
 

  
平成19年６月22日

 　　各　位　　　　　　 

 　　　　　　　 会社名　株式会社シノケン

代表者名　代表取締役社長　篠原　英明

 (JASDAQ・コード　8909)

問合せ先　取締役管理部長　霍川　順一 

(TEL　092-477-0040)
 

(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18日に公表いたしました「平成19年３月期　決算短信」に一部記載の誤りがありましたので、下記の通

り訂正いたします。訂正箇所には下線を付しております。

記

(１）１ページ　「(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 25,482 4,909 19.2 123,183 53

18年３月期 21,203 3,459 16.3 92,947 54

 　【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 25,690 4,909 19.0 123,183 53

18年３月期 21,203 3,459 16.3 92,947 54

(２）１ページ　「(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 △3,990 254 2,682 1,513

18年３月期 △9,016 △168 9,204 2,335

 　【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 △3,942 255 2,632 1,513

18年３月期 △9,016 △168 9,204 2,335
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(３)４ページ　「(2）財政状態に関する分析」

　【訂正前】

  (営業活動によるキャッシュ・フロー)

  営業活動の結果、使用した資金は39億90百万円(前年同期は90億16百万円使用)となりました。主な増加要因は、税

金等調整前当期純利益10億35百万円であり、主な減少要因は、売上債権の増加16億74百万円及び翌期以降の販売のた

めのたな卸資産が28億84百万円増加したこと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)

  投資活動の結果、得られた資金は２億54百万円(前年同期は１億68百万円使用)となりました。主な増加要因は、有

形固定資産の売却による収入５億28百万円及び定期預金の解約１億11百万円であり、主な減少要因は、投資有価証券

の取得１億46百万円及び差入敷金保証金の増加１億70百万円であります。

  

  (財務活動によるキャッシュ・フロー)

  財務活動の結果、調達した資金は26億82百万円(前年同期は92億４百万円調達)となりました。主な増加要因は、長

期借入金の純増加額28億89百万円及び株式発行による収入７億６百万円であり、主な減少要因は、社債の償還４億40

百万円及び短期借入金の純減少額２億91百万円であります。

　【訂正後】

  (営業活動によるキャッシュ・フロー)

  営業活動の結果、使用した資金は39億42百万円(前年同期は90億16百万円使用)となりました。主な増加要因は、税

金等調整前当期純利益10億35百万円であり、主な減少要因は、売上債権の増加16億74百万円及び翌期以降の販売のた

めのたな卸資産が28億84百万円増加したこと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)

  投資活動の結果、得られた資金は２億55百万円(前年同期は１億68百万円使用)となりました。主な増加要因は、有

形固定資産の売却による収入５億28百万円及び定期預金の解約２億82百万円であり、主な減少要因は、投資有価証券

の取得１億55百万円及び差入敷金保証金の増加１億70百万円であります。

 

  (財務活動によるキャッシュ・フロー)

  財務活動の結果、調達した資金は26億32百万円(前年同期は92億４百万円調達)となりました。主な増加要因は、長

期借入金の純増加額30億79百万円及び株式発行による収入７億６百万円であり、主な減少要因は、社債の償還４億40

百万円及び短期借入金の純減少額４億81百万円であります。

㈱シノケン(8909)　平成 19 年３月期決算短信
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(４)７ページ　４．連結財務諸表「(１）連結貸借対照表」

  【訂正前】

  
前連結会計年度

(平成18年３月31日)
当連結会計年度

(平成19年３月31日)
対前年比

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

  (中　略)       

４　営業貸付金 ※１  1,689,665   2,032,983   

５　販売用不動産 ※1,5  1,782,093   3,572,220   

６　不動産事業支出金 ※１  10,021,939   12,017,991   

７　その他のたな卸資産   36,262   38,796   

８　繰延税金資産   394,398   135,803   

貸倒引当金   △24,189   △42,831   

流動資産合計   18,681,216 88.1  22,810,111 89.5 4,128,894

         

         

  (中　略)       

資産合計   21,203,994 100.0  25,482,920 100.0 4,278,925

         

  【訂正後】

  
前連結会計年度

(平成18年３月31日)
当連結会計年度

(平成19年３月31日)
対前年比

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

  (中　略)       

４　営業貸付金 ※１  1,689,665   2,032,983   

５　販売用不動産 ※1,5  1,782,093   4,521,135   

６　不動産事業支出金 ※１  10,021,939   11,276,546   

７　その他のたな卸資産   36,262   38,796   

８　繰延税金資産   394,398   135,803   

貸倒引当金   △24,189   △42,831   

流動資産合計   18,681,216 88.1  23,017,580 89.6 4,336,364

         

         

  (中　略)       

資産合計   21,203,994 100.0  25,690,389 100.0 4,486,394

         

 

㈱シノケン(8909)　平成 19 年３月期決算短信
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(４)８ページ　４．連結財務諸表「(１）連結貸借対照表」

  【訂正前】

  
前連結会計年度

(平成18年３月31日)
当連結会計年度

(平成19年３月31日)
対前年比

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１　不動産事業未払
金及び買掛金

  1,310,577   1,222,254   

２　短期借入金 ※１  4,938,104   9,907,044   

  (中　略)       

流動負債合計   7,775,989 36.7  13,102,494 51.4 5,326,504

Ⅱ　固定負債         

１　社債   1,220,000   210,000   

  (中　略)       

固定負債合計   9,968,590 47.0  7,470,849 29.3 △2,497,740

負債合計   17,744,580 83.7  20,573,343 80.7 2,828,763

         

  【訂正後】

  
前連結会計年度

(平成18年３月31日)
当連結会計年度

(平成19年３月31日)
対前年比

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１　不動産事業未払
金及び買掛金

  1,310,577   1,429,723   

２　短期借入金 ※１  4,938,104   9,907,044   

  (中　略)       

流動負債合計   7,775,989 36.7  13,309,963 51.8 5,533,973

Ⅱ　固定負債         

１　社債   1,220,000   210,000   

  (中　略)       

固定負債合計   9,968,590 47.0  7,470,849 29.1 △2,497,740

負債合計   17,744,580 83.7  20,780,813 80.9 3,036,232

 

㈱シノケン(8909)　平成 19 年３月期決算短信
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(４)９ページ　４．連結財務諸表「(１）連結貸借対照表」

  【訂正前】

  
前連結会計年度

(平成18年３月31日)
当連結会計年度

(平成19年３月31日)
対前年比

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

増減
（千円）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１　資本金 ※３  － －  1,922,159 7.5 1,922,159

  (中　略)       

株主資本合計   － －  4,895,310 19.2 4,895,310

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券評価差
額金

  － －  △2,237 △0.0 △2,237

２　為替換算調整勘定   － －  △345 △0.0 △345

評価・換算差額等合計   － －  △2,583
△0.0

 
△2,583

Ⅲ　新株予約権   － －  16,849 0.1 16,849

Ⅳ　少数株主持分   － －  － － －

純資産合計   － －  4,909,576 19.3 4,909,576

負債純資産合計   － －  25,482,920 100.0 25,482,920

         

  【訂正後】

  
前連結会計年度

(平成18年３月31日)
当連結会計年度

(平成19年３月31日)
対前年比

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

増減
（千円）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１　資本金 ※３  － －  1,922,159 7.5 1,922,159

  (中　略)       

株主資本合計   － －  4,895,310 19.0 4,895,310

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券評価差
額金

  － －  △2,237 △0.0 △2,237

２　為替換算調整勘定   － －  △345 △0.0 △345

評価・換算差額等合計   － －  △2,583
△0.0

 
△2,583

Ⅲ　新株予約権   － －  16,849 0.1 16,849

Ⅳ　少数株主持分   － －  － － －

純資産合計   － －  4,909,576 19.1 4,909,576

負債純資産合計   － －  25,690,389 100.0 25,690,389

         

㈱シノケン(8909)　平成 19 年３月期決算短信
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 (５)14～15ページ　(４)　連結キャッシュ・フロ－計算書

  【訂正前】

  
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）

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) 金額(千円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

１　税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失(△)

 △933,526 1,035,526

２　減価償却費  70,912 75,455

(中　略)    

26　その他  129,897 21,147

小計  △6,855,315 △3,619,589

27　構造計算書偽装事件に関連した支出  △1,876,563 △221,020

28　和解金の支払額  － △244,790

29　法人税等の支払額  △284,435 △16,481

30　法人税等の還付額  － 110,960

営業活動によるキャッシュ・フロー  △9,016,314 △3,990,921

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

(中　略)    

３　定期預金の預入による支出  △218,305 △24,000

４　定期預金の解約による収入  498,600 111,712

５　投資有価証券の取得による支出  － △146,021

６　投資有価証券の売却による収入  － 51,999

７　新規連結子会社の株式取得による支出  － △20,345

(中　略)    

10　利息の受取額  185 △1,359

11　その他  △11,202 △3,384

投資活動によるキャッシュ・フロー  △168,181 254,850

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

１　短期借入金の純増減額(減少：△)  578,400 △291,495

(中　略)    

10　利息の支払額  △223,863 △149,863

11　その他  △80,861 △32,425

財務活動によるキャッシュ・フロー  9,204,174 2,682,306

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額(減少：△)  19,677 △1,053,765

 

㈱シノケン(8909)　平成 19 年３月期決算短信
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 (５)14～15ページ　(４)　連結キャッシュ・フロ－計算書

  【訂正後】

  
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）

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) 金額(千円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

１　税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失(△)

 △933,526 1,035,526

２　減価償却費  70,912 75,455

(中　略)    

26　その他  129,897 21,147

小計  △6,855,315 △3,532,635

27　構造計算書偽装事件に関連した支出  △1,876,563 △198,129

28　和解金の支払額  － △295,643

29　法人税等の支払額  △284,435 △26,719

30　法人税等の還付額  － 110,960

営業活動によるキャッシュ・フロー  △9,016,314 △3,942,166

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

(中　略)    

３　定期預金の預入による支出  △218,305 △195,053

４　定期預金の解約による収入  498,600 282,766

５　投資有価証券の取得による支出  － △155,959

６　投資有価証券の売却による収入  － 50,420

７　新規連結子会社の株式取得による支出  － －

(中　略)    

10　利息の受取額  185 566

11　その他  △11,202 △6,424

投資活動によるキャッシュ・フロー  △168,181 255,797

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

１　短期借入金の純増減額(減少：△)  578,400 △481,495

(中　略)    

10　利息の支払額  △223,863 △162,345

11　その他  △80,861 △69,300

財務活動によるキャッシュ・フロー  9,204,174 2,632,949

Ⅳ　現金及び現金同等物の換算差額  － △345

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額(減少：△)  19,677 △1,053,765

 

㈱シノケン(8909)　平成 19 年３月期決算短信
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 (６)22ページ　注記事項(連結貸借対照表関係)

  【訂正前】

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

※１　担保に供している資産ならびに担保付債務は次のと

おりであります。

※１　担保に供している資産ならびに担保付債務は次のと

おりであります。

(1) 担保資産 (1) 担保資産

現金及び預金(定期預金) 115,700千円

営業貸付金(譲渡担保) 1,353,988千円

不動産事業支出金 7,192,137千円

建物及び構築物 450,988千円

土地 1,055,884千円

計 10,168,698千円

現金及び預金(定期預金) 50,000千円

営業貸付金(譲渡担保) 1,685,901千円

販売用不動産 1,399,057千円

不動産事業支出金 9,316,539千円

建物及び構築物 579,947千円

土地 1,075,146千円

計 14,106,592千円

 

  【訂正後】

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

※１　担保に供している資産ならびに担保付債務は次のと

おりであります。

※１　担保に供している資産ならびに担保付債務は次のと

おりであります。

(1) 担保資産 (1) 担保資産

現金及び預金(定期預金) 115,700千円

営業貸付金(譲渡担保) 1,353,988千円

不動産事業支出金 7,192,137千円

建物及び構築物 450,988千円

土地 1,055,884千円

計 10,168,698千円

現金及び預金(定期預金) 50,000千円

営業貸付金(譲渡担保) 1,685,901千円

販売用不動産 1,709,275千円

不動産事業支出金 9,365,212千円

建物及び構築物 579,947千円

土地 1,075,146千円

計 14,465,483千円

㈱シノケン(8909)　平成 19 年３月期決算短信
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 (７)27ページ　(セグメント情報)

  【訂正前】

 　ａ.　事業の種類別セグメント情報

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)

 
賃貸住宅
販売事業
(千円)

不動産賃貸
管理事業
(千円)

ファイナンス
事業
(千円)

その他の
事業
(千円)

計
(千円)

消去又は
全社
(千円)

連結
(千円)

Ⅱ　資産、減価償却費

　　及び資本的支出
       

資産 19,429,841 1,705,398 2,280,242 480,896 23,896,379 1,586,541 25,482,920

減価償却費 10,182 14,984 － 42,925 68,092 7,362 75,455

資本的支出 39,398 5,536 － 40,649 85,585 1,944 87,529

 

  【訂正後】

 

 　ａ.　事業の種類別セグメント情報

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)

 
賃貸住宅
販売事業
(千円)

不動産賃貸
管理事業
(千円)

ファイナンス
事業
(千円)

その他の
事業
(千円)

計
(千円)

消去又は
全社
(千円)

連結
(千円)

Ⅱ　資産、減価償却費

　　及び資本的支出
       

資産 19,538,156 1,698,587 2,300,289 474,197 24,011,231 1,679,158 25,690,389

減価償却費 10,182 14,984 － 42,925 68,092 7,362 75,455

資本的支出 39,398 5,536 － 40,649 85,585 1,944 87,529

 (７)28ページ　(セグメント情報)

  　　　【訂正前】

３　「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(千円)
当連結会計年度

(千円)
主な内容

消去又は全社の項目に含めた配

賦不能営業費用の金額
409,691 489,158

提出会社の総務部門等管理部門に

係る費用であります。

消去又は全社の項目に含めた全

資産の金額
3,469,393 1,586,541

提出会社での余資運用資金等であ

ります。

 

  　　　【訂正後】

３　「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(千円)
当連結会計年度

(千円)
主な内容

消去又は全社の項目に含めた配

賦不能営業費用の金額
409,691 498,158

提出会社の総務部門等管理部門に

係る費用であります。

消去又は全社の項目に含めた全

資産の金額
3,469,393 1,679,158

提出会社での余資運用資金等であ

ります。
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  (８)47ページ　(１株当たり情報)

  　【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)

１株当たり純資産額 88,041円86銭 123,178円98銭

１株当たり当期純利益又は

１株当たり当期純損失(△)
△24,585円18銭 13,763円85銭

　当社は、平成17年５月20日付で株式

１株につき２株の株式分割を行ってお

ります。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

72,555円01銭

１株当たり当期純利益

9,369円72銭

　（注) １　潜在株式調整後の１株当たり当期純利益について、前事業年度は潜在株式が存在するものの１株当たり当期

純損失であるため、当事業年度は希薄化を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２　１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、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)

当期純利益又は

当期純損失(△)　　　　　(千円)
△695,033 523,271

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又は

当期純損失(△)　　　　　(千円)
△695,033 523,271

普通株式の期中平均株式数(株) 28,270 38,979

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16年６月29日定時株主総会決

議による新株予約権。

新株予約権の目的となる株式の種

類及び数

 普通株式　600株

平成16年６月29日定時株主総会決

議による新株予約権。

新株予約権の目的となる株式の種

類及び数

普通株式　476株
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  (８)47ページ　(１株当たり情報)

  　【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)

１株当たり純資産額 88,041円86銭 113,827円07銭

１株当たり当期純利益又は

１株当たり当期純損失(△)
△24,585円18銭 13,763円85銭

　当社は、平成17年５月20日付で株式

１株につき２株の株式分割を行ってお

ります。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

72,555円01銭

１株当たり当期純利益

9,369円72銭

　（注) １　潜在株式調整後の１株当たり当期純利益について、前事業年度は潜在株式が存在するものの１株当たり当期

純損失であるため、当事業年度は希薄化を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２　１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、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)

当期純利益又は

当期純損失(△)　　　　　(千円)
△695,033 536,505

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又は

当期純損失(△)　　　　　(千円)
△695,033 536,505

普通株式の期中平均株式数(株) 28,270 38,979

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16年６月29日定時株主総会決

議による新株予約権。

新株予約権の目的となる株式の種

類及び数

 普通株式　600株

平成16年６月29日定時株主総会決

議による新株予約権。

新株予約権の目的となる株式の種

類及び数

普通株式　476株
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