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『中期経営計画 2007』策定のお知らせ 

 
1. 経営計画策定の経緯 
まず、近年における当社の事業展開をご説明申し上げます。 
建設事業(当社主業)が公共工事の削減等で厳しい経営環境にある近年、当社は

民間工事に活路を求めて主業の体質改善を進めてまいりましたが、一方では従

業として、ルネス分譲マンションを主体とした不動産事業にも分野を拡大して

まいりました。 
ところが、建設事業の回復スピードが伴わない業績推移の中では、不動産事

業への依存度が高まり、ルネス分譲マンション以外の土地取引等へも徐々に傾

斜し、結果的には資金繰りも次第に逼迫してまいりました。 
一方では、当然に内部留保による自己資本の充実も進まず、資本市場から資

金を調達すべく二度に亘る第三者割当増資を実施しましたが、いずれも失権が

生じ、市場の信頼を損ねる結果となりました。 
そのような状況下で、「東京南青山土地取引」に端を発する「集団的脅迫事件」

が発生(報道・発表 平成 19 年 2 月 22 日)し、風評被害を招来せしめました。 
以上、当社の事業展開に始まり、第三者割当増資に伴う失権、更には世間よ

り反社会的勢力に加担したかのように誤解された「事件」勃発など、一連の事

象を分析しました結果、その原因は、全て当社自らが招いたものと現状事態を

深刻に受け止めて、深く反省する一方、改革的再出発が必要と判断しました。 
以上の判断に基づき、「当社の信頼回復に向けた取り組み」と題して、平成 19

年 3 月 30 日にお知らせしました中で、「4.社内体制の見直し ②」で「本業(建設

業)への回帰」を、今後の当社の事業展開の方向性として打ち出しました。 
 当社グループを挙げて、本業回帰を基本に事業を再構築すべく、検討作業を

進めましたところ、今般、当社グループの『中期経営計画 2007』(連結)として

策定の運びとなりました。 
 

  



2. 問題意識・経営責任 
 当中間期中におきましては、前述の事業展開等に起因する結果が集約的に顕

在化しましたが、それらの結果は、ほとんどが軽率な経営判断が招いたものと

して真摯に受け止め、経営陣一同深く反省いたしております。 
 経営責任につきましては、一部役員は既に引責辞任いたしましたが、社長は

50%、その他役員は 20%ないし 10%の報酬カットをすることといたしました。 
 また、本年12月に予定の定時株主総会では、役員の改選期に当たりますので、

上程推薦候補者も必要最低限の人数に止めるのはもとより、新役員の報酬総額

も今回カット後の総額以下に据え置くことといたします。 
以上をもってしましても、経営責任の処し方は不十分であると認識しており

ますが、今なさねばならないことは、『中期経営計画 2007』に則り、現役員の

残任期間中において早期の業績回復に全力を傾注し、「新生平和奥田」の道筋を

付けることが先決と心得まして、責任を全うさせていただく所存であります。 
 
3. 決意表明 
今回、「新生平和奥田」(グループ)経営計画の目標および行動規範を述べまし

て、当社グループの決意表明に代えさせていただきます。 
計画の目標 業績の早期回復 

『中期経営計画 2007』を羅針盤として、事業再構築を図り、早期の業績

回復を目指します。 
行動規範① コンプライアンス体制の充実 

反社会的勢力や談合との不関与は勿論、役職員一丸となって法令順守の

社風を醸成してまいります。また、管理部門の内部強化充実を進めます。 
行動規範② 内部統制システムの確立 

 全役職員が当社の現状を正確に認識し、健全な危機意識を持って業務に

精励できる、部門間組織の相互牽制を織り込んだ内部統制システムを構築

します。 
 

4. 『中期経営計画 2007』 
以上に基づき策定しました『中期経営計画 2007』は、別添のとおりでござい

ます。 
以 上 

  



  

中中期期経経営営計計画画 22000077  
  

11..  ははじじめめにに  
わわたたししたたちち平平和和奥奥田田はは新新ししくく生生ままれれ変変わわりりまますす。。  
本本業業のの建建設設業業ににししっっかかりりとと軸軸足足をを置置いいたた経経営営にに心心ががけけ、、おお客客ささままににごご満満足足いい

たただだけけるるモモノノづづくくりり中中心心のの““堅堅実実経経営営””にに徹徹ししまますす。。  
  
22..  計計画画期期間間  

平平成成 2200 年年 99 月月期期((第第 5544 期期))かからら平平成成 2222 年年 99 月月期期((第第 5566 期期))ままででのの 33 ケケ年年間間  
  
33..  計計画画体体系系  

目 標  早期の業績回復 
行動規範  コンプライアンス体制・内部統制システムの確立  
実施施策  事業・組織・人事・財務・CSR 

  
44..  個個別別施施策策  
((11))  事事業業  

①①  安安定定的的なな受受注注・・完完工工高高のの確確保保  
ⅰⅰ  営営業業力力のの強強化化  

営営業業拠拠点点管管理理体体制制のの強強化化・・営営業業部部員員研研修修教教育育のの充充実実  
営営業業案案件件ののププロロセセスス管管理理徹徹底底・・営営業業間間口口((分分野野))のの拡拡大大  
顧顧客客管管理理ｼｼｽｽﾃﾃﾑﾑにによよるる情情報報のの一一元元管管理理・・顧顧客客のの囲囲いい込込みみおおよよびび関関係係強強化化  

ⅱⅱ  受受注注支支援援体体制制のの確確立立  
全全社社員員営営業業のの推推進進強強化化・・““ルルネネスス工工法法””にによよるる当当社社ブブラランンドド力力のの向向上上  

②②  利利益益率率のの改改善善  
ⅰⅰ  受受注注単単価価のの向向上上  

営営業業力力強強化化にによよるる特特命命受受注注のの増増加加・・““ルルネネスス工工法法””にによよるる差差別別化化  
受受注注ののシシスステテムム化化  

ⅱⅱ  ココスストトダダウウンン  
商商品品のの規規格格化化・・設設計計のの標標準準化化・・現現場場管管理理ののシシスステテムム化化  
購購買買体体制制のの再再構構築築・・仕仕様様統統一一ななどどにによよるる一一括括購購入入  

③③  固固定定費費・・経経費費のの削削減減  
ⅰⅰ  人人件件費費削削減減  

役役員員報報酬酬おおよよびび社社員員給給与与カカッットト・・人人員員削削減減  
IITT 化化にによよるる事事務務処処理理のの合合理理化化  

ⅱⅱ  そそのの他他経経費費削削減減  
聖聖域域ななししのの AABBCC 分分析析にによよりり実実施施  

  ((22))  組組織織・・人人事事  
①①  部部門門・・営営業業所所のの見見直直しし  

不不採採算算部部門門・・営営業業所所のの統統廃廃合合  
②②  人人事事制制度度のの再再構構築築  

給給与与体体系系・・評評価価制制度度のの見見直直しし  
健健全全なな危危機機意意識識醸醸成成にに向向けけててのの社社員員教教育育のの実実施施  
魅魅力力的的なな企企業業風風土土づづくくりりにに向向けけててのの社社員員意意見見聴聴取取  

((33))  財財務務  
①①  有有利利子子負負債債のの圧圧縮縮  

不不動動産産事事業業支支出出金金のの早早期期回回収収・・工工事事費費取取下下率率のの改改善善  
②②  自自己己資資本本のの充充実実  

内内部部留留保保にによよるる早早期期回回復復  
  



  

  ((44))  CCSSRR  
①①  ココンンププラライイアアンンスス体体制制のの確確立立  

反反社社会会的的勢勢力力おおよよびび談談合合ととのの不不関関与与・・外外部部委委員員のの意意見見吸吸収収  
社社員員教教育育のの充充実実  

②②  内内部部統統制制シシスステテムムのの拡拡充充  
シシスステテムムのの随随時時見見直直しし整整備備・・内内部部相相互互牽牽制制体体制制のの確確立立  

③③  IIRR・・広広報報体体制制のの充充実実  
要要員員のの確確保保おおよよびび人人材材育育成成  

  
55..  数数値値目目標標((連連結結))  

((単単位位：：億億円円))  
第第 55 33 期期  計計 画画  

項項 目目  上上 半半 期期  
(( 予予 想想 ))  

下下 半半 期期  
(( 見見 込込 ))  

通通 期期  
(( 見見 込込 ))  

第第 55 44 期期  
(( 初初 年年 度度 ))  

第第 55 55 期期  
(( 次次 年年 度度 ))  

第第 55 66 期期  
(( 最最 終終 年年 度度 ))  

受受 注注 高高  4422  111177  116600  116655  117700  117755  
売売 上上 高高  9999  113333  223322  118899  220022  221100  

建建 築築 工工 事事  6688  4499  111177  113311  113355  114433  

土土 木木 工工 事事  1166  1188  3344  2200  2211  1133  

舗舗 装装 工工 事事  33  22  55  44  44  44  

建建

設設

事事

業業  ((計計))  ((8877))  ((6699))  ((115566))  ((115555))  ((116600))  ((116600))  

ルルネネスス分分譲譲ﾏﾏ ﾝﾝ ｼｼ ｮｮ ﾝﾝ  00  2288  2288  1122  2222  2299  

そそ    のの    他他    ((注注 11))  99  3344  4444  1199  1177  1188  

不不
動動
産産
事事
業業  ((計計))  ((99))  ((6622))  ((7722))  ((3311))  ((3399))  ((4477))  

そそ のの 他他 事事 業業  22  22  44  33  33  33  

売売 上上 原原 価価  110033  112222  222255  116688  117766  118844  
  (( うう ちち 人人 件件 費費 ))  ((66))  ((66))  ((1122))  ((1100))  ((1100))  ((1100))  

販販売売費費及及びび一一般般管管理理費費  1133  1133  2277  1177  1199  1188  
  (( うう ちち 人人 件件 費費 ))  ((55))  ((44))  ((99))  ((88))  ((88))  ((88))  
  ((ううちち不不動動産産ププロロジジェェククトト販販売売経経費費))  ((－－))  ((44))  ((44))  ((－－))  ((22))  ((11))  
  (( ううちち貸貸倒倒引引当当金金 ))  ((44))  ((－－))  ((44))  ((－－))  ((－－))  ((－－))  

営営 業業 利利 益益  ((注注 22))  △△1188  △△22  △△2200  44  77  88  
経経 常常 利利 益益  ((注注 33))  △△2200  △△22  △△2233  33  66  77  
当当 期期 純純 利利 益益  ((注注 44))  △△3388  △△22  △△4400  33  66  77  

((注注 11))  不不動動産産事事業業のの計計画画期期間間中中「「そそのの他他」」はは、、大大半半がが計計画画策策定定時時点点ににおおけけるる仕仕掛掛中中案案件件のの売売上上高高でですす。。  
((注注 22))  第第 5533 期期上上半半期期((予予想想))のの営営業業利利益益ににはは、、建建設設事事業業ににおおけけるる赤赤字字工工事事等等にによよるる損損失失約約 44 億億円円、、不不動動

産産事事業業ににおおけけるる棚棚卸卸資資産産評評価価損損等等にによよるる損損失失約約 66 億億円円及及びび貸貸倒倒引引当当金金繰繰入入額額のの発発生生約約 44 億億円円がが

含含ままれれてていいまますす。。  
((注注 33))  第第 5533 期期上上半半期期((予予想想))のの経経常常利利益益ににはは、、((注注 22))にによよるる影影響響にに加加ええ、、貸貸倒倒引引当当金金繰繰入入額額のの発発生生約約 11

億億円円がが含含ままれれてていいまますす。。  
((注注 44))  第第 5533 期期上上半半期期((予予想想))のの当当期期純純利利益益ににはは、、((注注 22))並並びびにに((注注 33))にによよるる影影響響にに加加ええ、、不不動動産産事事業業支支出出

金金評評価価損損約約 1133 億億円円及及びび法法人人税税等等調調整整額額約約 44 億億円円がが含含ままれれてていいまますす。。  
以以上上  


