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（追加及び訂正）平成 19 年 3 月期中間決算短信（連結、個別）の追加及び訂正に関するお

知らせ 

 

 

平成 18 年 11 月 13 日付で発表いたしました「平成 19 年 3 月期中間決算短信（連結、個別）」

の記載内容について一部追加及び訂正を要する箇所がありましたのでお知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【追加事項】 

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

― 平成 18年 5月において当社元代表

取締役が電磁的公正証書原本不実

記録･同共用容疑で逮捕・起訴され

たため、新たな資金調達と投資ロー

ンの取扱の斡旋を金融機関から見

合わせられております。当該状況に

より継続企業の前提に関する重要

な疑義が存在しております。 

ここ一年間のキャッシュ・フロー

の見通しは建築代金の支払い

21,085 百万円、借入金の返済額

26,445 百万円（うち 9,700 百万円

については、既存金融機関と借換の

約定がついております。）、法人税等

の納付額 6,539 百万円などがあり

資金需要が上回っております。これ

らの資金需要に対応するため、与信

契約までは至っておりませんが、新

規先を中心にエクイティーを含む

資金調達について数社より提案を

受けており、総合的に勘案検討して

いるところです。一方、在庫物件で

ある販売用不動産や仕掛販売用不

動産の追加売上収入をもって資金

需要への対応も検討しております。

これにより収益に影響を及ぼす可

能性があります。 

また、当社は平成 18 年 5月の不祥

事をうけ「第三者コンプライアンス

委員会」を編成し、今後、このよう

な疑義を生じさせないよう、法令順

守の強化を役員並びに従業員に徹

底させ、社内体質の改善に取組んで

おります。 

中間連結財務諸表は継続企業を前

提として作成されており、このよう

な重要な疑義の影響を中間連結財

務諸表には反映しておりません。 

― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

― 平成 18年 5月において当社元代表

取締役が電磁的公正証書原本不実

記録･同共用容疑で逮捕・起訴され

たため、新たな資金調達と投資ロー

ンの取扱の斡旋を金融機関から見

合わせられております。当該状況に

より継続企業の前提に関する重要

な疑義が存在しております。 

ここ一年間のキャッシュ・フロー

の見通しは、建築代金の支払い

21,085 百万円、借入金の返済額

26,311 百万円（うち 9,700 百万円

については、既存金融機関と借換の

約定がついております。）、法人税等

の納付額 6,298 百万円などがあり

資金需要が上回っております。これ

らの資金需要に対応するため、与信

契約までは至っておりませんが、新

規先を中心にエクイティーを含む

資金調達について数社より提案を

受けており、総合的に勘案検討して

いるところです。一方、在庫物件で

ある販売用不動産や仕掛販売用不

動産の追加売上収入をもって資金

需要への対応も検討しております。

これにより収益に影響を及ぼす可

能性があります。 

また、当社は平成 18 年 5月の不祥

事をうけ「第三者コンプライアンス

委員会」を編成し、今後、このよう

な疑義を生じさせないよう、法令順

守の強化を役員並びに従業員に徹

底させ、社内体質の改善に取組んで

おります。 

中間財務諸表は継続企業を前提と

して作成されており、このような重

要な疑義の影響を中間財務諸表に

は反映しておりません。 

― 

 

 

【訂正前】 

平成 18 年９月中間期の連結業績（平成 18 年 4月 1日～平成 18 年９月 30 日） （１頁） 

（1）連結経営成績                             （百万円未満切捨て） 

 
中 間 (当 期) 純 利 益 

1 株当たり中間 

(当期)純利益 

潜 在 株 式 調 整 後 

1株当たり中間(当期)純利益 

       百万円   ％ 円  銭 円  銭

18 年９月中間期          6,296（ 890.0） 137.93 137.23

17 年９月中間期 636（△61.5） 18.07 14.32 

18 年３月期 3,704          94.51 81.43 



【訂正後】 

平成 18 年９月中間期の連結業績（平成 18 年 4月 1日～平成 18 年９月 30 日）  

（1）連結経営成績                             （百万円未満切捨て） 

 
中 間 (当 期) 純 利 益 

1 株当たり中間 

(当期)純利益 

潜 在 株 式 調 整 後 

1株当たり中間(当期)純利益 

       百万円   ％ 円  銭 円  銭

18 年９月中間期          6,296（ 890.0） 137.93 123.35

17 年９月中間期 636（△61.5） 18.07 14.32 

18 年３月期 3,704          94.51 81.43 

 

【追加及び訂正前】 

(１株当たり情報) （31 頁） 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日) 

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

１株当たり純資産額 441円91銭

１株当たり中間純利益 18円07銭

潜在株式調整後1株当たり
中間純利益 

14円32銭
 

１株当たり純資産額 718円02銭

１株当たり中間純利益 137円93銭

潜在株式調整後1株当たり
中間純利益 

137円23銭
 

１株当たり純資産額 598円54銭

１株当たり当期純利益 94円51銭

潜在株式調整後1株当たり
当期純利益 

81円43銭
 

 
(1株当たり中間純利益の算定上の基礎) 

 
(1株当たり中間純利益の算定上の基礎) 

 
(1株当たり当期純利益の算定上の基礎)

・中間純利益 636,004 千円 ・中間純利益 6,296,198千円 ・当期純利益 3,704,976千円 

・普通株主に帰属しない金額 ・普通株主に帰属しない金額  ・普通株主に帰属しない金額  

 ― 千円  ―千円  ―千円 

・普通株式に係る中間純利益  ・普通株式に係る中間純利益  ・普通株式に係る当期純利益  

 636,004 千円  6,296,198千円  3,704,976千円 

・普通株式の期中平均株式数  ・普通株式の期中平均株式数  ・普通株式の期中平均株式数  

 35,205,543 株  45,646,465株  39,199,762株 

（潜在株式調整後1株当たり中間純利

益の算定上の基礎） 

（潜在株式調整後1株当たり中間純

利益の算定上の基礎） 

（潜在株式調整後1株当たり当期

純利益の算定上の基礎） 

・中間純利益調整額 9,330千円 ・中間純利益調整額 ―千円 ・当期純利益調整額 ―千円

・普通株式増加数 9,853,770株   ・普通株式増加数 113,389株 ・普通株式増加数 6,300,511株

（うち新株予約権） (268,012株)  （うち新株予約権） (113,389株) （うち新株予約権） (326,775株)

（うち平成20年2月13日満期円貨建 

転換社債型新株予約権付社債） 

（うち平成20年2月13日満期円貨建 

転換社債型新株予約権付社債） 

(3,220,018株) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後1株当たり中間純利益の算定に

含まれなかった潜在株式の概要 (5,973,736株)

（うち平成22年3月31日満期円貨建 

転換社債型新株予約権付社債） 

平成22年3月31日満期円貨建 

転換社債型新株予約権付社債

 

(6,365,740株) （額面金額 4,462,000千円）  

 

 

 

 



【追加及び訂正後】 

(１株当たり情報) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日) 

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

１株当たり純資産額 441円91銭

１株当たり中間純利益 18円07銭

潜在株式調整後1株当たり
中間純利益 

14円32銭
 

１株当たり純資産額 718円02銭

１株当たり中間純利益 137円93銭

潜在株式調整後1株当たり
中間純利益 

123円35銭
 

１株当たり純資産額 598円54銭

１株当たり当期純利益 94円51銭

潜在株式調整後1株当たり
当期純利益 

81円43銭
 

 
（1株当たり中間純利益の算定上の基

礎） 

 
（1株当たり中間純利益の算定上の基

礎） 

 
（1株当たり中間純利益の算定上の基

礎） 

・中間純利益 636,004 千円 ・中間純利益 6,296,198千円 ・当期純利益 3,704,976千円

・普通株主に帰属しない金額 ・普通株主に帰属しない金額  ・普通株主に帰属しない金額  

 ― 千円  ―千円  ― 千円

・普通株式に係る中間純利益  ・普通株式に係る中間純利益  ・普通株式に係る当期純利益  

 636,004 千円  6,296,198千円  3,704,976千円

・普通株式の期中平均株式数  ・普通株式の期中平均株式数  ・普通株式の期中平均株式数  

 35,205,543 株  45,646,465株  39,199,762株 

（潜在株式調整後1株当たり中間純利

益の算定上の基礎） 

（潜在株式調整後1株当たり中間

純利益の算定上の基礎） 

（潜在株式調整後1株当たり当期純

利益の算定上の基礎） 

・中間純利益調整額 9,330千円 ・中間純利益調整額 ―千円 ・当期純利益調整額 ―千円

・普通株式増加数 9,853,770株   ・普通株式増加数 5,395,769株 ・普通株式増加数 6,300,511株

（うち新株予約権） (268,012株)  （うち新株予約権） (231,418株) （うち新株予約権） (326,775株)

（うち平成20年2月13日満期円貨建 

転換社債型新株予約権付社債） 

（うち平成22年3月31日満期円貨建 

転換社債型新株予約権付社債）

（うち平成22年3月31日満期円貨建 

転換社債型新株予約権付社債） 

(3,220,018株) （5,164,351株） (5,973,736株)

（うち平成22年3月31日満期円貨建 

転換社債型新株予約権付社債） 

  

(6,365,740株)  

 

【訂正前】 

1. 18 年 9 月中間期の業績（平成 18 年 4 月 1日～平成 18 年 9 月 30 日） （35 頁） 

（1）経営成績                                （百万円未満切捨て） 

 
中 間 (当 期) 純 利 益 

1 株当たり中間 

(当期)純利益 

潜 在 株 式 調 整 後

1株当たり中間(当期)純利益

        百万円   ％ 円  銭 円  銭 

18 年９月中間期 6,077（ 954.0） 133.13 132.46

17 年９月中間期 576（△63.2） 16.38 13.00 

18 年３月期 3,454 88.12 75.91 

 

 



【訂正後】 

1. 18 年 9 月中間期の業績（平成 18 年 4 月 1日～平成 18 年 9 月 30 日） 

（1）経営成績                                （百万円未満切捨て） 

 
中 間 (当 期) 純 利 益 

1 株当たり中間 

(当期)純利益 

潜 在 株 式 調 整 後

1株当たり中間(当期)純利益

        百万円   ％ 円  銭 円  銭 

18 年９月中間期 6,077（ 954.0） 133.13 119.06

17 年９月中間期 576（△63.2） 16.38 13.00 

18 年３月期 3,454 88.12 75.91 

 

【追加及び訂正前】 

(１株当たり情報) （48 頁） 

 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日) 

前会計年度 
(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 441円91銭

１株当たり中間純利益 18円07銭

潜在株式調整後1株当たり
中間純利益 

14円32銭
 

１株当たり純資産額 696円83銭

１株当たり中間純利益 133円13銭

潜在株式調整後1株当たり
中間純利益 

132円46銭
 

１株当たり純資産額 582円36銭

１株当たり当期純利益 88円12銭

潜在株式調整後1株当たり
当期純利益 

75円91銭
 

 
(1株当たり中間純利益の算定上の基礎) 

 
(1株当たり中間純利益の算定上の基礎)

 
(1株当たり当期純利益の算定上の基礎)

・中間純利益 636,004 千円 ・中間純利益 6,077,164千円 ・当期純利益 3,454,120千円

・普通株主に帰属しない金額 ・普通株主に帰属しない金額  ・普通株主に帰属しない金額  

 ― 千円  ―千円  ― 千円

・普通株式に係る中間純利益  ・普通株式に係る中間純利益  ・普通株式に係る当期純利益  

 636,004 千円  6,077,164千円  3,454,120千円

・普通株式の期中平均株式数  ・普通株式の期中平均株式数  ・普通株式の期中平均株式数  

 35,205,543 株  45,646,465株  39,199,762株 
        

（潜在株式調整後1株当たり中間純利

益の算定上の基礎） 

（潜在株式調整後1株当たり中間純

利益の算定上の基礎） 

（潜在株式調整後1株当たり当期純利

益の算定上の基礎） 

中間純利益調整額 9,330千円 中間純利益調整額 ―千円当期純利益調整額 ―千円

普通株式増加数 9,853,770株 普通株式増加数 113,389株 普通株式増加数 6,300,511株

（うち新株予約権） (268,012株) （うち新株予約権） (113,389株) （うち新株予約権） (326,775株)

（うち平成 20年 2月 13 日満期円貨建

転換社債型新株予約権付社債） 

（うち平成20年 2月 13日満期円貨建転

換社債型新株予約権付社債） 

(5,973,736 株)(3,220,018 株)

（うち平成22年 3月 31日満期円貨建

転換社債型新株予約権付社債）  

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後1株当たり中間純利益の算

定に含まれなかった潜在株式の概

要

平成22年3月31日満期円貨建 

転換社債型新株予約権付社債

(6,365,740 株)  

 
（額面金額 4,462,000千円）

 

 

 

 



【追加及び訂正後】 

(１株当たり情報) 

 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日) 

前会計年度 
(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 441円91銭

１株当たり中間純利益 18円07銭

潜在株式調整後1株当たり
中間純利益 

14円32銭
 

１株当たり純資産額 696円83銭

１株当たり中間純利益 133円13銭

潜在株式調整後1株当たり
中間純利益 

119円06銭
 

１株当たり純資産額 582円36銭

１株当たり当期純利益 88円12銭

潜在株式調整後1株当たり
当期純利益 

75円91銭
 

 
(1株当たり中間純利益の算定上の基礎) 

 
(1株当たり中間純利益の算定上の基礎)

 
(1株当たり当期純利益の算定上の基礎)

・中間純利益 636,004 千円 ・中間純利益 6,077,164千円 ・当期純利益 3,454,120千円

・普通株主に帰属しない金額 ・普通株主に帰属しない金額  ・普通株主に帰属しない金額  

 ― 千円  ―千円  ― 千円

・普通株式に係る中間純利益  ・普通株式に係る中間純利益  ・普通株式に係る当期純利益  

 636,004 千円  6,077,164千円  3,454,120千円

・普通株式の期中平均株式数  ・普通株式の期中平均株式数  ・普通株式の期中平均株式数  

 35,205,543 株  45,646,465株  39,199,762株 
        

（潜在株式調整後1株当たり中間純利

益の算定上の基礎） 

（潜在株式調整後1株当たり中間純

利益の算定上の基礎） 

（潜在株式調整後1株当たり当期純利

益の算定上の基礎） 

中間純利益調整額 9,330千円 中間純利益調整額 ―千円当期純利益調整額 ―千円

普通株式増加数 9,853,770株 普通株式増加数 5,395,769株 普通株式増加数 6,300,511株

（うち新株予約権） (268,012株) （うち新株予約権） (231,418株) （うち新株予約権） (326,775株)

（うち平成 20年 2月 13 日満期円貨建

転換社債型新株予約権付社債） 

（うち平成22年 3月 31日満期円貨建転

換社債型新株予約権付社債） 

(5,973,736 株)(3,220,018 株)

（うち平成22年 3月 31日満期円貨建

転換社債型新株予約権付社債）  

（うち、平成22年3月31日満期円貨建

転換社債型新株予約権付社債 

（5,164,351株）

(6,365,740 株)  

 


