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平成 20 年 1 月 25 日 

各   位 

 

                       上場会社名 平 和 奥 田 株 式 会社 

                       代 表 者 名 代表取締役 小倉 善紘 

                         コード番号  1790      (大証第二部) 

                         問合せ先 取締役経理部長 福永重利 

                電話番号             0748-22-2431 

     
(追加)不適正な会計処理等に伴う過年度決算修正に 

関する(中間)調査報告書について 
 
当社は、平成 20 年 1 月 18 日に本件に関する開示を行いましたが、過年度決算修正内容を

要約した｢第 53 期 期首剰余金に影響を与える不適切な会計処理総括表｣に、今回、改めて補

足説明を追加し開示いたします。 

 

当社におきまして、このような不適正な会計処理が行われたことについて、重く受け止め、

深く反省しております。 

株主様、投資家をはじめ、関係者の方々に多大なご心配ご迷惑をおかけしましたことをあ

らためて深くお詫び申し上げるとともに、今後当社が取組んでまいります改革、改善策に対

し、皆様のご指導とご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

                                   以 上 
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(参考：訂正前) 
第５３期 期首剰余金に影響を与える不適切な会計処理総括表 

                      

（単位：千円） 
不適切内容と件数及び期首剰余金に与える影響額 項目別影響額 

１．不動産事業売上の不適切処理 
（１）架空売上の取消   １件  350,000  
（２）買戻し条件付売上の取消   １件  201,681  
（３）土地購入者の借入金を保証した売上の取消  

１件 481,623 

1,033,304 

２．工事進行基準の不適切処理 
 （進行基準未収入金の過大計上及び工事損失引当金の過少計上） 
（１）架空請負契約と原価低額見積もりによるもの 
   1 件   816,695  
（２）原価低額見積もりによるもの 
   13 件  122,694  

939,389 

３．不動産事業支出金の不適切処理 
（１）他工事原価処理すべきもの 1 件 29,454  
（２）含み損の減損処理 10 件 1,316,725  
（３）非原価項目を費用処理 3 件 726,661  

2,073,082 

４．仮払金 
失注案件に係る事前原価の費用処理 5 件 68,430  68,430 

５．固定資産の不適切処理 
他工事原価処理すべきもの  1 件 25,123  25,123 

６．利息の未払計上 1 件 32,000  32,000 
７．延滞債権等への貸倒引当金の計上 4 件 633,900 633,900 
８．簿外負債の未払計上 １件 50,000 50,000 
９．繰延税金資産の償却 414,974 

合    計 5,270,204 
 
補足説明 
１．工事進行基準の不適切処理発生の原因 
主として、 終予想原価が当初の実行予算策定段階の金額から変更（増加）さ

れているにも拘らず、当初金額のまま決算を行っていることにより発生している。

これらの多くは、現場担当者が発行する 終予想原価の報告（月次原価報告書）

と、担当部門長が経理部に報告したそれとが異なっていたことによるものである。 
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２．不動産事業支出金の不適切処理発生の原因 
含み損は、買戻した不動産に含まれる含み損、事業化不可能と認められる不動

産事業支出金等の評価減実施額である。 
また、非原価項目の費用処理は、不動産事業支出金に含まれる支出目的不明な

業務委託費の償却等である。 
 
３．失注案件に係る事前原価の費用処理  
実行予算が未だ作成されていない間に生じた発生費用のうち、工事契約が締結

されたもの、或いは契約書が取り交わされていなくても回収見込みのあるものを

事前原価として仮払金に計上しているが、受注契約に至っていないものに対する

事前原価が仮払金に計上されていたため、これを費用に計上する。 
 
４．繰延税金資産の償却 
不適切な会計処理を訂正すれば、巨額な欠損金が計上されることとなり、資本

の欠損の状況が長期にわたると予測されることから、将来減算一時差異に係る繰

延税金資産については、全額償却する。 
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(追加：訂正後) 
５３期 期首剰余金に影響を与える不適切な会計処理総括表  

                 

（単位：千円） 
不適切内容と件数及び期首剰余金に与える影響額 項目別影響額 

 
１．不動産事業売上の不適切処理 
 
（１）架空売上の取消         １件 350,000 
  
    共同で推進する不動産プロジェクトの拠出金とし

て受け入れた 350,000 を、本来は、仮受金(流動負債)
として計上すべきところ、架空の不動産プロジェクト

の業務受託料として売上に計上していたものを取消

いたしました。 
 

（２）買戻し条件付売上の取消      １件 201,681 
  

 過去に行った不動産取引について、後に買戻しがさ

れていることから、買戻条件付売買と認識し、売上

370,000 と原価 168,319 を取消し、利益相当額

201,681 を期首剰余金から減額いたしました。 
 

（３）土地購入者の借入金を保証した売上の取消  
１件 481,623 
 

 過去に行った不動産取引について、購入者が当該不

動産の購入資金を金融機関から融資を受けるにあた

って、当社が連帯保証しており、会計上、売上計上の

要件を満たしていないと判断したため、売上 650,000
と原価 218,376 の取消を行いました。また、購入者の

借入額 700,000 と売却金額 650,000 の差額 50,000 に

ついても未払金として計上いたしました。 
 

1,033,304 

 
２．工事進行基準の不適切処理 
 （進行基準未収入金の過大計上及び工事損失引当金の過少計上） 
 
（１）架空請負契約と原価低額見積もりによるもの 
                    1 件 816,695 
 

939,389 
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  １件の受注案件において、大幅な赤字受注が発生い

たしました。請負金額 490,000 では約 700,000 の大

幅な赤字工事となるため、 終予想原価を低く見積も

ると同時に架空の請負金額 260,000 を工事進行基準

の計算に含めておりました。以上により、架空請負契

約を取消し、 終予想原価の修正により工事進行基準

売上高の過大計上額 447,980 の取消を行いました。ま

た、今後見込まれる損失について、工事損失引当金

368,715 を計上いたしました。 
  
（２）原価低額見積もりによるもの 
                   13 件 122,694 
 
    工事進行基準売上高は下記の算式で計算を行って 

おりますが、 終予想原価を実際より少なく見積も 
ることで、売上高と利益の過大計上が行われており 
ましたので、修正いたしました。 
 
【算式】 
工事進行基準売上高＝請負金額×(発生原価÷ 終予想原価） 

 
 
３．不動産事業支出金の不適切処理 
 
（１）他工事の原価で処理すべきもの   1 件 29,454 
  
    工事原価として処理すべきものが、別の進行中の不

動産プロジェクトに付け替えがされており、不動産事

業支出金(棚卸資産)として計上されておりましたの

で、修正いたしました。 
 
（２）含み損の減損処理       10 件 1,316,967 
  
    不動産事業支出金(棚卸資産)として計上さている 
   土地代金や業務委託料等の各不動産プロジェクトの

原価を、進捗状況に鑑みて評価し、減損処理を行い 
   ました。 
 
 
 
 

2,073,082 
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   主要なものは以下のとおりです。 
 

①土砂採取事業目的で購入した土地が虫食い状態で 
あり、事業化するには追加で土地を購入し、一団の

土地とする必要があります。また、許認可取得も困

難な案件であり、事業化や転売の目途がたっていな

いため、帳簿価額 457,464 全額の評価損を計上いた

しました。 
 
   ②当社が所有する土地に産業廃棄物が埋まってお 

り、帳簿価額 490,000 の価値は無いと判断し、 
時価評価相当額との差額 418,500 の評価損を計上 
いたしました。 
 

   ③開発後にリゾート会社等に転売する目的で購入し 
た山林（帳簿価額 220,129）の開発許可が取得で 
きていないため、備忘価額を残して、差額 219,339 
の評価損を計上いたしました。 
 

   ④宅地分譲用地として購入した土地(帳簿価額 
93,087)が、調整池であり開発許可の取得が困 
難であったため、転売方針に切り替えました。そ 
の後、平成 19 年 10 月に 16,000 で売却いたしまし 
たので、差額 77,087 の評価損を計上いたしまし 
た。 

 
（３）非原価項目を費用処理       3 件 726,661 
 
    不動産事業支出金(棚卸資産)として計上されている

業務委託料その他の支払いについて、内容を検討し費

用処理いたしました。 
 
   主要なものは以下のとおりです。 
 
   ①土地の取り纏めに関する業務委託料を 2 社に合計 

で 503,119 支払っておりますが、業務の進捗状況 
が不明であり、かつ、土地の取得も行われていな 
いため、全額を費用処理いたしました。 
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②進行中の不動産プロジェクトに、他プロジェクト等

の費用 153,542が付け替えられておりましたので、

修正いたしました。 
 
 
４．仮払金 

失注案件に係る事前原価の費用処理  5 件 68,430 
  
工事着工前の支出金を、仮払金に計上しております

が、結果的に工事請負契約に至っていないものについて

費用処理いたしました。 
 

68,430 

 
５．固定資産の不適切処理 

他工事原価処理すべきもの      1 件 25,123 
  
 他の工事原価として処理すべきものを、当時、新築 
中の本社別館の原価に付け替え、固定資産に計上して 
いたものを修正いたしました。 
 

25,123 

 
６．利息の未払計上           1 件 32,000  
     

不動産売買契約 500,000 を締結し、手付金 400,000 
  を受領しましたが、その契約の実体は資金調達が目的で

あったと判断いたしましたので、400,000 の返済時に支

払った違約金 40,000 について、日割計算で未払利息を

計上いたしました。 
 

32,000 

 
７．延滞債権等への貸倒引当金の計上   4 件 633,900 
   延滞債権等の回収可能性について、改めて調査・検 

討し、貸倒引当金を計上いたしました。 
 

① マンション建設工事（平成 18 年 5 月完成済）に

係る債権 533,729 が、当初に融資を確約していた

金融機関からの融資が行われず延滞となっており

ます。当社は平成 18 年 10 月に当該建物に譲渡担

保権を設定し、当該建物の売却を検討しています。

債権額と回収見込額の差額 301,900 を貸倒引当金

に計上いたしました。 

633,900 
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② 延滞している貸付金 150,000 について、業務委託

料等の名目での支出により回収をしたようになっ

ていましたが、実際には回収できていませんので、

貸倒引当金を計上いたしました。 
 

   ③不動産プロジェクト４件分の業務委託料の合計 
110,000 について、進展がなく返金を求めていたと

ころ平成１７年１２月にその一部 14,000 が返金さ

れました。しかしプロジェクトの中止決定後も委託

料の残額 96,000 の返金がなく、委託先に 
返済能力がないと判断したため、全額を貸倒引当金

に計上いたしました。 
 

④ 子会社は平成１８年９月に 3,570 の債務超過であ

ったため、同社に対する貸付金に対して債務超過

相当額の 4,000 の貸倒引当金を計上していました

が、決算内容を検討した結果、債務超過額が

86,000 増加いたしましたので、同額を貸倒引当金

に計上いたしました。 
 
 
８．簿外負債の未払計上         １件 50,000 
 
    共同事業の相手方より、第三者に送金した 100,000

について、当社の指示による支出であるとして、返還

を求められております。当社としては、支払義務はな

いと考えておりますが、請求を受けているため、保守

的に見積もって50％相当額の50,000を未払金として

計上いたしました。 
 

50,000 

 
９．繰延税金資産の償却 
 
    以上の各項目の修正を行った結果、巨額な欠損金が

計上されることとなり、資本の欠損の状況が長期にわ

たると予測され、将来減算一時差異にかかる繰延税金

資産の回収可能性はないと判断し、全額取崩いたしま

した。 
 

414,974 

合    計 5,270,204 
 


