
平成18年９月期 個別財務諸表の概要 平成18年11月24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 奥　宗嗣

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

決算取締役会開催日 平成18年11月24日 配当支払開始予定日 平成18年12月21日

定時株主総会開催日 平成18年12月20日 単元株制度採用の有無 有（１単元　1,000株）

１．平成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 21,970 46.3 565 － 528 －

17年９月期 15,017 16.0 △516 － △583 －

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 3 － 0 44 －  0.1 3.4 2.4

17年９月期 △374 － △64 34 －  △6.9 △4.4 △3.9

（注）①期中平均株式数 18年９月期          6,906,206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、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 17,016 5,380 31.6 779 23

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９月期 6,905,122株 17年９月期 6,908,262株

②期末自己株式数 18年９月期 23,424株 17年９月期 20,284株

２．平成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 11,370 46 20

通　期 25,000 592 300

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　43円45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 － 6 － 9 － 15 94 － 1.7

18年９月期 － 8 － 8 － 16 110 3,636.4 2.0

19年９月期（予想） － 8 － 8 － 16    

（注）17年９月期期末配当金の内訳　記念配当　3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。

- 37 -



６．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

第51期
（平成17年９月30日）

第52期
（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 2,438,779 3,109,222

受取手形 ※１ 108,224 87,967

完成工事未収入金 964,745 3,342,632

不動産事業未収入金 29,553 13,705

その他事業未収入金 32,600 60,172

販売用不動産 539,795 303,757

不動産事業支出金
※２
※３

5,095,358 5,548,581

前払費用 27,307 34,473

繰延税金資産 500,740 246,780

短期貸付金 170,250 227,924

未収入金 76,658 36,792

仮払金 375,545 527,286

その他 45,416 245,131

貸倒引当金 △111,400 △29,670

流動資産合計 10,293,575 74.9 13,754,756 80.8

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

建物 1,408,386 1,503,284

減価償却累計額 376,399 1,031,987 382,947 1,120,336

構築物 276,046 232,795

減価償却累計額 174,795 101,251 169,448 63,346

機械装置 285,586 280,889

減価償却累計額 244,029 41,557 252,984 27,905

車輌運搬具 10,078 10,528

減価償却累計額 9,047 1,030 9,415 1,112

工具器具・備品 67,019 78,189

減価償却累計額 55,267 11,751 59,501 18,687

土地 ※３ 1,294,373 952,326

建設仮勘定 96 －

有形固定資産計 2,482,048 18.1 2,183,715 12.8

２．無形固定資産

その他 5,518 5,313

無形固定資産計 5,518 0.0 5,313 0.1
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第51期
（平成17年９月30日）

第52期
（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
（％）

３．投資その他の資産

投資有価証券 219,712 211,872

関係会社株式 0 153,600

出資金 3,160 3,160

長期貸付金 561,968 304,679

関係会社長期貸付金 68,500 144,000

破産更生債権等 2,587 89,479

長期前払費用 42,144 43,139

繰延税金資産 11,150 111,160

差入保証金 140,466 155,201

その他 7,313 7,269

貸倒引当金 △90,400 △150,460

投資その他の資産計 966,601 7.0 1,073,100 6.3

固定資産合計 3,454,168 25.1 3,262,129 19.2

資産合計 13,747,743 100.0 17,016,886 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

工事未払金 666,790 2,863,810

不動産事業未払金 45,618 140,018

その他事業未払金 39,459 98,997

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

※６ 900,000 441,900

1年以内償還予定の社債 1,200,000 －

未払金 37,905 91,587

未払費用 161,550 169,236

未払法人税等 205,574 23,215

未払消費税等 20,253 －

未成工事受入金 375,393 660,509

前受金 979,193 1,418,710

預り金 26,731 49,536

前受収益 13,528 10,866

完成工事補償引当金 11,900 14,900

賞与引当金 51,577 57,832

その他 1,620 1,619

流動負債合計 8,111,098 59.0 9,822,739 57.7
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第51期
（平成17年９月30日）

第52期
（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
（％）

Ⅱ　固定負債

長期借入金 ※６ － 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 10.7

負債合計 8,221,411 59.8 11,636,213 68.4

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※４ 1,208,404 8.8 － －

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 1,196,665 －

資本剰余金合計 1,196,665 8.7 － －

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 127,776 －

２．任意積立金

買換資産圧縮積立金 62,357 －

別途積立金 3,270,000 －

３．当期未処分利益
　　(△未処理損失)

△368,272 －

利益剰余金合計 3,091,861 22.5 － －

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 36,092 0.2 － －

Ⅴ　自己株式 ※５ △6,691 △0.0 － －

資本合計 5,526,332 40.2 － －

負債資本合計 13,747,743 100.0 － －
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第51期
（平成17年９月30日）

第52期
（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
（％）

（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

　　資本準備金 － 1,196,665

　資本剰余金合計 － － 1,196,665 7.0

３．利益剰余金

(1）利益準備金 － 127,776

(2）その他利益剰余金

買換資産圧縮積立金 － 62,357

別途積立金 － 2,768,000

繰越利益剰余金 － 4,381

利益剰余金合計 － － 2,962,515 17.4

４．自己株式 － － △8,695 △0.0

株主資本合計 － － 5,358,889 31.5

Ⅱ　評価・換算差額等

　　その他有価証券評価差額金 － － 21,782 0.1

評価・換算差額等合計 － － 21,782 0.1

純資産合計 － － 5,380,672 31.6

負債純資産合計 － － 17,016,886 100.0
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(2）損益計算書

第51期
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

第52期
（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 7,680,718 13,892,397

不動産事業売上高 7,060,955 7,789,452

その他事業売上高 275,614 15,017,288 100.0 288,855 21,970,706 100.0

Ⅱ　売上原価

完成工事原価 7,428,753 12,977,736

不動産事業売上原価 6,052,534 5,973,244

その他事業売上原価 264,880 13,746,167 91.5 268,918 19,219,898 87.5

売上総利益

完成工事総利益 251,964 914,661

不動産事業総利益 1,008,421 1,816,208

その他事業総利益 10,734 1,271,121 8.5 19,937 2,750,807 12.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費

役員報酬 87,870 107,950

従業員給料手当 648,815 753,686

従業員賞与 10,204 25,282

賞与引当金繰入額 41,410 53,886

退職給付費用 18,434 14,164

役員退職慰労金 2,300 －

役員退職慰労引当金繰入額 11,800 12,800

法定福利費 76,088 122,751

福利厚生費 30,582 4,113

修繕維持費 3,593 2,604

事務用品費 46,636 47,352

通信交通費 117,922 158,783

動力用水光熱費 12,950 13,917

広告宣伝費 195,053 337,442

貸倒引当金繰入額 8,979 10,637

交際費 34,118 42,151

寄付金 1,471 1,769

地代家賃 97,601 99,626

減価償却費 13,276 22,768

租税公課 76,405 91,174

保険料 21,667 20,018

支払手数料 116,515 104,323

雑費 114,204 1,787,901 11.9 138,574 2,185,778 9.9

営業利益(△損失) △516,780 △3.4 565,028 2.6

- 42 -



第51期
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

第52期
（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
（％）

Ⅳ　営業外収益

受取利息 23,761 12,168

受取配当金 1,971 2,447

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 － 3,172

雑収入 11,022 53,437 0.3 5,746 31,599 0.1

Ⅴ　営業外費用

支払利息 47,796 57,088

社債利息 14,956 8,176

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 2,508 68,053 0.3

経常利益(△損失) △583,665 △3.9 528,574 2.4

Ⅵ　特別利益

固定資産売却益 ※１ 101,590 －

投資有価証券売却益  － 16,266

貸倒引当金戻入益  － 2,134

役員退職慰労引当金戻入益 － 101,590 0.7 64,800 83,200 0.4

Ⅶ　特別損失

固定資産売却損 ※２ 95 －

固定資産除却損 ※３ 3,044 8,452

減損損失  － 423,300

関係会社株式評価損 22,021 －

会員権評価損 500 25,661 0.2 － 431,752 2.0

税引前当期純利益
(△純損失)

△507,736 △3.4 180,022 0.8

法人税、住民税及び事業税 190,000 13,300

法人税等追徴税額 35,000 －

法人税等調整額 △358,034 △133,034 △0.9 163,649 176,949 0.8

当期純利益(△純損失) △374,702 △2.5 3,072 0.0

前期繰越利益 38,944 －

中間配当額 32,513 －

当期未処分利益
(△未処理損失)

△368,272 －
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完成工事原価報告書

第51期
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

第52期
（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）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　材料費 910,942 12.3 1,483,858 11.4

Ⅱ　労務費 295,966 4.0 390,333 3.0

Ⅲ　外注費 4,657,807 62.7 8,815,119 67.9

Ⅳ　経費 1,564,037 21.0 2,288,424 17.7

（うち人件費） (928,809) (12.5) (1,157,476) (8.9)

計 7,428,753 100.0 12,977,736 100.0

　（注）　原価計算の方法は、個別原価計算によっております。

不動産事業売上原価報告書

第51期
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

第52期
（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）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　販売原価 5,961,665 98.5 5,884,873 98.5

Ⅱ　賃貸原価 90,868 1.5 88,371 1.5

（うち減価償却費） (46,425) (0.8) (52,238) (0.9)

計 6,052,534 100.0 5,973,244 100.0

　（注）　原価計算の方法は、個別原価計算によっております。

その他事業売上原価報告書

第51期
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

第52期
（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）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　合材売上原価

合材仕入高 264,825 100.0 264,518 98.4

Ⅱ　その他原価 55 0.0 4,400 1.6

計 264,880 100.0 268,918 100.0

　（注）　原価計算の方法は、個別原価計算によっております。
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(3）利益処分計算書及び株主資本等変動計算書

利益処分計算書

第51期
（平成17年12月20日）

株主総会決議

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益
(△未処理損失)

△368,272

Ⅱ　任意積立金取崩額

　　別途積立金取崩額 502,000 502,000

　　　　合計 133,727

Ⅲ　利益処分額

利益配当金 62,174

（１株につき） (９円00銭)

役員賞与金 15,000

（うち監査役分） (830) 77,174

Ⅳ　次期繰越利益 56,553
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株主資本等変動計算書

当事業年度（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

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計買換資産圧
縮積立金

別途積立金
繰越

利益剰余金

平成17年９月30日　残高

（千円）
1,208,404 1,196,665 127,776 62,357 3,270,000 △368,272 3,091,861 △6,691 5,490,239

事業年度中の変動額

別途積立金の取崩     △502,000 502,000 －  －

剰余金の配当      △117,418 △117,418  △117,418

役員賞与金      △15,000 △15,000  △15,000

当期純利益      3,072 3,072  3,072

自己株式の取得        △2,003 △2,003

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

（千円）
－ － － － △502,000 372,654 △129,345 △2,003 △131,349

平成18年９月30日　残高

（千円）
1,208,404 1,196,665 127,776 62,357 2,768,000 4,381 2,962,515 △8,695 5,358,889

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 5,526,332

事業年度中の変動額

別途積立金の取崩  －

剰余金の配当  △117,418

役員賞与金  △15,000

当期純利益  3,072

自己株式の取得  △2,003

株主資本以外の項目の事

業年度中の変動額（純

額）

△14,309 △14,309

事業年度中の変動額合計

（千円）
△14,309 145,659

平成18年９月30日　残高

（千円）
21,782 5,380,672
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重要な会計方針

項目
第51期

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

第52期
（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

　移動平均法による原価法によっている。

子会社株式及び関連会社株式

　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

　事業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

２．デリバティブの評価基準 時価法によっている。 同左

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

販売用不動産

　個別法による原価法によっている。

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

４．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。

　建物　　　　　　　　３年～50年

　構築物　　　　　　　７年～40年

　機械装置　　　　　　２年～12年

(1）有形固定資産

同左

(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

(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

５．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
第51期

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

第52期
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

６．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）

　当事業年度より「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。

完成工事補償引当金

同左

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。

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。

７．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

８．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
第51期

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

第52期
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

９．その他財務諸表作成のた

めの重要な事項

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「長期前払費用」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。

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、当事業年度に取得原価に

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、当事業年度よ

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

及び税引前当期純利益はそれぞれ5,679千

円多く表示されている。
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会計処理方法の変更

第51期
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

第52期
（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

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。

───── (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、5,380,672

千円である。

　なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度にお

ける貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務

諸表等規則により作成している。

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）

────── （損益計算書）

　前事業年度まで営業外収益の「雑収入」（11,022千

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、前事業年度の「仕入割引」の金額は2,881千円

である。
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注記事項

（貸借対照表関係）

第51期
（平成17年９月30日）

第52期
（平成18年９月30日）

※１ ────── 　事業年度末日満期手形の処理

　事業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、当事業年度

末日が金融機関の休日であったため、次の事業年度末

日満期手形が残高に含まれている。

　受取手形　11,075千円

※２ ────── 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  

※３ ────── 　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、当事業年度

において「不動産事業支出金」に振替えた。

※４ 会社が発行する株式の総数

普通株式   20,000,000株

発行済株式の総数　　普通株式 6,928,546株

──────

※５ 　当社が保有する自己株式の数は、普通株式20,284株

である。

──────

※６ 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。

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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第51期
（平成17年９月30日）

第52期
（平成18年９月30日）

　７ 配当制限

　商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価を

付したことにより増加した純資産額は、34,285千円で

ある。

──────
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（損益計算書関係）

第51期
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

第52期
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

※１ 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

※２ 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

※３ 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

車輌運搬具       67千円

工具器具・備品   96千円

計 3,044千円

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

※４ ───── 当社は、当事業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。

(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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（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自平成17年10月１日　至平成18年９月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当事業年度増加株式数

（株）
当事業年度減少株式数

（株）
当事業年度末株式数

（株）

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。

①　リース取引関係

項目
第51期

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

第52期
（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 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

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 82,211 29,679 52,531

車輌運搬具 61,233 21,381 39,852

工具器具・
備品

51,465 23,290 28,174

合計 194,910 74,352 120,558

（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 33,478千円

１年超 94,816千円

計    128,294千円

１年内 31,325千円

１年超 89,232千円

計 120,558千円

（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 32,591千円

減価償却費相当額   32,591千円

支払リース料 30,263千円

減価償却費相当額 30,263千円

(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。

②　有価証券関係

　第51期（平成17年９月30日現在）及び第52期（平成18年９月30日現在）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。
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③　税効果会計関係

 第51期
（平成17年９月30日）

 第52期
（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
4,807

貸倒引当金損金算入限度超過額 81,004

賞与引当金損金算入限度超過額 20,837

役員退職慰労引当金損金算入限

度超過額
21,896

減価償却超過額 11,411

未払工事成果報酬 51,442

収益認識差異 333,189

その他 54,035

繰延税金資産合計 578,624

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 511,890

繰延税金資産

完成工事補償引当金損金算入限

度超過額
6,019

貸倒引当金損金算入限度超過額 61,220

賞与引当金損金算入限度超過額 23,364

未払工事成果報酬 44,650

減損損失 175,038

繰越欠損金 98,980

その他 92,711

繰延税金資産小計 501,985

評価性引当額 △87,010

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

　　　当事業年度は、税引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 7.4

当期納付事業税等 △8.2

受取配当金等永久に損金に算入

されない項目
△0.2

交際費等永久に損金算入されな

い項目
13.3

減損損失等税効果未認識 43.4

その他 2.2

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
98.3
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（１株当たり情報）

項目
第51期

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

第52期
（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） 797.79 779.23

１株当たり当期純利益(△純損失)（円） △64.34 0.44

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、前事業年度については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、当事業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。

第51期
(自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日)

第52期
(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） △374,702 3,072

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）
△389,702 3,072

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。
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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

前期
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当期
（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 2,038,861 4,051,138 2,012,276 98.7

建築工事 10,858,994 9,253,758 △1,605,236 △14.8

舗装工事 547,842 527,483 △20,358 △3.7

計 13,445,698 13,832,380 386,681 2.9

官公庁工事 1,771,203 1,148,817 △622,385 △35.1

民間工事 11,674,495 12,683,562 1,009,066 8.6

(2）売上高

 （単位：千円、％）

項目

前期
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当期
（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 1,280,393 3,076,404 1,796,010 140.3

建築工事 5,838,681 10,343,318 4,504,636 77.2

舗装工事 561,642 472,674 △88,968 △15.8

計 7,680,718 13,892,397 6,211,679 80.9

官公庁工事 1,129,236 1,638,293 509,056 45.1

民間工事 6,551,481 12,254,104 5,702,622 87.0

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

その他事業 275,614 288,855 13,240 4.8

合計 15,017,288 21,970,706 6,953,417 46.3

(3）次期繰越工事高

 （単位：千円、％）

項目

前期
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当期
（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 1,292,676 2,267,409 974,733 75.4

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 15,763,844 15,703,826 △60,017 △0.4

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

民間工事 14,634,632 15,064,091 429,458 2.9
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８．役員の異動（平成18年12月20日付）

(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　新任監査役候補

監査役 西　幸男 （現 税理士）

（注）西　幸男氏は、会社法第２条第16項に定める「社外監査役」であります。

②　退任予定監査役

監査役 池月　久芳  
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