

役員退職慰労引当金の
増減額（△：減少）

2,300 △54,200

完成工事補償引当金の
増減額（△：減少）

△3,620 3,140

賞与引当金の増減額
（△：減少）

△7,349 9,761

貸倒引当金の増減額
（△：減少）

△81,320 357

会員権評価損 500 －

受取利息及び
受取配当金

△24,923 △13,034

支払利息 62,753 65,265

新株発行費 3,572 －

固定資産売却益 △101,590 －

固定資産売却損 95 1

固定資産除却損 3,106 8,452

投資有価証券売却益
（△：増加）

－ △16,266

売上債権の増減額
（△：増加）

1,137,612 △2,412,854

たな卸資産の増減額
（△：増加）

△2,147,238 △148,194

仕入債務の増減額
（△：減少）

△420,654 2,303,150

未成工事受入金の
増減額（△：減少）

228,148 285,115

前受金の増減額
（△：減少）

854,193 439,516

役員賞与の支払額 △10,000 △15,000

その他 256,541 △145,769

小計 △651,928 1,009,131

利息及び配当金の
受取額

24,654 13,336

利息の支払額 △60,735 △72,108

法人税等の支払額 △97,948 △297,630

営業活動による
キャッシュ・フロー

△785,958 652,728

- 15 -



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）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動による
キャッシュ・フロー

定期預金の預入れによ
る収入

－ △50,000

有形固定資産の取得に
よる支出

△223,089 △282,771

有形固定資産の売却に
よる収入

240,546 761

貸付による支出 △593,235 △555,368

貸付金の回収による
収入

385,526 674,448

関係会社株式の取得に
よる支出

－ △153,600

投資有価証券の取得に
よる支出

△12,975 △21,802

投資有価証券の売却に
よる収入

－ 21,900

投資有価証券の償還に
よる収入

10,000 －

その他投資等による
支出

△21,573 △40,959

その他投資等による
収入

－ 16,800

投資活動による
キャッシュ・フロー

△214,802 △390,591

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額
(△：減少)

△126,000 406,000

長期借入れによる収入 200,000 2,300,000

長期借入金の返済によ
る支出

－ △1,026,000

社債の償還による支出 － △1,200,000

株式の発行による収入 697,197 －

自己株式の取得による
支出

△2,794 △2,003

配当金の支払額 △81,195 △116,805

財務活動による
キャッシュ・フロー

687,207 361,190

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）

△313,553 623,327

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

2,752,924 2,439,370

Ⅶ　現金及び現金同等物の
期末残高

2,439,370 3,062,698
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18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

２．持分法の適用に関する

事項

　該当事項なし。 (1）持分法適用の関連会社数　１社

　主要な会社名

　　奥儀建設株式会社

　なお、奥儀建設株式会社については、新

たに株式を取得したことから、当連結会計

年度より持分法適用の関連会社に含めてい

る。

(2）奥儀建設株式会社については、決算日

が連結決算日と異なるため、奥儀建設株式

会社の事業年度に係る財務諸表を使用して

いる。

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　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。

同左

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

──────

有価証券

関係会社株式

移動平均法による原価法によっている。

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。

その他有価証券

時価のあるもの

　連結会計年度末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

デリバティブ

　時価法によっている。

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

(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。

　建物及び構築物　　　　３年～50年

　機械装置及び運搬具　　２年～12年

有形固定資産

同左

無形固定資産

　定額法によっている。

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

(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。

──────
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

(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

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

────── 役員賞与引当金

　役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。

（会計方針の変更）

　当連結会計年度より「役員賞与に関する

会計基準」（企業会計基準委員会　平成17

年11月29日　企業会計基準第４号）を適用

している。なお、これによる損益に与える

影響はない。

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。

完成工事補償引当金

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。

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たが、平成18年9月30

日付で役員退職慰労金制度を廃止したため、

内規に基づく要支給額64,800千円を全額取

崩し、特別利益に計上している。

(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
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

(6）その他連結財務諸表作

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

消費税等の会計処理

　消費税等に相当する額の会計処理は、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。

消費税等の会計処理

同左

 ────── 大型不動産開発事業に係る支払利息の原価

算入

　大型不動産開発事業（総事業費が10億を

超え、開発期間が1年を超える事業）に係

る正常な開発期間中の支払利息は取得原価

に算入しており、当連結会計年度に取得原

価に算入した支払利息の額は5,679千円で

ある。

（会計方針の変更）

　従来、不動産開発事業に要する支払利息

は期間費用として処理していたが、最近の

金利上昇傾向を受けて、不動産開発事業に

直接関連する支払利息の金額的重要性が増

していることから、不動産開発事業損益を

より適切に表示するために、当連結会計年

度より、大型不動産開発事業（総事業費が

10億を超え、開発期間が1年を超える事

業）に係る正常な開発期間中の支払利息は

取得原価に算入することに変更した。これ

により、従来の方法によった場合に比べ、

経常利益及び税金等調整前当期純利益はそ

れぞれ5,679千円多く表示されている。

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法によっている。

同左

６．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

　連結剰余金計算書は、連結会社の利益処

分について連結会計年度中に確定した利益

処分に基づいて作成している。

──────

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

　連結キャッシュ・フロー計算書における

資金（現金及び現金同等物）は、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
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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

前連結会計年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当連結会計年度
（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)

　当連結会計年度より、「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

調整前当期純利益が同額減少している。

　なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務

諸表規則に基づき各資産の金額から直接控除している。

───── (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)

　当連結会計年度より「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準（企業会計基準第５号　平成17年12月

９日）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」（企業会計基準適用指針第８号　

平成17年12月９日）を適用している。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は、5,381,673千

円である。

　なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年

度における連結貸借対照表の純資産の部については、改

正後の連結財務諸表規則により作成している。

表示方法の変更

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）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

（連結貸借対照表）

　前連結会計年度まで流動負債の「その他」（303,826千

円）に含めて表示していた「前受金」は、負債、少数株

主持分及び資本の合計額の100分の５を超えたため区分掲

記している。

　なお、前連結会計年度末の「前受金」の金額は125,000

千円である。

──────

 

────── （連結損益計算書）

　前連結会計年度まで営業外収益の「雑収入」（11,165

千円）に含めて表示していた「仕入割引」は、営業外収

益の合計額の100分の10を超えたため区分掲記してい

る。

　なお、前連結会計年度の「仕入割引」の金額は2,881千

円である。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

　前連結会計年度まで営業活動によるキャッシュ・フロー

の「その他」（△233,908千円）に含めて表示していた

「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、前連結会計年度の「その他」に含まれている「前

受金の増減額」は、108,919千円である。

──────
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年９月30日）

当連結会計年度
（平成18年９月30日）

※１ ────── 関連会社に対するものは次のとおりである。

投資有価証券（株式） 153,600千円  

※２ ────── 連結会計年度末日満期手形の処理

　連結会計年度末日満期手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理している。なお、当連結

会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連

結会計年度末日満期手形が残高に含まれている。

　受取手形　13,255千円

※３ ────── 担保提供資産

　担保に供している資産

不動産事業支出金 229,121千円  

　対応する債務

長期借入金 600,000千円  

前受金 600,000千円  

※４ ────── 　従来、「土地」に計上していたもののうち68,990千

円については、販売目的に変更したため、当連結会計

年度において「不動産事業支出金」に振替えた。

※５ 当社の発行済株式総数は、普通株式6,928,546株であ

る。

──────

※６ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式20,284株

である。

──────

※７ ────── 長期借入金のうち1,000,000千円（うち1年以内返済

予定の長期借入金100,000千円）については、シンジ

ケートローン契約を締結しており、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、各事業年度の末日および中間決算

の日における貸借対照表の純資産の部の金額を直前事

業年度末日における貸借対照表の純資産の部の金額の

80％以上に維持すること。

　契約締結日以降、各事業年度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。
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（連結損益計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18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。

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

役員報酬       115,150千円

従業員給料手当        757,739千円

退職給付費用 14,516千円

役員退職慰労引当金繰入額      12,800千円

広告宣伝費  337,532千円

貸倒引当金繰入額 10,637千円

※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 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 車輌運搬具 1千円

※４ 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    1,709千円

建物附属設備 1,092千円

構築物 46千円

機械装置         32千円

運搬具        129千円

工具器具・備品 96千円

計 3,106千円

建物 1,447千円

建物附属設備 5,675千円

構築物 1,277千円

機械装置 35千円

工具器具・備品 15千円

計 8,452千円

※５ ───── 当社グループは、当連結会計年度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
東山区

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。
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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）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

 (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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（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自平成17年10月１日　至平成18年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 6,928,546 － － 6,928,546

合計 6,928,546 － － 6,928,546

自己株式

普通株式　（注） 20,284 3,140 － 23,424

合計 20,284 3,140 － 23,424

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加3,140株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　該当事項はありません。

３．配当に関する事項

（１）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（円）
１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成17年12月20日

定時株主総会
普通株式 62,174,358 9.00 平成17年９月30日 平成17年12月21日

平成18年５月19日

取締役会
普通株式 55,244,336 8.00 平成18年３月31日 平成18年６月15日

（注）平成17年12月20日定時株主総会の１株当たり配当額の内訳は、普通株式6.00円、株式上場10周年記念配当3.00円

であります。

（２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

（円）
配当の原資

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成18年12月20日

定時株主総会
普通株式 55,240,976 利益剰余金 8.00 平成18年９月30日 平成18年12月21日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

　　　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

　　　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９月30日現在） （平成18年９月30日現在）

現金及び預金勘定 2,439,370千円

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 2,439,370千円

現金及び預金勘定      3,112,698千円

預入期間が３か月を超える

定期預金
     △50,000千円

現金及び現金同等物      3,062,698千円
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①　リース取引関係

項目
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）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18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）

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

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

149,955 52,146 97,808

(有形固定
資産)
その他

51,465 23,290 28,174

合計 201,420 75,437 125,983

（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。

同左

(2）未経過リース料期末残高

相当額

１年内   34,117千円

１年超 97,267千円

計   131,385千円

１年内 32,410千円

１年超 93,572千円

計 125,983千円

（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。

同左

(3）支払リース料及び減価償

却費相当額

支払リース料    32,697千円

減価償却費相当額 32,697千円

支払リース料 31,348千円

減価償却費相当額 31,348千円

(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

(5）減損損失について ────── リース資産に配分された減損損失はない。
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②　有価証券関係

有価証券

１．売買目的有価証券

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。

当連結会計年度（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。

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの

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。

当連結会計年度（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。

３．その他有価証券で時価のあるもの

種類

前連結会計年度（平成17年９月30日） 当連結会計年度（平成18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）

取得原価
（千円）

連結貸借対照
表計上額

（千円）
差額（千円）

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの

(1)株式 92,900 159,019 66,119 109,069 152,638 43,568

(2)債券 － － － － － －

(3)その他 － － － － － －

小計 92,900 159,019 66,119 109,069 152,638 43,568

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの

(1)株式 50,779 45,217 △5,561 50,779 43,759 △7,019

(2)債券 － － － － － －

(3)その他 － － － － － －

小計 50,779 45,217 △5,561 50,779 43,759 △7,019

合計 143,679 204,237 60,558 159,848 196,397 36,548

４．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

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）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日　至　平成18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）
売却額（千円）

売却益の合計額
（千円）

売却損の合計額
（千円）

－ － － 21,854 16,266 －

５．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
（平成17年９月30日）

当連結会計年度
（平成18年９月30日）

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 15,475 15,475

非上場債券 － －

６．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

　該当事項はありません。
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③　デリバティブ取引関係

１．取引の状況に関する事項

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）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

(1) 取引の内容

　利用しているデリバティブ取引は、金利関係の金利

キャップ取引である。

(1) 取引の内容

同左

(2) 取引に対する取組方針

　デリバティブ取引は、将来の金利の変動によるリスク

回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針で

ある。

(2) 取引に対する取組方針

同左

(3) 取引の利用目的

　デリバティブ取引は、金利関連の借入金利の将来の金

利市場における利率上昇による変動リスクを回避する目

的で利用している。

(3) 取引の利用目的

同左

(4) 取引に係るリスクの内容

　金利キャップ取引は市場金利の変動相場によるリスク

を有している。

　なお、取引相手先は高格付を有している金融機関に限

定しているため信用リスクはほとんどないと認識してい

る。

(4) 取引に係るリスクの内容

同左

(5) 取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限

及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金担当

部門が決済担当者の承認を得て行っている。

(5) 取引に係るリスク管理体制

同左

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明

　取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あ

くまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又

は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティ

ブ取引のリスクの大きさを示すものではない。

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明

同左

２．取引の時価等に関する事項

金利関連

区分 種類

前連結会計年度（平成17年９月30日） 当連結会計年度（平成18年９月30日）

契約額等
（千円）

契約額等
のうち１
年超
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

契約額等
（千円）

契約額等
のうち１
年超
（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）　時価の算定方法

取引金融機関から提示された価格に基づいて算定しております。
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④　退職給付関係

１．採用している退職給付制度の概要

当社グループは滋賀県建設業厚生年金基金（総合設立型）に加入しております。同基金の年金資産残高のう

ち、当社グループの掛金拠出割合による年金資産の額は平成17年9月30日現在902,424千円、平成18年9月30日現

在1,210,625千円であります。なお、同基金への掛金拠出額は前連結会計年度38,875千円、当連結会計年度　

39,095千円であります。

２．退職給付債務及びその内訳

該当事項はありません。

３．退職給付費用の内訳

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）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

退職給付費用（千円）

(1）勤務費用（千円）

(2）臨時に支払った割増退職金（千円）

  38,875

38,875

－

39,095

39,095

－
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⑤　税効果会計関係

 前連結会計年度
（平成17年９月30日）

 当連結会計年度
（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の

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の

内訳

（単位：千円） （単位：千円）

繰延税金資産

完成工事補償引当金損金算入限

度超過額
4,993

貸倒引当金損金算入限度超過額 81,135

賞与引当金損金算入限度超過額 21,835

役員退職慰労引当金損金算入限

度超過額
21,896

収益認識差異 333,189

未払工事成果報酬 51,442

減価償却超過額 13,852

繰越欠損金 12,513

その他 54,025

繰延税金資産小計 594,885

評価性引当額 △16,530

繰延税金資産合計 578,354

繰延税金負債

買換資産圧縮積立金 △42,269

その他有価証券評価差額金 △24,465

繰延税金負債合計 △66,734

繰延税金資産の純額 511,620

繰延税金資産

完成工事補償引当金損金算入限

度超過額
6,262

貸倒引当金損金算入限度超過額 59,604

賞与引当金損金算入限度超過額 25,779

未払工事成果報酬 44,650

減価償却超過額 13,349

減損損失 175,038

繰越欠損金 122,124

その他 81,914

繰延税金資産小計 528,724

評価性引当額 △113,744

繰延税金資産合計 414,974

繰延税金負債

買換資産圧縮積立金 △42,269

その他有価証券評価差額金 △14,765

繰延税金負債合計 △57,034

繰延税金資産の純額 357,940

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税率との差異

の原因となった主な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税率との差異

の原因となった主な項目別の内訳

　　　当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計

上したため、主な項目別の内訳は記載していない。

法定実効税率 40.4％

（調整）  

住民税均等割等 7.3

当期納付事業税等 △7.9

受取配当金等永久に損金に算入

されない項目
△0.1

交際費等永久に損金算入されな

い項目
13.4

減損損失等税効果未認識 42.3

その他 0.6

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
96.0
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⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

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）

Ⅰ　売上高及び営業利益

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

Ⅱ　資産、減価償却費及び

資本的支出

資産 3,309,363 7,769,495 116,775 11,195,634 2,603,233 13,798,868

減価償却費 18,314 47,354 － 65,668 3,397 69,066

資本的支出 158,171 10,125 － 168,296 54,793 223,089

当連結会計年度（自 平成17年10月１日　至 平成18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）

Ⅰ　売上高及び営業利益

売上高

①　外部顧客に対する売上高 14,207,013 7,789,452 289,262 22,285,729 － 22,285,729

②　セグメント間の

内部売上高
121,786 － － 121,786 (121,786) －

計 14,328,800 7,789,452 289,262 22,407,516 (121,786) 22,285,729

営業費用 14,673,786 6,413,478 269,716 21,356,980 362,071 21,719,051

営業利益（△損失） △344,985 1,375,974 19,546 1,050,535 (483,858) 566,677

Ⅱ　資産、減価償却費及び

資本的支出

資産 6,028,844 7,481,840 83,774 13,594,459 3,437,559 17,032,018

減価償却費 21,658 53,039 － 74,697 8,818 83,515

減損損失 － 376,200 47,100 423,300 － 423,300

資本的支出 147,304 489 － 147,794 138,081 285,875

　（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：合材販売など
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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、当連結会計年度483,858千円、前連

結会計年度375,904千円であり、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。

４．資産のうち、消去又は会社の費用に含めた全社資産の金額は、当連結会計年度3,437,559千円、前連結会計年

度2,603,233千円であり、その主なものは親会社（本社）での余資運用資金（現金預金及び有価証券）、長期投

資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。

５．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

＜当連結会計年度＞ 

　「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」に記載のとおり、当連結会計年度より「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」(企業会計基準適用指針第６号　平成15年10

月31日)を適用しております。これにより減損損失423,300千円を特別損失に計上しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

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。

当連結会計年度（自 平成17年10月１日　至 平成18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。

ｃ．海外売上高

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。

当連結会計年度（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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⑦　関連当事者との取引

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）

役員及び個人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
(被所有)
割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
（百万円）

役員の
兼任等
（人）

事業上
の関係

役員及びそ

の近親者が

議決権の過

半数を所有

している会

社等（当該

会社等の子

会社を含

む）

奥儀建設

㈱

滋賀県

東近江市
30 建設業 なし

役員

１名

製品の販

売

材料の仕

入・外注

工事費

合材等の販売 61

受取手形

及び売掛

金

6

舗装工事他 12 － －

金銭の貸付 －
短期貸付

金
100

役員及びそ

の近親者が

議決権の過

半数を所有

している会

社等（当該

会社等の子

会社を含

む）

奥儀運送

㈱

滋賀県

東近江市
40 運送業 なし

役員

１名

建設機械

等の運搬

建設機械等の

運搬
3

工事未払

金
0

役員及びそ

の近親者が

議決権の過

半数を所有

している会

社等（当該

会社等の子

会社を含

む）

平和商事

㈱

滋賀県

東近江市
10 製造業 なし －

材料の仕

入

工事材料の仕

入
86

工事未払

金
6

役員及びそ

の近親者が

議決権の過

半数を所有

している会

社等（当該

会社等の子

会社を含

む）

オクマ

コーポ

レーショ

ン㈱

滋賀県

東近江市
10 建設業 なし －

材料の仕

入・外注

工事費他

舗装工事他 1
工事未払

金
1

（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

　　　　　　上記の取引価格は、他の取引先と同一の基準により決定しており、支払条件についても一般と同様でありま

す。

３．奥儀建設㈱は、当社役員奥　儀三及びその近親者が67.2％を直接所有、7.1％を間接所有しております。

奥儀運送㈱は、当社役員奥　儀三及びその近親者が議決権の23.3％を直接所有、63.1％を間接所有しておりま

す。

平和商事㈱は、当社役員奥　儀三及びその近親者が議決権の100％を間接所有しております。

オクマコーポレーション㈱は、当社役員奥　儀三の近親者が議決権の68.3％を直接所有しております。
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当連結会計年度（自 平成17年10月１日　至 平成18年９月30日）

役員及び個人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
(被所有)
割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
（百万円）

役員の
兼任等
（人）

事業上
の関係

役員及びそ

の近親者

上原平太

郎

滋賀県

東近江市
－

当社常務

取締役総

務部長

（被所有）

直接0.1
－ －

上原邸門改築

工事他
4 － －

役員及びそ

の近親者
前田裕行

滋賀県

東近江市
－

当社常務

取締役

（被所有）

直接0.1
－ －

前田邸車庫新

設工事他
3 － －

役員及びそ

の近親者
勝部　宏

滋賀県

守山市
－

当社常勤

監査役

（被所有）

直接0.0
－ －

賃貸用マン

ション新築工

事

192
完成工事未

収入金
132

役員及びそ

の近親者が

議決権の過

半数を所有

している会

社等（当該

会社等の子

会社を含

む）

奥儀建設

㈱

滋賀県

東近江市
30 建設業 なし

役員

１名

製品の販

売

材料の仕

入・外注

工事費

合材等の販売 15

受取手形

及び売掛

金

11

建築工事他 53 工事未払金 19

金銭の貸付 － 短期貸付金 100

役員及びそ

の近親者が

議決権の過

半数を所有

している会

社等（当該

会社等の子

会社を含

む）

奥儀運送

㈱

滋賀県

東近江市
40 運送業 なし

役員

１名

建設機械

等の運搬

建設機械等の

運搬
1 工事未払金 －

役員及びそ

の近親者が

議決権の過

半数を所有

している会

社等（当該

会社等の子

会社を含

む）

平和商事

㈱

滋賀県

東近江市
10 製造業 なし －

材料の仕

入

工事材料の仕

入
25 工事未払金 5

役員及びそ

の近親者が

議決権の過

半数を所有

している会

社等（当該

会社等の子

会社を含

む）

オクマ

コーポ

レーショ

ン㈱

滋賀県

東近江市
10 建設業 なし －

製品の販

売

合材等の販売 2 売掛金 0

舗装工事他 0 工事未払金 0

（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

　　　　　　上記の取引価格は、他の取引先と同一の基準により決定しており、支払条件についても一般と同様でありま

す。
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３．奥儀建設㈱は、当社役員奥　儀三及びその近親者が67.2％を直接所有、7.1％を間接所有しておりましたが、当

社役員奥　儀三が平成17年12月20日の定時株主総会をもって退任したため、同日付けで関連当事者でなくなっ

ております。なお、取引金額は奥儀建設㈱が関連当事者であった期間の取引を、資本金、議決権等の所有割合

及び期末残高においては関連当事者に該当しなくなった時点の金額及び残高をそれぞれ記載しております。

４．奥儀運送㈱は、当社役員奥　儀三及びその近親者が議決権の23.3％を直接所有、63.1％を間接所有しておりま

したが、当社役員奥　儀三が平成17年12月20日の定時株主総会をもって退任したため、同日付けで関連当事者

でなくなっております。なお、取引金額は奥儀運送㈱が関連当事者であった期間の取引を、資本金、議決権等

の所有割合及び期末残高においては関連当事者に該当しなくなった時点の金額及び残高をそれぞれ記載してお

ります。

５．平和商事㈱は、当社役員奥　儀三及びその近親者が議決権の100％を間接所有しておりましたが、当社役員奥　

儀三が平成17年12月20日の定時株主総会をもって退任したため、同日付けで関連当事者でなくなっております。

なお、取引金額は平和商事㈱が関連当事者であった期間の取引を、資本金、議決権等の所有割合及び期末残高

においては関連当事者に該当しなくなった時点の金額及び残高をそれぞれ記載しております。

６．オクマコーポレーション㈱は、当社役員奥　儀三の近親者が議決権の68.3％を直接所有しておりましたが、当

社役員奥　儀三が平成17年12月20日の定時株主総会をもって退任したため、同日付けで関連当事者でなくなっ

ております。なお、取引金額はオクマコーポレーション㈱が関連当事者であった期間の取引を、資本金、議決

権等の所有割合及び期末残高においては関連当事者に該当しなくなった時点の金額及び残高をそれぞれ記載し

ております。

子会社等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
(被所有)
割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
（百万円）

役員の
兼任等
（人）

事業上
の関係

関連会社

（当該会社

等の子会社

を含む）

奥儀建設

㈱

滋賀県

東近江市
106 建設業

（所有）

直接44.4
－

製品の販

売

材料の仕

入・外注

工事費

合材等の販売 9

受取手形

及び売掛

金

11

建築工事他 69 工事未払金 75

関連会社

（当該会社

等の子会社

を含む）

奥儀運送

㈱

滋賀県

東近江市
40 運送業

（所有）

間接63.1
－

建設機械

等の運搬

建設機械等の

運搬
0 工事未払金 0

（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

　　　　　　上記の取引価格は、他の取引先と同一の基準により決定しており、支払条件についても一般と同様でありま

す。

３．奥儀建設㈱は、平成18年７月13日に第三者割当増資を当社が引き受けたことにより関連会社となったため、同

日より関連当事者に該当することになりました。なお、取引金額は奥儀建設㈱が関連当事者である期間の取引

を記載しております。

４．奥儀運送㈱は、奥儀建設㈱の子会社であるため、平成18年７月13日より関連当事者に該当することになりまし

た。なお、取引金額は奥儀運送㈱が関連当事者である期間の取引を記載しております。
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（１株当たり情報）

項目
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）

当連結会計年度
（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（円） 797.31 779.37

１株当たり当期純利益(△純損失)（円） △60.42 1.07

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

（円）
－ －

　（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、前連結会計年度については１株当たり当期純損失が計上され

ており、また、潜在株式がないため、当連結会計年度については潜在株式がないため、それぞれ記載して

おりません。

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

前連結会計年度
(自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日)

当連結会計年度
(自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日)

当期純利益(△純損失)（千円） △350,928 7,391

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） （－）

普通株式に係る当期純利益(△純損失)

（千円）
△365,928 7,391

普通株式の期中平均株式数（株） 6,056,728 6,906,206

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

- 35 -



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

 前連結会計年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

 当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

比較増減
（△印は減）

金額 金額 金額 率

建設事業

土木工事 2,293,229 4,342,369 2,049,139 89.4

建築工事 10,858,994 9,253,628 △1,605,366 △14.8

舗装工事 546,442 527,483 △18,958 △3.5

計 13,698,666 14,123,480 424,814 3.1

官公庁工事 1,792,980 1,200,306 △592,673 △33.1

民間工事 11,905,686 12,923,174 1,017,487 8.5

(2）売上高

 （単位：千円、％）

項目

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）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

比較増減
（△印は減）

金額 金額 金額 率

建設事業

土木工事 1,513,205 3,391,150 1,877,944 124.1

建築工事 5,838,681 10,343,188 4,504,506 77.1

舗装工事 560,242 472,674 △87,568 △15.6

計 7,912,130 14,207,013 6,294,883 79.6

官公庁工事 1,151,013 1,689,782 538,768 46.8

民間工事 6,761,116 12,517,231 5,756,114 85.1

不動産事業 7,060,955 7,789,452 728,497 10.3

その他事業 275,967 289,262 13,295 4.8

合計 15,249,053 22,285,729 7,036,675 46.1

(3）次期繰越工事高

 （単位：千円、％）

項目

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）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

比較増減
（△印は減）

金額 金額 金額 率

建設事業

土木工事 1,326,021 2,277,240 951,218 71.7

建築工事 14,380,312 13,290,752 △1,089,560 △7.6

舗装工事 90,855 145,664 54,809 60.3

計 15,797,189 15,713,657 △83,532 △0.5

官公庁工事 1,129,211 639,735 △489,475 △43.3

民間工事 14,667,978 15,073,921 405,943 2.8
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