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平成１８年６月１６日 

各    位 
東京都中央区銀座三丁目９番１１号 

サンフロンティア不動産株式会社 

代表取締役社長 堀 口 智 顕 

（コード番号・８９３４ ＪＡＳＤＡＱ）

問い合わせ先  

経 営 企 画 室 長 野 田  茂 

ＴＥＬ：０３－５５２１－１５５１ 

 

（訂正）「平成18年３月期決算短信（連結）」及び 

「個別財務諸表の概要」の一部訂正に関するお知らせ 
 

平成18年５月10日に発表いたしました「平成18年３月期決算短信（連結）」及び「個別財務諸表の概

要」の記載内容について一部訂正がありましたのでお知らせいたします。 

なお、訂正箇所は下線にて表示しております。 

記 

訂正内容 

平成18年３月期決算短信（連結）（８ページ） 

３．財政状態及び経営成績 

（3）経営成績 

 

【訂正前】 

（売上原価） 

リプランニング物件の規模拡大に伴い、売上原価も増加することにより、賃貸ビル事業

を含む不動産再生事業全体で売上高に対する原価率は 68.8％となりました。不動産サービ

ス事業におきましては、仲介事業の伸長等により、不動産サービス事業全体で売上高に対

する原価率は24.2％となりました。 

 

【訂正後】 

（売上原価） 

リプランニング物件の規模拡大に伴い、売上原価も増加することにより、賃貸ビル事業

を含む不動産再生事業全体で売上高に対する原価率は 68.8％となりました。不動産サービ

ス事業におきましては、仲介事業の伸長等により、不動産サービス事業全体で売上高に対

する原価率は24.3％となりました。 
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平成18年３月期決算短信（連結）（９ページ） 

３．財政状態及び経営成績 

（4）キャッシュ･フローの分析 

 

【訂正前】 

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況 

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、不動産再生事

業におけるリプランニング物件取得によるたな卸資産の増加等がありましたが、税金等調

整前当期純利益 3,448,371千円が寄与し、また、借入れによる収入に伴う資金の増加、株

式発行による収入に伴う資金の増加等があり、結果期首残高に比べ4,451,411千円増加し、

当連結会計年度末残高は、6,005,324千円となりました。 

 

【訂正後】 

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況 

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、不動産再生事

業におけるリプランニング物件取得によるたな卸資産の増加等がありましたが、税金等調

整前当期純利益 3,448,371千円が寄与し、また、借入れによる収入に伴う資金の増加、株

式発行による収入に伴う資金の増加等があり、結果期首残高に比べ4,541,411千円増加し、

当連結会計年度末残高は、6,005,324千円となりました。 

 

平成18年３月期決算短信（連結）（10ページ） 

３．財政状態及び経営成績 

（4）キャッシュ･フローの分析 

 

【訂正前】 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は12,004,037千円となりました。これは主に、長期借入金

の返済による支出1,661,800千円はあったものの、長期借入れによる収入2,500,000千円、

短期借入金の純増額 5,667,000千円及び株式の発行による収入 5,081,380千円等があった

ことによるものであります。 

 

【訂正後】 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は12,004,037千円となりました。これは主に、長期借入金

の返済による支出1,661,800千円はあったものの、長期借入れによる収入2,500,000千円、

短期借入金の純増額 5,667,000千円及び株式の発行による収入 5,081,390千円等があった

ことによるものであります。 

 

平成18年３月期決算短信（連結）（12ページ） 

３．財政状態及び経営成績 

（6）事業等のリスク 

A．当社グループを取り巻く事業環境及び当社グループ事業の特性等について 

②リプランニング事業の特性 

 

【訂正前】 

ロ．リプランニング及び不動産インベストメントは、ともに物件購入時に購入価額相当額

を主に金融機関からの借入れにより調達をしているため、有利子負債残高は物件購入

及び売却の状況によって変動しますが、現状総資産に占める有利子負債の比率は高水

準であり、平成18年３月期末時点において連結ベース52.9％（平成17年３月期末時

点単体ベース 63.4％、平成 18年３月期末時点単体ベース 36.7％）にて推移しており

ます。 

（以下省略） 
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【訂正後】 

ロ．リプランニング及び不動産インベストメントは、ともに物件購入時に購入価額相当額

を主に金融機関からの借入れにより調達をしているため、有利子負債残高は物件購入

及び売却の状況によって変動しますが、現状総資産に占める有利子負債の比率は高水

準であり、平成18年３月期末時点において連結ベース52.7％（平成17年３月期末時

点単体ベース 63.4％、平成 18年３月期末時点単体ベース 36.5％）にて推移しており

ます。 

（以下省略） 

 

平成18年３月期決算短信（連結）（33ページ） 

５．連結財務諸表等 

注記事項 

（重要な後発事象） 

 

【訂正前】 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
  至 平成18年３月31日） 

平成18年３月１日開催の当社取締役会の決議に基

づき、次のように株式分割による新株式を発行してお

ります。 

１．平成18年４月１日付をもって普通株式１株につ

き３株に分割します。 

(1) 分割により増加する株式数 

普通株式   193,932株 

(2) 分割方法 

平成18年３月31日最終の株主名簿及び

実質株主名簿に記載または記録された株主

の所有株式を、１株につき３株の割合をも

って分割します。 

２．配当起算日 

平成18年４月１日 

 

当該株式分割が当期首に行われたと仮定した場合

の当連結会計年度における１株当たり情報は、以下の

とおりとなります。 

当連結会計年度 

１株当たり純資産 

33,064.26円 

１株当たり当期純利益 

6,304.97円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

6,249.27円 
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【訂正後】 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．平成18年３月１日開催の当社取締役会の決議に基づ

き、次のように株式分割による新株式を発行してお

ります。 

Ａ．平成18年４月１日付をもって普通株式１株につき

３株に分割します。 

(1) 分割により増加する株式数 

普通株式   193,932株 

(2) 分割方法 

平成18年３月31日最終の株主名簿及び実

質株主名簿に記載または記録された株主の所

有株式を、１株につき３株の割合をもって分

割します。 

Ｂ．配当起算日 

平成18年４月１日 

 

当該株式分割が当期首に行われたと仮定した場合の

当連結会計年度における１株当たり情報は、以下のとお

りとなります。 

当連結会計年度 

１株当たり純資産 

33,064.26円 

１株当たり当期純利益 

6,304.97円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

6,249.27円 
 

２．多額な資金の借入 

連結子会社であるＳＦインベストメンツ株式会

社は、平成18年４月18日開催の取締役会において、

多額な資金の借入を決議しております。 

その概要は以下のとおりであります。 

(1) 資金使途    販売用不動産の購入 

(2) 借入先の名称  株式会社みずほ銀行 

(3) 借入金額    4,000,000千円 

(4) 借入金利    １ヶ月TIBOR＋1.00％ 

(5) 返済条件    平成18年５月31日を第１回

目として毎月20,000千円、最

終返済期日に残額一括返済 

(6) 実施時期    平成18年５月１日 

(7) 返済期限    平成20年４月30日 

(8) 担保提供資産  販売用不動産 

 



‐5‐ 

平成18年３月期決算短信（連結）（34ページ） 

６．生産、受注及び販売の状況 

（3）販売実績 

 

【訂正前】 

（注）１．当連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は

次のとおりであります。 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日） 相 手 先 

金額（千円） 割合（％） 

ＧＥリアル・エステート㈱ 3,487,378 20.8 

Sagittarius Investment 2,300,000 13.7 

三菱鉛筆㈱ 1,500,000 9.0 

 

【訂正後】 

（注）１．当連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は

次のとおりであります。 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日） 相 手 先 

金額（千円） 割合（％） 

ＧＥリアル・エステート㈱ 3,533,041 21.1 

Sagittarius Investment 2,301,364 13.8 

三菱鉛筆㈱ 1,500,000 9.0 
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個別財務諸表の概要（22ページ） 

３．個別財務諸表等 

注記事項 

（１株当たり情報） 

 

【訂正前】 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 
１株当たり純資産額 100,700.82円

１株当たり当期純利益 20,520.41円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 20,339.14円

  
 

【訂正後】 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 
１株当たり純資産額 100,700.82円

１株当たり当期純利益 20,520.41円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 20,339.14円

  
当社は、平成17年５月20日付で株式１株につき４株の

株式分割を行っております。 

なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場

合の前事業年度における１株当たり情報については、以

下のとおりとなります。 

１株当たり純資産額 33,581.89円

１株当たり当期純利益 9,535.36円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 9,501.67円
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個別財務諸表の概要（23ページ） 

３．個別財務諸表等 

注記事項 

（重要な後発事象） 

 

【訂正前】 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

   
１．株式分割 

平成18年３月１日開催の当社取締役会の決議に基

づき、次のように株式分割による新株式を発行してお

ります。 

Ａ．平成18年４月１日付をもって普通株式１株につき

３株に分割します。 

(1) 分割により増加する株式数 

普通株式          193,932株 

(2) 分割方法 

平成18年３月31日最終の株主名簿及び実

質株主名簿に記載された株主の所有株式を、

１株につき３株の割合をもって分割します。 

Ｂ．配当起算日 

平成18年４月１日 

当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の

前事業年度における１株当たり情報及び当期首に行わ

れたと仮定した場合の当事業年度における１株当たり

情報は、それぞれ以下のとおりとなります。 

前事業年度 当事業年度 

１株当たり純資産 

11,193.96円 

１株当たり当期純利益 

3,178.45円 

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益 

3,167.22円 

１株当たり純資産 

33,566.94円 

１株当たり当期純利益 

6,840.13円 

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益 

6,779.71円 
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【訂正後】 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．株式分割 

平成18年３月１日開催の当社取締役会の決議に基づ

き、次のように株式分割による新株式を発行しており

ます。 

Ａ．平成18年４月１日付をもって普通株式１株につき

３株に分割します。 

(1) 分割により増加する株式数 

普通株式          193,932株 

(2) 分割方法 

平成18年３月31日最終の株主名簿及び実

質株主名簿に記載または記録された株主の所

有株式を、１株につき３株の割合をもって分

割します。 

Ｂ．配当起算日 

平成18年４月１日 

当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の

前事業年度における１株当たり情報及び当期首に行わ

れたと仮定した場合の当事業年度における１株当たり

情報は、それぞれ以下のとおりとなります。 

前事業年度 当事業年度 

１株当たり純資産 １株当たり純資産 

11,193.96円 33,566.94円 

１株当たり当期純利益 １株当たり当期純利益 

3,178.45円 6,840.13円 

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 

3,167.22円 6,779.71円 
 

２．保証債務 

平成18年４月18日開催の取締役会において、当社の

子会社であるＳＦインベストメンツ株式会社の銀行か

らの借入4,000,000千円に対して、債務保証を行うこと

を決議し、実行しております。 

 

以   上 

 


