
　
平成27年６月25日

各 位

会 社 名 ウェルス・マネジメント株式会社

代表者名 代表取締役社長 千野 和俊

(コード：3772、東証マザーズ)

問合せ先 管理本部 グループ長 木村健太郎

(TEL：03-6661-9311)

(((((訂正・数値データ訂正訂正・数値データ訂正訂正・数値データ訂正訂正・数値データ訂正訂正・数値データ訂正)))))「平成「平成「平成「平成「平成2222277777年３月年３月年３月年３月年３月期期期期期 決算短信」の一部訂正に決算短信」の一部訂正に決算短信」の一部訂正に決算短信」の一部訂正に決算短信」の一部訂正についてついてついてついてついて

当社は、平成27年５月14日に公表致しました表記開示資料について訂正がありましたのでお知らせします。また、

数値データにも訂正がありましたので訂正後の数値データも併せて訂正致します。訂正箇所につきましては下線を

付して表示しております。

　

記

　（訂正の内容）
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１．経営成績・財政状態に関する分析

　(４) 事業等のリスク

　 ① 事業内容に関するリスクについて

（訂正前）

　 (c) 不動産金融事業及び金融アドバイザリー事業の収益構造について

　

（訂正後）

　 (c) 不動産金融事業の収益構造について
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５．連結財務諸表

　(５) 連結財務諸表に関する注記事項

　 (連結損益計算書関係)

　 ※１ 販売費及び一般管理費のうち主要なものは次のとおりであります。

（訂正前）

前連結会計年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

（中略）

役員報酬 137,057千円 112,142千円

地代家賃 32,923千円 41,635千円

（中略）

（訂正後）

前連結会計年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

（中略）

役員報酬 137,057千円 112,142千円

賞与引当金繰入額 －千円 3,195千円

地代家賃 32,923千円 41,635千円

（中略）
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(金融商品関係)

（訂正前）

(注３) 金銭債権の連結決算日後の償還予定額

１年以内
(千円)

１年超
(千円)

(1) 現金及び預金 612,468 ―

(2) 売掛金 89,171 ―

(3) 短期貸付金 85,800 ―

合計 787,439 ―

（訂正後）

(注３) 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

１年以内
(千円)

１年超
(千円)

(1) 現金及び預金 612,468 ―

(2) 売掛金 89,171 ―

(3) 短期貸付金 85,800 ―

(4) 投資有価証券

　 その他の有価証券のうち
満期があるもの

― 3,778

合計 787,439 3,778
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　 ６．個別財務諸表

　 （１）貸借対照表

（訂正前）

(単位：千円)

前事業年度
(平成26年３月31日)

当事業年度
(平成27年３月31日)

負債の部

流動負債

（中略）

1年内返済予定の長期借入金 - 880,000

（中略）

その他 2,981 8,597

流動負債合計 16,750 901,673

（訂正後）

(単位：千円)

前事業年度
(平成26年３月31日)

当事業年度
(平成27年３月31日)

負債の部

流動負債

（中略）

1年内返済予定の関係会社長期借入金 - 880,000

（中略）

賞与引当金 - 527

その他 2,981 8,070

流動負債合計 16,750 901,673
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（２）損益計算書

（訂正前）

(単位：千円)
前事業年度

(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

当事業年度
(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

（中略）

営業外費用

支払利息 602 43,999

（中略）

（訂正後）

(単位：千円)
前事業年度

(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

当事業年度
(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

（中略）

営業外費用

支払利息 602 ※2　43,999

（中略）
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　（４）個別財務諸表に関する注記事項

　（貸借対照表関係）

　 ※１ 関係会社に対する資産及び負債

　 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。

　（訂正前）

前事業年度
(平成26年３月31日)

当事業年度
(平成27年３月31日)

（中略）

未収利息 －千円 7,139千円

（中略）

未払金 8,975千円 9,408千円

　

（訂正後）

前事業年度
(平成26年３月31日)

当事業年度
(平成27年３月31日)

（中略）

その他（未収利息） －千円 7,139千円

（中略）

未払金 8,975千円 9,408千円

その他（流動負債） －千円 7,112千円
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　 (損益計算書関係)

　 ※１ 営業費用については、そのすべてが一般管理費であります。

　 なお、主要な費目及び金額は次のとおりであります。

　（訂正前）

前事業年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

当事業年度
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

（中略）

役員報酬 55,773千円 20,430千円

地代家賃 7,661千円 1,042千円

（中略）

（訂正後）

前事業年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

当事業年度
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

（中略）

役員報酬 55,773千円 20,430千円

賞与引当金繰入額 －千円 527千円

地代家賃 7,661千円 1,042千円

（中略）

　 ※２ 各科目に含まれる関係会社に対するものは、次のとおりであります。

（訂正前）

前事業年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

当事業年度
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

（中略）

営業費用

　（役員報酬） 32,013千円 －千円

　（施設利用料等） －千円 11,999千円

営業費用計 32,013千円 11,999千円

　営業外収益（受取利息） 1,269千円 44,155千円

（訂正後）

前事業年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

当事業年度
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

（中略）

営業費用

　（役員報酬） 32,013千円 －千円

　（給与負担金） 2,580千円 12,402千円

　（施設利用料等） －千円 11,999千円

営業費用計 34,593千円 24,401千円

　営業外収益（受取利息） 1,269千円 44,155千円

　営業外費用（支払利息） －千円 43,999千円

　子会社株式の一部売却 －千円 40,765千円

以 上

決算短信 （宝印刷）  2015年06月25日 12時45分 4ページ （Tess 1.40(64) 20150116_01）

－ 4 －




