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（訂正）平成 19 年 3 月期 決算短信の一部訂正について 
 
平成 19 年 5月 15 日に発表いたしました「平成 19 年３月期 決算短信」において一部訂正すべき事項がありましたの

で、下記のとおり訂正いたします。 
主な変更理由は、次の３点でございます。 
１．匿名組合出資をめぐる処理の変更 

子会社が匿名組合出資をしている開発型 SPC において、取得原価の 2百万円を費用化したことに伴い、子会社
の期間費用が増加し、連結売上高が減少いたしました。 

２．のれんの金額の変更 
販売用不動産信託受益権の「のれん」の 30 百万円について「営業投資有価証券」の評価減として費用化したこ
とにより、営業利益等が減少いたしました。 

３．勘定科目の変更 
｢販売用不動産｣勘定で一括計上しておりました物件の一部を、中期販売計画に基づき｢仕掛販売用不動産｣勘定
に科目変更いたしました。 

なお、訂正箇所には、  線で表示しております。 
 

記 
 
〔１〕「平成 19 年３月期決算短信」 １ページ目 
１．平成 19 年３月期の連結業績（平成 18 年４月１日～平成 19 年３月 31 日） 
（1）連結経営成績 
【訂正前】 

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19 年３月期 5,218 － 314 － 157 － 189 －

18 年３月期 － － － － － － － －

 

  
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 
営業利益率

  円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19 年３月期 4.20 4.18 2.5 1.0 6.0

18 年３月期 － － － － －

【訂正後】 

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19 年３月期 5,216 － 282 － 125 － 157 －

18 年３月期 － － － － － － － －

 

  
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 
営業利益率

  円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19 年３月期 3.49 3.47 2.1 0.8 5.4

18 年３月期 － － － － －

 
（2）連結財政状態 
【訂正前】 

  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

19 年３月期 24,197 9,851 40.6 165.33

18 年３月期 － － － －

（参考）自己資本    19 年３月期    9,835百万円  18 年３月期     －百万円 
【訂正後】 
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  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

19 年３月期 24,168 9,819 40.6 164.79

18 年３月期 － － － －

（参考）自己資本    19 年３月期    9,803百万円  18 年３月期     －百万円 
 
（3）連結キャッシュ・フローの状況 
【訂正前】 

  
営業活動による 
キャッシュ・フロー 

投資活動による 
キャッシュ・フロー

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期末残高 

  百万円 百万円 百万円 百万円

19 年３月期 △11,712 △87 11,596 1,815

18 年３月期 － － － －

【訂正後】 

  
営業活動による 
キャッシュ・フロー 

投資活動による 
キャッシュ・フロー

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期末残高 

  百万円 百万円 百万円 百万円

19 年３月期 △11,718 △81 11,596 1,815

18 年３月期 － － － －

 
２．配当の状況 
【訂正前】                          【訂正後】 

   配当性向 
（連結） 

   配当性向 
（連結） 

   ％     ％
18 年３月期   －  18 年３月期   －
19 年３月期   47.6  19 年３月期   57.4

20 年３月期（予想）   14.9  20 年３月期（予想）   14.9
 
 
〔２〕「平成 19 年３月期決算短信」 ２ページ目 
 
（参考）個別業績の概要 
１．平成 19 年３月期の個別業績（平成 18 年４月１日～平成 19 年３月 31 日） 
（1）個別経営成績 
【訂正前】 

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19 年３月期 5,171 34.7 310 △41.5 172 △67.4 203 △50.0

18 年３月期 3,838 38.3 530 204.8 527 261.2 406 113.5

 

  
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

  

19 年３月期 

18 年３月期 

円 銭 
4.52 
11.80 

円 銭
4.50
11.65

【訂正後】 

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19 年３月期 5,135 33.8 275 △48.2 136 △74.2 167 △58.8

18 年３月期 3,838 38.3 530 204.8 527 261.2 406 113.5

 

  
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

  

19 年３月期 

18 年３月期 

円 銭 
3.72 
11.80 

円 銭
3.71
11.65

 
 
 
 
 
 
（２）個別財政状態 
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【訂正前】 

  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

19 年３月期 15,533 9,866 63.4 165.57

18 年３月期 8,960 5,268 58.8 140.20

（参考）自己資本    19 年３月期    9,850百万円  18 年３月期    5,268 百万円 
【訂正後】 

  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

19 年３月期 15,497 9,830 63.3 164.97

18 年３月期 8,960 5,268 58.8 140.20

（参考）自己資本    19 年３月期    9,814百万円  18 年３月期    5,268 百万円 
 
〔３〕「平成 19 年３月期決算短信」 ３ページ目 
（１） 経営成績 
【訂正前】 10 行目 
  当連結会計年度の売上高は5,218百万円（前年同期比－％）、経常利益は157百万円（前年同期比－％）、当期純利
益189百万円（前年同期比－％）となりました。 
 部門別の業績の状況は次のとおりであります。 
 なお、当社は当連結会計年度より東京証券取引所における所属業種が「繊維」から「金融・不動産」へとポスト移
動いたしました。これを機に、当社事業の実情に適うセグメント情報を提供するために、業績状況は不動産関連事業
と生活関連事業とに区分して開示いたしております。 
 当連結会計年度における不動産関連事業の売上高は、4,718百万円となりました。内訳は、販売事業が 4,105 百万
円、賃貸事業が565百万円（うち流動化事業が150百万円）、その他が 48 百万円でございます。  
 生活関連事業部の売上高は、500 百万円となりました。内訳は、繊維関連が 323 百万円、セキュリティ関連が 109
百万円、保険関連は 67 百万円でございます。 
 
【訂正後】 
  当連結会計年度の売上高は5,216百万円（前年同期比－％）、経常利益は125百万円（前年同期比－％）、当期純利
益157百万円（前年同期比－％）となりました。 
 部門別の業績の状況は次のとおりであります。 
 なお、当社は当連結会計年度より東京証券取引所における所属業種が「繊維」から「金融・不動産」へとポスト移
動いたしました。これを機に、当社事業の実情に適うセグメント情報を提供するために、業績状況は不動産関連事業
と生活関連事業とに区分して開示いたしております。 
 当連結会計年度における不動産関連事業の売上高は、4,716百万円となりました。内訳は、販売事業が 4,105 百万
円、賃貸事業が563百万円（うち流動化事業が148百万円）、その他が 48 百万円でございます。  
 生活関連事業部の売上高は、500 百万円となりました。内訳は、繊維関連が 323 百万円、セキュリティ関連が 109
百万円、保険関連は 67 百万円でございます。 
 

（２） 財政状態  
【訂正前】 26 行目 
当連結会計年度の総資産は、連結子会社が７社増加したことにより24,197百万円と大幅に増加いたしました。その
主な内容は、販売用不動産の増加及び販売用不動産信託受益権の増加によるもであります。 
 負債は前年同期比 12,183 百万円増加の 14,346 百万円となりました。その主な要因は、長期借入金の増加（13,569
百円の増加）によるものであります。また純資産は 903 百万円増加して 9,851 百万円となりました。 
キャッシュ・フローの状況 
当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、営業活動によるキャッシ
ュ・フローは一時的にマイナスとなりましたが、財務活動によるキャッシュ・フローは大幅に増加いたしました。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
 当連結会計年度における営業活動における資金は、11,712百万円のマイナスとなりました。その主な要因は、販売
用不動産の増加にる 4,639百万円、販売用不動産信託受益権の増加による4,443百万円、営業出資金の増加による
2,646百万円などによるものであります。 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
 当連結会計年度における投資活動による資金は、87百万円のマイナスとなりました。その主な要因は、有価証券の
取得による支出 102 百万円、投資事業組合に対する出資による支出 100 百万円などによるものであります。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
 当連結会計年度における財務活動による資金は、11,596 百万円を獲得いたしました。その主な要因は、長期借入
金により 13,156 百万円、新株式の発行により 4,445 百万円を獲得いたしましたが、短期借入金の返済により 5,840
百万円、長期借入金の返済により 1,111 百万円を使用した結果によるものであります。 
 
【訂正後】 
当連結会計年度の総資産は、連結子会社が７社増加したことにより24,168百万円と大幅に増加いたしました。その
主な内容は、販売用不動産の増加及び販売用不動産信託受益権の増加によるもであります。 

 （削除） 
キャッシュ・フローの状況 
当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、営業活動によるキャッシ
ュ・フローは一時的にマイナスとなりましたが、財務活動によるキャッシュ・フローは大幅に増加いたしました。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
 当連結会計年度における営業活動における資金は、11,718百万円のマイナスとなりました。その主な要因は、販売
用不動産の増加による 1,557百万円、販売用不動産信託受益権の増加による4,188百万円、仕掛販売用不動産の増加
による 3,064 百万円、営業投資有価証券の増加による2,645百万円などによるものであります。 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
 当連結会計年度における投資活動による資金は、81百万円のマイナスとなりました。その主な要因は、有価証券の
取得による支出 102 百万円、投資事業組合に対する出資による支出 100 百万円などによるものであります。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
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 当連結会計年度における財務活動による資金は、11,596 百万円を獲得いたしました。その主な要因は、長期借入
金により 13,156 百万円、新株式の発行により 4,445 百万円を獲得いたしましたが、短期借入金の返済により 5,840
百万円、長期借入金の返済により 1,111 百万円を使用した結果によるものであります。 
 
〔４〕「平成 19 年３月期決算短信」 ４ページ目 
【訂正前】 

  平成 19 年３月期 
 自己資本比率（％） 40.6 
 時価ベースの自己資本比率（％） 51.8
 キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） － 
 インタレスト・カバレッジ・レシオ 0.9

・ 
（注 3）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。なお営業キャッシュ・フローが一時的に
マイナスとなっておりますので、キャッシュフロー対有利子負債比率は表示しておりません。 
【訂正後】 

  平成 19 年３月期 
 自己資本比率（％） 40.6 
 時価ベースの自己資本比率（％） 55.1
 キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） － 
 インタレスト・カバレッジ・レシオ －

・ 
（注 3）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。なお営業キャッシュ・フローが一時的に
マイナスとなっておりますので、キャッシュフロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは表示
しておりません。 

 
〔５〕「平成 19 年３月期決算短信」 ９ページ目 

４．連結財務諸表 
（1）連結貸借対照表 
【訂正前】 

 
当連結会計年度 

（平成 19 年３月 31 日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金 ※１ 2,107,591  

２．受取手形及び売掛金 ※２ 82,759  

３．有価証券  276  

４．たな卸資産  58,543  

５．販売用不動産 ※１ 9,105,153  

６．販売用不動産信託受益権 ※１ 9,420,000  

７．営業出資金  986,134  

８．前渡金  754,910  

９．その他  239,974  

貸倒引当金  △11,489  

流動資産合計  22,743,850 94.0

    

２．無形固定資産    

(1）ソフトウェア  4,631  

(2）のれん  372,337  

(3）その他  2,221  

無形固定資産合計  379,189 1.5

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券  329,053  

(2）長期前払費用  84,000  

(3）その他  103,677  

貸倒引当金  △43,245  

投資その他の資産合計  473,484 2.0

固定資産合計  1,453,306 6.0

資産合計  24,197,156 100.0 
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【訂正後】 

 
当連結会計年度 

（平成 19 年３月 31 日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金 ※１ 2,107,591  

２．受取手形及び売掛金 ※２ 82,759  

３．有価証券  276  

４．たな卸資産  58,542  

５．販売用不動産 ※１ 6,042,238  

６．仕掛販売用不動産 ※１ 3,063,576  

７．販売用不動産信託受益権 ※１ 9,438,478  

８．営業投資有価証券  984,186  

９．前渡金  754,910  

10．その他  380,952  

貸倒引当金  △11,489  

流動資産合計  22,902,020 94.8

    

２．無形固定資産    

(1）ソフトウェア  4,631  

(2) のれん  88,213  

(3）その他  2,221  

無形固定資産合計  95,064 0.4

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券  329,053  

(2) 長期前払費用  181,113  

(3）その他  103,677  

貸倒引当金  △43,245  

投資その他の資産合計  570,597 2.3

固定資産合計  1,266,294 5.2

資産合計  24,168,314 100.0 
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〔６〕「平成 19 年３月期決算短信」 10 ページ目 
【訂正前】 

    
当連結会計年度 

（平成 19 年３月 31 日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

１．買掛金    149,558   

２．短期借入金 ※１  100,000   

３．一年以内返済予定の長期借入金   300,104   

４．未払費用    42,012   

５．未払法人税等    22,663   

６．賞与引当金    3,133   

７．その他    79,355   

流動負債合計    696,826 2.9 

Ⅱ 固定負債        

１．長期借入金 ※１  12,796,356   

２．預り敷金・保証金    596,131   

３．退職給付引当金    25,523   

４．役員退職慰労引当金    142,246   

５．再評価に係る繰延税金負債 ※３  88,360   

６．繰延税金負債    230   

固定負債合計    13,648,846 56.4

負債合計    14,345,672 59.3

（純資産の部）        

Ⅰ 株主資本        

１．資本金    5,487,759 22.7 

２．資本剰余金    3,829,147 15.8 

３．利益剰余金    390,062 1.6

４．自己株式   △2,362 △0.0 

株主資本合計    9,704,607 40.1

Ⅱ 評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差額金    340 0.0 

２．土地再評価差額金 ※３  130,353 0.5 

評価・換算差額等合計    130,693 0.5 

Ⅲ 新株予約権    16,184 0.1 

純資産合計    9,851,484 40.7

負債純資産合計    24,197,156 100.0 
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【訂正後】 

    
当連結会計年度 

（平成 19 年３月 31 日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

１．買掛金    149,558   

２．短期借入金 ※１  100,000   

３．一年以内返済予定長期借入金   300,104   

４．未払費用    42,012   

５．未払法人税等    22,663   

６．賞与引当金    3,133   

７．その他    77,131   

流動負債合計    694,602 2.9 

Ⅱ 固定負債        

１．長期借入金 ※１  12,796,356   

２．預り敷金・保証金    596,131   

３．退職給付引当金    25,523   

４．役員退職慰労引当金    142,246   

５．再評価に係る繰延税金負債 ※３  88,360   

６．繰延税金負債    5,661   

固定負債合計    13,654,277 56.5

負債合計    14,348,879 59.4

（純資産の部）        

Ⅰ 株主資本        

１．資本金    5,487,759 22.7 

２．資本剰余金    3,829,147 15.8 

３．利益剰余金    358,013 1.5

４．自己株式   △2,362 △0.0 

株主資本合計    9,672,558 40.0

Ⅱ 評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差額金    340 0.0 

２．土地再評価差額金 ※３  130,353 0.5 

評価・換算差額等合計    130,693 0.5 

Ⅲ 新株予約権    16,184 0.1 

純資産合計    9,819,435 40.6

負債純資産合計    24,168,314 100.0 
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〔７〕「平成 19 年３月期決算短信」 11 ページ目 
（2）連結損益計算書 
【訂正前】 

 

    
当連結会計年度 

（自 平成 18 年４月１日 
至 平成 19 年３月 31 日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高    5,217,982 100.0 

Ⅱ 売上原価    4,207,266 80.6

売上総利益    1,010,716 19.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  696,878 13.4

営業利益    313,838 6.0

Ⅳ 営業外収益        

１．受取利息   1,634     

２．受取配当金   2,418     

３．雑収入   1,395 5,447 0.1 

Ⅴ 営業外費用        

１．支払利息   110,580     

２．支払手数料   15,661     

３．株式交付費   20,870     

４．その他   14,753 161,865 3.1 

経常利益    157,420 3.0

Ⅵ 特別利益        

１．投資有価証券評価損戻入益   18,699     

２．違約金収入   25,000     

３．不正事故損失金回収益   1,000 44,699 0.8 

Ⅶ 特別損失        

１．固定資産除却損 ※３ 30     

２．減損損失 ※２ 7,102 7,132 0.1 

税金等調整前当期純利益    194,987 3.7

法人税、住民税及び事業税    6,419 0.1 

当期純利益    188,568 3.6
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【訂正後】  

    
当連結会計年度 

（自 平成 18 年４月１日 
至 平成 19 年３月 31 日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高    5,216,035 100.0 

Ⅱ 売上原価    4,207,266 80.7

売上総利益    1,008,768 19.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  726,979 13.9

営業利益    281,789 5.4

Ⅳ 営業外収益        

１．受取利息   1,634     

２．受取配当金   2,418     

３．雑収入   1,395 5,447 0.1 

Ⅴ 営業外費用        

１．支払利息   110,580     

２．支払手数料   15,661     

３．株式交付費   20,870     

４．その他   14,753 161,865 3.1 

経常利益    125,371 2.4

Ⅵ 特別利益        

１．投資有価証券評価損戻入益   18,699     

２．違約金収入   25,000     

３．不正事故損失金回収益   1,000 44,699 0.8 

Ⅶ 特別損失        

１．固定資産除却損 ※３ 30     

２．減損損失 ※２ 7,102 7,132 0.1 

税金等調整前当期純利益    162,938 3.1

法人税、住民税及び事業税    6,419 0.1 

当期純利益    156,519 3.0
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〔８〕「平成 19 年３月期決算短信」 12 ページ目 
(3)連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 
【訂正前】 

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

平成 18 年３月 31 日 残高 
（千円） 

3,243,759 1,607,147 288,472 △2,027 5,137,352

連結会計年度中の変動額       

新株の発行 2,244,000 2,222,000    4,466,000

剰余金の配当（注）   △74,978   △74,978

役員賞与（注）   △12,000   △12,000

当期純利益   188,568   188,568

自己株式の取得    △335 △335

株主資本以外の項目の連結会
計 
年度中の変動額（純額） 

      

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 

2,244,000 2,222,000 101,589 △335 4,567,255

平成 19 年３月 31 日 残高 
（千円） 

5,487,759 3,829,147 390,062 △2,362 9,704,607

 

評価・換算差額等 
  

その他有価証券
評価差額金 

土地再評価差額
金 

評価・換算 
差額等合計 

新株予約権 純資産合計 

平成 18 年３月 31 日 残高 
（千円） 

267 130,353 130,621 ―  5,267,973

連結会計年度中の変動額       

新株の発行      4,466,000

剰余金の配当（注）      △74,978

役員賞与（注）      △12,000

当期純利益      188,568

自己株式の取得      △335

株主資本以外の項目の連結会
計年度中の変動額（純額） 

72  72 16,184 16,256

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 

72 ― 72 16,184 4,583,511

平成 19 年３月 31 日 残高 
 （千円） 

340 130,353 130,693 16,184 9,851,484
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【訂正後】 

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

平成 18 年３月 31 日 残高 
（千円） 

3,243,759 1,607,147 288,473 △2,027 5,137,352

連結会計年度中の変動額       

新株の発行 2,244,000 2,222,000    4,466,000

剰余金の配当（注）   △74,978   △74,978

役員賞与（注）   △12,000   △12,000

当期純利益   156,519   156,519

自己株式の取得    △335 △335

株主資本以外の項目の連結会
計 
年度中の変動額（純額） 

      

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 

2,244,000 2,222,000 69,541 △335 4,535,206

平成 19 年３月 31 日 残高 
（千円） 

5,487,759 3,829,147 358,013 △2,362 9,672,558

 

評価・換算差額等 
  

その他有価証券
評価差額金 

土地再評価差額
金 

評価・換算 
差額等合計 

新株予約権 純資産合計 

平成 18 年３月 31 日 残高 
（千円） 

267 130,353 130,621 ―  5,267,973

連結会計年度中の変動額       

新株の発行      4,466,000

剰余金の配当（注）      △74,978

役員賞与（注）      △12,000

当期純利益      156,519

自己株式の取得      △335

株主資本以外の項目の連結会
計年度中の変動額（純額） 

72  72 16,184 16,256

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 

72 ― 72 16,184 4,551,462

平成 19 年３月 31 日 残高 
 （千円） 

340 130,353 130,693 16,184 9,819,435
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〔９〕「平成 19 年３月期決算短信」 13 ページ目 
（4）連結キャッシュ・フロー計算書 
【訂正前】 

 

    
当連結会計年度 

（自 平成 18 年４月１日 
至 平成 19 年３月 31 日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前当期純利益   194,987

減価償却費 32,917 

株式報酬費用   16,184 

のれん償却額   27,138

   

たな卸資産の減少額   11,972

販売用不動産の増加額   △4,639,184

販売用不動産信託受益権の増加額   △4,443,276

営業出資金の増加額   △2,646,483

   

    

小計   △11,583,675

 
【訂正後】 

    
当連結会計年度 

（自 平成 18 年４月１日 
至 平成 19 年３月 31 日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前当期純利益   162,938

減価償却費 32,917 

株式報酬費用   16,184 

のれん償却額   21,561

   

たな卸資産の減少額   12,633

販売用不動産の増加額   △1,557,449

仕掛販売用不動産の増加額   △3,063,576

販売用不動産信託受益権の増加額   △4,187,666

営業投資有価証券の増加額   △2,644,536

連結範囲の変更を伴う営業出資金の譲受によ
る支出

※３ △5,734

   

   

小計   △11,350,657
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〔10〕「平成 19 年３月期決算短信」 14 ページ目 
【訂正前】 

    
当連結会計年度 

（自 平成 18 年４月１日 
至 平成 19 年３月 31 日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 

利息及び配当金の受取額   4,227 

利息の支払額   △153,217

違約金収入   25,000 

不正事故損失金の回収による収入   1,000 

法人税等の支払額   △5,802 

営業活動によるキャッシュ・フロー   △11,712,467

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

   

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得
による支出

※２ △2,096

敷金及び保証金の差入による支出   △8,617 

その他   986 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △87,082

  
【訂正後】 

    
当連結会計年度 

（自 平成 18 年４月１日 
至 平成 19 年３月 31 日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 

利息及び配当金の受取額   4,227 

利息の支払額   △391,969

違約金収入   25,000 

不正事故損失金の回収による収入   1,000 

法人税等の支払額   △5,802 

営業活動によるキャッシュ・フロー   △11,718,201

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

   

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に
よる収入

※２ 3,638

敷金及び保証金の差入による支出   △8,617 

その他   986 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △81,348
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〔11〕「平成 19 年３月期決算短信」 17 ページ目 
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
【訂正前】 

項目 
当連結会計年度 

（自 平成 18 年４月１日 
至 平成 19 年３月 31 日） 

(4）その他連結財務諸表作成のため
の重要な事項 

・ 
・ 

 ② 営業出資金
匿名組合出資金のうち、証券取引法第２条第２項によ
り有価証券とみなされるもの以外のものについては「出
資金」としております。このうち、営業に係る出資金に
ついては「営業出資金」として流動資産の部に計上し、
個別法によっております。
なお、分配された損益については営業損益に計上する
とともに同額を営業出資金に加減算することにより評価
しております。 

③ 不動産開発プロジェクトに係る借入金利息の原価算入 
不動産開発事業のプロジェクト毎に個別に発生した借
入金利息を原価に算入することとしております。 
a.対象開発プロジェクト 
 着工から完了までの期間が 1年を超えるプロジェクト 
b.利率 
 個別の借入利率 
c.当期算入額     276,629千円  

  

  
６．のれん及び負ののれんの償却に関
する事項 

のれん及び負ののれんの償却については、原則として、
計上後５年間の均等償却を行っております。

 
【訂正後】 

項目 
当連結会計年度 

（自 平成 18 年４月１日 
至 平成 19 年３月 31 日） 

(4）その他連結財務諸表作成のため
の重要な事項 

・ 
・ 

 ② 匿名組合出資金
匿名組合出資金のうち、証券取引法第２条第２項によ
り有価証券とみなされるものについては「投資有価証
券」としております。このうち、営業に係る投資有価証
券については「営業投資有価証券」として流動資産の部
に計上し、個別法によっております。
なお、営業投資有価証券については分配された損益に

ついては営業損益に計上するとともに同額を営業投資有
価証券に加減算することにより評価し、投資有価証券に
ついては分配された損益について営業外損益に計上する
とともに同額を投資有価証券に加減算することにより評
価しております。

③ 不動産開発プロジェクトに係る借入金利息の原価算入 
不動産開発事業のプロジェクト毎に個別に発生した借
入金利息を原価に算入することとしております。 
a.対象開発プロジェクト 
 開発の着工から工事完了までの期間が 2年以上かつ総
事業費が 10 億円以上のプロジェクト 
b.利率 
 個別の借入利率 
c.借入期間 
借入期間は、正常な開発期間に及ぶものであること。
d.当期算入額     37,878千円  

  

  
６．のれん及び負ののれんの償却に関
する事項 

のれん及び負ののれんの償却については、その効果の発
現する期間を個別に見積もり、償却期間を決定した上で均
等償却することとしております。

 



- 15 - 

〔12〕「平成 19 年３月期決算短信」 19 ページ目 
注記事項 
（連結貸借対照表関係） 
【訂正前】 

当連結会計年度 
（平成 19 年３月 31 日） 

※１ 担保資産及び担保付債務 
担保に供している資産 千円
預金 51,000
販売用不動産 6,266,859
販売用不動産信託受益権 9,420,000
建物 8,534
土地  125,968
 計 15,872,361 
担保付債務  千円
短期借入金 100,000
長期借入金 12,796,356
一年内返済予定の長期借入金 300,104
計 13,196,461
  

【訂正後】 

当連結会計年度 
（平成 19 年３月 31 日） 

※１ 担保資産及び担保付債務 
担保に供している資産 千円
預金 51,000
販売用不動産 4,756,828
仕掛販売用不動産 1,510,031
販売用不動産信託受益権 9,438,478
建物 8,534
土地  125,968
 計 15,890,839 
担保付債務  千円
短期借入金 100,000
長期借入金 12,796,356
一年内返済予定の長期借入金 300,104
計 13,196,461
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 
【訂正前】 

当連結会計年度 
（自 平成 18 年４月１日 
至 平成 19 年３月 31 日） 

・ 
・ 

※２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳 
株式等の取得により有限責任中間法人ティオマンとその子会社２社及び㈱プラネット投資を新
たに連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式等の取得価額と取得のため
の支出との関係は次の通りであります。 

流動資産 5,040,168千円 
固定資産 290,000   
のれん 292,398   
流動負債 △3,005,809   
固定負債 △2,600,000   
株式等の取得による新規連結子会社持分の取得価額 16,751   
新規連結子会社の現金及び現金同等物の残高 △14,661   
連結範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 2,096    

 



- 16 - 

 
【訂正後】 

当連結会計年度 
（自 平成 18 年４月１日 
至 平成 19 年３月 31 日） 

・ 
・ 

※２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳 
株式の取得により㈱プラネット投資を新たに連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の
内訳並びに株式の取得価額と取得のための支出との関係は次の通りであります。 

流動資産 13,638千円 
固定資産 290,000   
のれん 8,862   
流動負債 △302,500   
株式等の取得による新規連結子会社持分の取得価額 10,000   
新規連結子会社の現金及び現金同等物の残高 △13,638   
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 3,638    

※３ 持分の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳 
持分の取得により有限責任中間法人ティオマンとその子会社２社を新たに連結したことに伴う
連結開始時の資産及び負債の内訳並びに持分の取得価額と取得のための支出との関係は次の通り
であります。

流動資産 5,289,399千円 
のれん 20,668   
流動負債 △2,703,309   
固定負債 △2,600,000  
持分の取得による新規連結子会社持分の取得価額 6,758   
新規連結子会社の現金及び現金同等物の残高 △1,024   
連結範囲の変更を伴う営業出資金の譲受による支出 5,734    
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（有価証券） 
当連結会計年度（平成 19 年３月 31 日） 
３．時価評価されてない主な有価証券の内容 
【訂正前】 
 連結貸借対照表計上額（千円） 
その他有価証券  

ＭＭＦ 276 
非上場株式 10,725 
その他 175,032

【訂正後】 
 連結貸借対照表計上額（千円） 
その他有価証券  

ＭＭＦ 276 
非上場株式 10,725 
その他 1,159,219
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（１株当たり情報） 
【訂正前】 

当連結会計年度 
（自 平成 18 年４月１日 
至 平成 19 年３月 31 日） 

１株当たり純資産額 165 円 33 銭
１株当たり当期純利益金額 4 円 20 銭
潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 4 円 18 銭 

 （注） １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
は、以下のとおりであります。 
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当連結会計年度 

（自 平成 18 年４月１日 
至 平成 19 年３月 31 日） 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 188,568

普通株主に帰属しない金額（千円） ― 

普通株式に係る当期純利益（千円） 188,568

期中平均株式数（株） 44,902,107 

    

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（千円） ― 

普通株式増加数（株）  159,371

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た
り当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 

平成 17 年６月 29 日定時株主総会決議
新株予約権 1,225 個。 

 
 
【訂正後】 

当連結会計年度 
（自 平成 18 年４月１日 
至 平成 19 年３月 31 日） 

１株当たり純資産額 164 円 79 銭
１株当たり当期純利益金額 3 円 49 銭
潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 3 円 47 銭 

 （注） １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
は、以下のとおりであります。 

  
当連結会計年度 

（自 平成 18 年４月１日 
至 平成 19 年３月 31 日） 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 156,519

普通株主に帰属しない金額（千円） ― 

普通株式に係る当期純利益（千円） 156,519

期中平均株式数（株） 44,902,107 

    

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（千円） ― 

普通株式増加数（株）  212,495

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た
り当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 

平成 17 年６月 29 日定時株主総会決議
新株予約権 1,225 個。 
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〔16〕「平成 19 年３月期決算短信」 31 ページ目 
５．個別財務諸表 
(1) 貸借対照表 
【訂正前】 

    
前事業年度 

（平成 18 年３月 31 日） 
当事業年度 

（平成 19 年３月 31 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          

１ 現金及び預金 ※１  2,056,407    1,687,636  

２ 受取手形 ※８  22,316    16,695  

３ 売掛金    59,995    66,064  

４ 有価証券    20,320    276  

５ 販売用不動産  ※１  4,484,788    9,105,153  

６ 商品    56,235    44,978  

７ 製品    5,255    5,816  

８ 原材料    1,121    1,942  

９ 仕掛品    7,902    5,806  

10 前渡金    420,000    754,910  

11 前払費用    8,933    7,958  

12 営業貸付金 ※４   ―    290,000  

13 未収入金    9,295    3,047  

14 未収消費税等    39,395    94,856  

15 預け金     26,530    －  

16 営業出資金  ※４   702,087    2,326,126  

17 その他    1,703    5,370  

貸倒引当金    △5,403    △11,489  

流動資産合計    7,916,887 88.4   14,405,144 92.7
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【訂正後】 

    
前事業年度 

（平成 18 年３月 31 日） 
当事業年度 

（平成 19 年３月 31 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          

１ 現金及び預金 ※１  2,056,407    1,687,636  

２ 受取手形 ※８  22,316    16,695  

３ 売掛金    59,995    66,064  

４ 有価証券    20,320    276  

５ 販売用不動産  ※１  4,484,788    6,042,238  

６ 仕掛販売用不動産  ※１  ―    3,063,576  

７ 商品    56,235    44,978  

８ 製品    5,255    5,816  

９ 原材料    1,121    1,942  

10 仕掛品    7,902    5,806  

11 前渡金    420,000    754,910  

12 前払費用    8,933    7,958  

13 営業貸付金 ※４   ―    290,000  

14 未収入金    9,295    3,047  

15 未収消費税等    39,395    94,856  

16 預け金     26,530    －  

17 営業出資金  ※４   ―    9,758  

18 営業投資有価証券 ※４  702,087    2,290,449  

19 その他    1,703    4,709  

貸倒引当金    △5,403    △11,489  

流動資産合計    7,916,887 88.4   14,379,224 92.8

 



- 20 - 

〔17〕「平成 19 年３月期決算短信」 32 ページ目 
【訂正前】 

    
前事業年度 

（平成 18 年３月 31 日） 
当事業年度 

（平成 19 年３月 31 日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

Ⅱ 固定資産   

   

３ 投資その他の資産          

(1）投資有価証券    244,045    329,053  

(2) 関係会社株式    －    10,000  

(3）出資金    －    276  

(4) 関係会社出資金    －    9,758  

(5）破産債権、更生債権
その他これらに準ず
る債権 

   34,330    42,995  

(6）長期前払費用    89,250    84,000  

(7）敷金保証金    51,490    59,921  

(8）その他    803    484  

貸倒引当金    △34,580    △43,245  

投資その他の資産合計    385,339 4.3   493,242 3.2

固定資産合計    1,043,368 11.6   1,127,590 7.3

資産合計    8,960,256 100.0   15,532,734 100.0

【訂正後】 

    
前事業年度 

（平成 18 年３月 31 日） 
当事業年度 

（平成 19 年３月 31 日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

Ⅱ 固定資産   

   

３ 投資その他の資産          

(1）投資有価証券    244,045    329,053  

(2) 関係会社株式    －    10,000  

(3）出資金    －    276  

(4）破産債権、更生債権
その他これらに準ず
る債権 

   34,330    42,995  

(5）長期前払費用    89,250    84,000  

(6）敷金保証金    51,490    59,921  

(7）その他    803    484  

貸倒引当金    △34,580    △43,245  

投資その他の資産合計    385,339 4.3   483,484 3.1

固定資産合計    1,043,368 11.6   1,117,833 7.2

資産合計    8,960,256 100.0   15,497,056 100.0
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〔18〕「平成 19 年３月期決算短信」 33 ページ目 
【訂正前】 

    
前事業年度 

（平成 18 年３月 31 日） 
当事業年度 

（平成 19 年３月 31 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   

   

   

固定負債合計    508,153 5.7   5,020,742 32.3

負債合計    3,692,282 41.2   5,666,972 36.5

【訂正後】 

    
前事業年度 

（平成 18 年３月 31 日） 
当事業年度 

（平成 19 年３月 31 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   

   

   

固定負債合計    508,153 5.7   5,020,742 32.4

負債合計    3,692,282 41.2   5,666,972 36.6
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〔19〕「平成 19 年３月期決算短信」 34 ページ目 
【訂正前】 

    
前事業年度 

（平成 18 年３月 31 日） 
当事業年度 

（平成 19 年３月 31 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    － －   5,487,759 35.3

２ 資本剰余金          

(1）資本準備金   －   3,829,147   

資本剰余金合計    － －   3,829,147 24.7

３ 利益剰余金          

(1）利益準備金   －   11,300   

(2）その他利益剰余金          

繰越利益剰余金   －   393,041   

利益剰余金合計    － －   404,341 2.6

４ 自己株式    － －   △2,362 △0.0

株主資本合計    － －   9,718,886 62.6

Ⅱ 評価・換算差額等          

１ その他有価証券評価差
額金 

   － －   340 0.0

２ 土地再評価差額金    － －   130,353 0.8

評価・換算差額等合計    － －   130,693 0.8

Ⅲ 新株予約権    － －   16,184 0.1

純資産合計    － －   9,865,763 63.5

負債純資産合計    － －   15,532,734 100.0
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【訂正後】 

    
前事業年度 

（平成 18 年３月 31 日） 
当事業年度 

（平成 19 年３月 31 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    － －   5,487,759 35.4

２ 資本剰余金          

(1）資本準備金   －   3,829,147   

資本剰余金合計    － －   3,829,147 24.7

３ 利益剰余金          

(1）利益準備金   －   11,300   

(2）その他利益剰余金          

繰越利益剰余金   －   357,363   

利益剰余金合計    － －   368,663 2.4

４ 自己株式    － －   △2,362 △0.0

株主資本合計    － －   9,683,208 62.5

Ⅱ 評価・換算差額等          

１ その他有価証券評価差
額金 

   － －   340 0.0

２ 土地再評価差額金    － －   130,353 0.8

評価・換算差額等合計    － －   130,693 0.8

Ⅲ 新株予約権    － －   16,184 0.1

純資産合計    － －   9,830,085 63.4

負債純資産合計    － －   15,497,056 100.0
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〔20〕「平成 19 年３月期決算短信」 35 ページ目 
(2)損益計算書 
【訂正前】 

    
前事業年度 

（自 平成 17 年４月１日 
至 平成 18 年３月 31 日） 

当事業年度 
（自 平成 18 年４月１日 
至 平成 19 年３月 31 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          

・  ・ ・ 

・  ・ ・ 

５ 不動産賃貸収入    340,009   517,928   

６ 手数料収入    70,452   －   

７ その他の事業収入   － 3,838,003 100.0 499,755 5,170,692 100.0

Ⅱ 売上原価          

   

  ３ その他の売上原価   －   328,127 4,199,434 81.2

 売上総利益        971,258 18.8

 
 
【訂正後】 

    
前事業年度 

（自 平成 17 年４月１日 
至 平成 18 年３月 31 日） 

当事業年度 
（自 平成 18 年４月１日 
至 平成 19 年３月 31 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          

・  ・ ・ 

・  ・ ・ 

５ 不動産賃貸収入    340,009   482,250   

６ 手数料収入    70,452   －   

７ その他の事業収入   － 3,838,003 100.0 499,755 5,135,014 100.0

Ⅱ 売上原価          

   

  ３ その他の売上原価   －   328,127 4,199,434 81.8

 売上総利益        935,580 18.2
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〔21〕「平成 19 年３月期決算短信」 36 ページ目 
【訂正前】 

    
前事業年度 

（自 平成 17 年４月１日 
至 平成 18 年３月 31 日） 

当事業年度 
（自 平成 18 年４月１日 
至 平成 19 年３月 31 日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅲ 販売費及び一般管理費          

・  ・ ・ 

・  ・ ・ 

12 その他   151,751 505,374 13.2 175,799 660,872 12.7

営業利益    530,225 13.8   310,386 6.0

   

   

経常利益    526,909 13.7   171,562 3.3

 
 
【訂正後】 

    
前事業年度 

（自 平成 17 年４月１日 
至 平成 18 年３月 31 日） 

当事業年度 
（自 平成 18 年４月１日 
至 平成 19 年３月 31 日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅲ 販売費及び一般管理費          

・  ・ ・ 

・  ・ ・ 

12 その他   151,751 505,374 13.2 175,799 660,872 12.9

営業利益    530,225 13.8   274,708 5.3

   

   

経常利益    526,909 13.7   135,884 2.6
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〔22〕「平成 19 年３月期決算短信」 37 ページ目 
【訂正前】 

    
前事業年度 

（自 平成 17 年４月１日 
至 平成 18 年３月 31 日） 

当事業年度 
（自 平成 18 年４月１日 
至 平成 19 年３月 31 日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅵ 特別利益          

・  ・ ・ 

・  ・ ・ 

４ 不正事故損失金回収益   － 1,386 0.1 1,000 44,699 0.8

   

   

   

税引前当期純利益    410,128 10.7   209,129 4.0

法人税、住民税及び事
業税 

   4,359 0.1   6,282 0.1

当期純利益    405,768 10.6   202,846 3.9

   

   

   
 
 
【訂正後】 

    
前事業年度 

（自 平成 17 年４月１日 
至 平成 18 年３月 31 日） 

当事業年度 
（自 平成 18 年４月１日 
至 平成 19 年３月 31 日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅵ 特別利益          

・  ・ ・ 

・  ・ ・ 

４ 不正事故損失金回収益   － 1,386 0.1 1,000 44,699 0.9

   

   

   

税引前当期純利益    410,128 10.7   173,451 3.4

法人税、住民税及び事
業税 

   4,359 0.1   6,282 0.1

当期純利益    405,768 10.6   167,169 3.3
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〔23〕「平成 19 年３月期決算短信」 39 ページ目 
不動産販売原価 

【訂正前】 

    
当事業年度 

（自 平成 18 年４月１日 
至 平成 19 年３月 31 日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 

販売用不動産期首たな卸高   4,484,789 

当期不動産仕入高   8,312,217 

計   12,797,006 

販売用不動産期末たな卸高   9,105,153

仕掛販売用不動産期末たな卸高   661

不動産販売売上原価   3,691,192 

 
【訂正後】 

    
当事業年度 

（自 平成 18 年４月１日 
至 平成 19 年３月 31 日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 

販売用不動産期首たな卸高   4,484,789 

当期不動産仕入高   8,312,217 

計   12,797,006 

販売用不動産期末たな卸高   6,042,238

仕掛販売用不動産期末たな卸高   3,063,576

不動産販売売上原価   3,691,192 
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〔24〕「平成 19 年３月期決算短信」 41 ページ目 
株主資本等変動計算書 
当事業年度（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

【訂正前】 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利
益剰余金

  
資本金 資本準備

金 
資本剰余
金合計 

利益準備
金 

繰越利益
剰余金 

利益剰余
金合計 

自己株式 
株主資本
合計 

平成 18 年３月 31 日 残
高 
（千円） 

3,243,759 1,607,147 1,607,147 2,500 285,973 288,473 △2,027 5,137,352

事業年度中の変動額                 

新株の発行 2,244,000 2,222,000 2,222,000       4,466,000

利益準備金の積立
（注） 

    8,800 △8,800 －   －

剰余金の配当（注）      △74,978 △74,978   △74,978

役員賞与（注）      △12,000 △12,000   △12,000

当期純利益      202,846 202,846   202,846

自己株式の取得         △335 △335

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） 

2,244,000 2,222,000 2,222,000 8,800 107,068 115,868 △335 4,581,534

平成 19 年３月 31 日 残
高 
（千円） 

5,487,759 3,829,147 3,829,147 11,300 393,041 404,341 △2,362 9,718,886

 

評価・換算差額等 
  

その他有価証
券評価差額金 

土地再評価差
額金 

評価・換算差
額等合計 

新株予約権 純資産合計 

平成 18 年３月 31 日 残
高 
（千円） 

267 130,353 130,621 － 5,267,973 

事業年度中の変動額           

新株の発行      4,466,000 

利益準備金の積立
（注） 

     － 

剰余金の配当（注）      △74,978 

役員賞与（注）      △12,000 

当期純利益      202,846

自己株式の取得      △335 

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
（純額） 

72 － 72 16,184 16,256 

事業年度中の変動額合計 
（千円） 

72 － 72 16,184 4,597,790

平成 19 年３月 31 日 残
高 
（千円） 

340 130,353 130,693 16,184 9,865,763
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【訂正後】 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利
益剰余金

  
資本金 資本準備

金 
資本剰余
金合計 

利益準備
金 

繰越利益
剰余金 

利益剰余
金合計 

自己株式 
株主資本
合計 

平成 18 年３月 31 日 残
高 
（千円） 

3,243,759 1,607,147 1,607,147 2,500 285,973 288,473 △2,027 5,137,352

事業年度中の変動額                 

新株の発行 2,244,000 2,222,000 2,222,000       4,466,000

利益準備金の積立
（注） 

    8,800 △8,800 －   －

剰余金の配当（注）      △74,978 △74,978   △74,978

役員賞与（注）      △12,000 △12,000   △12,000

当期純利益      167,169 167,169   167,169

自己株式の取得         △335 △335

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） 

2,244,000 2,222,000 2,222,000 8,800 71,391 80,191 △335 4,545,856

平成 19 年３月 31 日 残
高 
（千円） 

5,487,759 3,829,147 3,829,147 11,300 357,363 368,663 △2,362 9,683,208

 

評価・換算差額等 
  

その他有価証
券評価差額金 

土地再評価差
額金 

評価・換算差
額等合計 

新株予約権 純資産合計 

平成 18 年３月 31 日 残
高 
（千円） 

267 130,353 130,621 － 5,267,973 

事業年度中の変動額           

新株の発行      4,466,000 

利益準備金の積立
（注） 

     － 

剰余金の配当（注）      △74,978 

役員賞与（注）      △12,000 

当期純利益      167,169

自己株式の取得      △335 

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
（純額） 

72 － 72 16,184 16,256 

事業年度中の変動額合計 
（千円） 

72 － 72 16,184 4,562,112

平成 19 年３月 31 日 残
高 
（千円） 

340 130,353 130,693 16,184 9,830,085
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〔25〕「平成 19 年３月期決算短信」 45 ページ目 
重要な会計方針 
 【訂正前】 

項目 
前事業年度 

（自 平成 17 年４月１日 
至 平成 18 年３月 31 日） 

当事業年度 
（自 平成 18 年４月１日 
至 平成 19 年３月 31 日） 

 ７ その他財務諸表作成のた
めの基本となる重要な事
項 

(2）営業出資金
 匿名組合出資金のうち、証券取引法第
２条第２項により有価証券とみなされる
もの以外のものについては「出資金」と
しております。このうち、営業に係る出
資金については「営業出資金」として流
動資産の部に計上し、個別法によってお
ります。  
 なお、分配された損益については営業
損益に計上するとともに同額を営業出資
金に加減算することにより評価しており
ます。 

(2）営業出資金
同左 

 
【訂正後】 

項目 
前事業年度 

（自 平成 17 年４月１日 
至 平成 18 年３月 31 日） 

当事業年度 
（自 平成 18 年４月１日 
至 平成 19 年３月 31 日） 

 ７ その他財務諸表作成のた
めの基本となる重要な事
項 

(2)匿名組合出資金
匿名組合出資金のうち、証券取引法第
２条第２項により有価証券とみなされる
ものについては「投資有価証券」として
おります。このうち、営業に係る投資有
価証券については「営業投資有価証券」
として流動資産の部に計上し、個別法に
よっております。
なお、営業投資有価証券については分
配された損益については営業損益に計上
するとともに同額を営業投資有価証券に
加減算することにより評価し、投資有価
証券については分配された損益について
営業外損益に計上するとともに同額を投
資有価証券に加減算することにより評価
しております。

(2)匿名組合出資金
同左 

 
〔26〕「平成 19 年３月期決算短信」 47 ページ目 
会計処理方法の変更 
【訂正前】 

前連事業年度 
（自 平成 17 年４月１日 
至 平成 18 年３月 31 日） 

当連事業年度 
（自 平成 18 年４月１日 
至 平成 19 年３月 31 日） 

─────   （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）を適用しております。  
これまでの資本の部の合計に相当する金額は9,849,579

千円であります。 
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おります。 

 
 
【訂正後】 

前連事業年度 
（自 平成 17 年４月１日 
至 平成 18 年３月 31 日） 

当連事業年度 
（自 平成 18 年４月１日 
至 平成 19 年３月 31 日） 

─────   （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）を適用しております。  
これまでの資本の部の合計に相当する金額は9,813,901

千円であります。 
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おります。 
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〔27〕「平成 19 年３月期決算短信」 48 ページ目 
表示方法の変更 
【訂正前】 

前事業年度 
（自 平成 17 年４月１日 
至 平成 18 年３月 31 日） 

当事業年度 
（自 平成 18 年４月１日 
至 平成 19 年３月 31 日） 

（貸借対照表） 
 前期において、流動資産の「その他」に含めておりまし
た預け金（前期 50 千円）は、金額的重要性が増加したた
め、「預け金」として区分掲記しております。 
 前期において区分掲記しておりました「出資金」は、金額
的な重要性が低下したため、投資その他の資産の「その他」
に含めて表示しております。 
 なお、当期において「その他」に含まれている「出資
金」は 405 千円であります。 

（貸借対照表） 
 前期において区分掲記しておりました流動資産の
「預け金」は、金額的重要性が低下したため、流動資
産の「その他」に含めて表示しております。 
なお、当期において「その他」に含まれている「預け
金」は224千円であります。 
前期において、「営業権」として掲記されていたもの
は、当期から「のれん」と表示しております。 

 
【訂正後】 

前事業年度 
（自 平成 17 年４月１日 
至 平成 18 年３月 31 日） 

当事業年度 
（自 平成 18 年４月１日 
至 平成 19 年３月 31 日） 

（貸借対照表） 
 前期において、流動資産の「その他」に含めておりまし
た預け金（前期 50 千円）は、金額的重要性が増加したた
め、「預け金」として区分掲記しております。 
 前期において区分掲記しておりました「出資金」は、金額
的な重要性が低下したため、投資その他の資産の「その他」
に含めて表示しております。 
 なお、当期において「その他」に含まれている「出資
金」は 405 千円であります。 

（貸借対照表） 
 前期において区分掲記しておりました流動資産の
「預け金」は、金額的重要性が低下したため、流動資
産の「その他」に含めて表示しております。 
なお、当期において「その他」に含まれている「預け
金」は225千円であります。 
前期において、「営業権」として掲記されていたもの
は、当期から「のれん」と表示しております。 

 
 
〔28〕「平成 19 年３月期決算短信」 49 ページ目 
追加情報 
【訂正前】 

前事業年度 
（自 平成 17 年４月１日 
至 平成 18 年３月 31 日） 

当事業年度 
（自 平成 18 年４月１日 
至 平成 19 年３月 31 日） 

（営業出資金） 
 当期より有限会社シルバーファーンとの間で旧商法第
535 条に規定する匿名組合契約を締結しております。この
契約により当期は、不動産賃貸収入 14,080 千円を計上し
ております。 

―――――― 

 
【訂正後】 

前事業年度 
（自 平成 17 年４月１日 
至 平成 18 年３月 31 日） 

当事業年度 
（自 平成 18 年４月１日 
至 平成 19 年３月 31 日） 

（匿名組合出資金） 
 当期より有限会社シルバーファーンとの間で旧商法第
535 条に規定する匿名組合契約を締結しております。この
契約により当期は、不動産賃貸収入 14,080 千円を計上し
ております。 

―――――― 
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〔29〕「平成 19 年３月期決算短信」 50 ページ目 
注記事項 
（貸借対照表関係） 
【訂正前】 

前事業年度 
（平成 18 年３月 31 日） 

当事業年度 
（平成 19 年３月 31 日） 

※１ 担保資産及び担保付債務 ※１ 担保資産及び担保付債務 
担保に供している資産 千円
預金 51,000
販売用不動産 1,220,057
建物 8,935
土地  125,967
 計 1,405,960 

担保に供している資産 千円
預金 51,000
販売用不動産 6,266,859
建物 8,534
土地  125,968
 計 6,452,649 

担保付債務  千円
短期借入金 100,000
長期借入金 179,674
１年以内返済予定の長期借入金 871,996
計 1,151,670 

担保付債務  千円
短期借入金 100,000
長期借入金 4,361,356
１年以内返済予定の長期借入金 300,104
計 4,761,460 

※２ 授権株式数及び発行済株式数  
授権株式数 普通株式 110,000,000 株
発行済株式数 普通株式  37,496,186 株 

※２        ───── 

※３ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式 7,160 株
であります。 

※３        ───── 

※４        ───── ※４ 関係会社項目 
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもの
のほか次のものがあります。 

営業出資金      1,629,993千円 
営業貸付金       290,000 千円 

 
【訂正後】 

前事業年度 
（平成 18 年３月 31 日） 

当事業年度 
（平成 19 年３月 31 日） 

※１ 担保資産及び担保付債務 ※１ 担保資産及び担保付債務 
担保に供している資産 千円
預金 51,000
販売用不動産 1,220,057
建物 8,935
土地  125,967
 計 1,405,960 

担保に供している資産 千円
預金 51,000
販売用不動産 4,756,828
仕掛販売用不動産 1,510,031
建物 8,534
土地  125,968
 計 6,452,361 

担保付債務  千円
短期借入金 100,000
長期借入金 179,674
１年以内返済予定の長期借入金 871,996
計 1,151,670 

担保付債務  千円
短期借入金 100,000
長期借入金 4,361,356
１年以内返済予定の長期借入金 300,104
計 4,761,460 

※２ 授権株式数及び発行済株式数  
授権株式数 普通株式 110,000,000 株
発行済株式数 普通株式  37,496,186 株 

※２        ───── 

※３ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式 7,160 株
であります。 

※３        ───── 

※４        ───── ※４ 関係会社項目 
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもの
のほか次のものがあります。 

営業投資有価証券   1,594,315千円 
営業出資金        9,758千円 
営業貸付金       290,000 千円 
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〔30〕「平成 19 年３月期決算短信」 55 ページ目 
（有価証券） 
前事業年度（平成 18 年３月 31 日現在） 
５．時価のない有価証券の内容 
【訂正前】 

内容 貸借対照表計上額（千円） 
その他有価証券  

ＭＭＦ 275 
非上場株式 10,625 
その他 110,178

 
【訂正後】 

内容 貸借対照表計上額（千円） 
その他有価証券  

ＭＭＦ 275 
非上場株式 10,625 
その他 812,265

 
 
〔31〕「平成 19 年３月期決算短信」 58 ページ目 
（１株当たり情報） 
【訂正前】 

前事業年度 
（自 平成 17 年４月１日 
至 平成 18 年３月 31 日） 

当事業年度 
（自 平成 18 年４月１日 
至 平成 19 年３月 31 日） 

１株当たり純資産額 140 円 20 銭
１株当たり当期純利益 11 円 80 銭
潜在株式調整後１株当たり
当期純利益 

11 円 65 銭
 

１株当たり純資産額    165 円 57 銭
１株当たり当期純利益  4 円 52 銭
潜在株式調整後１株当たり
当期純利益 

4 円 50 銭
 

 （注） １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり
であります。 

項目 
前事業年度 

（自 平成 17 年４月１日 
至 平成 18 年３月 31 日） 

当事業年度 
（自 平成 18 年４月１日 
至 平成 19 年３月 31 日） 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（千円） 405,768 202,846

普通株主に帰属しない金額（千円） 12,000 － 

（うち利益処分による役員賞与金）  (12,000) － 

普通株式に係る当期純利益（千円） 393,768 202,846

期中平均株式数（株） 33,370,511 44,902,107 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

当期純利益調整額（千円） － － 

普通株式増加数（株）  425,561 159,371

（うち転換社債） (237,607) （－） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後
１株当たり当期純利益の算定に含めなかった
潜在株式の概要 

旧商法第 280 条ノ 19 第１項の
規定に基づく新株引受権１種類  
なお、平成 17 年７月 31 日で権
利行使期間が終了しております。

平成 17 年 6月 29 日定時株主総
会決議新株予約権 1,225 個 
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前事業年度 

 
【訂正後】 

（自 平成 17 年４月１日 
至 平成 18 年３月 31 日） 

当事業年度 
（自 平成 18 年４月１日 
至 平成 19 年３月 31 日） 

１株当たり純資産額 140 円 20 銭
１株当たり当期純利益 11 円 80 銭
潜在株式調整後１株当たり
当期純利益 

11 円 65 銭
 

１株当たり純資産額    164 円 97 銭
１株当たり当期純利益  3 円 72 銭
潜在株式調整後１株当たり
当期純利益 

 3 円 71 銭
 

 （注） １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり
であります。 

項目 
前事業年度 

（自 平成 17 年４月１日 
至 平成 18 年３月 31 日） 

当事業年度 
（自 平成 18 年４月１日 
至 平成 19 年３月 31 日） 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（千円） 405,768 167,169

普通株主に帰属しない金額（千円） 12,000 － 

（うち利益処分による役員賞与金）  (12,000) － 

普通株式に係る当期純利益（千円） 393,768 167,169

期中平均株式数（株） 33,370,511 44,902,107 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

当期純利益調整額（千円） － － 

普通株式増加数（株）  425,561 212,495

（うち転換社債） （－） (237,607) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後
１株当たり当期純利益の算定に含めなかった
潜在株式の概要 

旧商法第 280 条ノ 19 第１項の
規定に基づく新株引受権１種類  
なお、平成 17 年７月 31 日で権
利行使期間が終了しております。

平成 17 年 6月 29 日定時株主総
会決議新株予約権 1,225 個 

 
以上 


