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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成19年６月28日に提出いたしました第15期（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）有価

証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報

告書を提出するものであります。

 

２ 【訂正事項】

第一部 【企業情報】

第５ 【経理の状況】

２ 【財務諸表等】

 

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

 

第一部 【企業情報】

第５ 【経理の状況】

２ 【財務諸表等】

(１)　【財務諸表】

① 【貸借対照表】

（訂正前）

① 【貸借対照表】

  
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  36,322,609  39,052,334 

　２　売掛金   1,425  2,279,022 

　３　有価証券   19,995  19,976 

　４　販売用不動産   5,478,991  10,302,235 

　５　仕掛販売用不動産 ※１  63,791,565  82,615,376 

　６　貯蔵品   15,241  13,902 

　７　関係会社短期貸付金   1,786,000  1,379,000 

　８　前払費用   1,461,784  3,327,169 

　９　繰延税金資産   351,793  526,912 

　10　立替金   31,938  161,846 

　11　その他   365,751  246,580 

　12　貸倒引当金   △120   △4,100 

　　　流動資産合計   109,626,97478.1  139,920,25873.9

Ⅱ　固定資産        
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　１　有形固定資産        

　　(1) 建物 ※１ 10,835,401   15,865,616   

　　　　減価償却累計額  △591,85610,243,544 △1,280,47214,585,143 

　　(2) 構築物  23,953   79,169   

　　　　減価償却累計額  △10,958 12,995 △16,972 62,197 

　　(3) 車両運搬具  33,971   30,836   

　　　　減価償却累計額  △16,691 17,279 △19,801 11,034 

　　(4) 工具器具及び備品  61,386   68,758   

　　　　減価償却累計額  △28,926 32,459 △32,899 35,859 

　　(5) 土地 ※１  12,244,846  20,452,862 

　　(6) 建設仮勘定   ─   13,070 

　　　有形固定資産合計   22,551,12516.1  35,160,16818.6

　２　無形固定資産        

　　(1) ソフトウェア   54,557  46,624 

　　(2) 電話加入権   13,114  13,114 

　　(3) その他   1,008  764  

　　　無形固定資産合計   68,6810.0  60,5040.0

　３　投資その他の資産        

　　(1) 投資有価証券 ※１  2,822,561  4,292,810 

　　(2) 関係会社株式   1,479,270  6,845,980 

　　(3) 出資金   19,020  13,010 

　　(4) 関係会社出資金   1,300,000  ─  

　　(5) 長期前払費用   163,301  300,075 

　　(6) 繰延税金資産   196,554  378,668 

　　(7) 長期性預金   1,900,000  1,900,000 

　　(8) 差入保証金・敷金   198,653  336,960 

　　(9) その他   33,357  33,729 

　　　投資その他の資産合計   8,112,7185.8  14,101,2357.5

　　　固定資産合計   30,732,52421.9  49,321,90726.1

　　　資産合計   140,359,499100.0  189,242,166100.0

        

＜以下、略＞

（訂正後）

① 【貸借対照表】

  
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  36,322,609  39,052,334 
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　２　売掛金   1,425  2,279,022 

　３　有価証券   19,995  19,976 

　４　販売用不動産   5,478,991  10,302,235 

　５　仕掛販売用不動産 ※１  63,791,565  82,615,376 

　６　貯蔵品   15,241  13,902 

　７　関係会社短期貸付金   1,786,000  1,379,000 

　８　前払費用   1,461,784  3,327,169 

　９　繰延税金資産   351,793  526,912 

　10　立替金   31,938  161,846 

　11　その他   365,751  246,580 

　12　貸倒引当金   △120   △4,100 

　　　流動資産合計   109,626,97478.1  139,920,25873.9

Ⅱ　固定資産        

　１　有形固定資産        

　　(1) 建物 ※１ 10,835,401   15,865,616   

　　　　減価償却累計額  △591,85610,243,544 △1,280,47214,585,143 

　　(2) 構築物  23,953   79,169   

　　　　減価償却累計額  △10,958 12,995 △16,972 62,197 

　　(3) 車両運搬具  33,971   30,836   

　　　　減価償却累計額  △16,691 17,279 △19,801 11,034 

　　(4) 工具器具及び備品  61,386   68,758   

　　　　減価償却累計額  △28,926 32,459 △32,899 35,859 

　　(5) 土地 ※１  12,244,846  20,452,862 

　　(6) 建設仮勘定   ─   13,070 

　　　有形固定資産合計   22,551,12516.1  35,160,16818.6

　２　無形固定資産        

　　(1) ソフトウェア   54,557  46,624 

　　(2) 電話加入権   13,114  13,114 

　　(3) その他   1,008  764  

　　　無形固定資産合計   68,6810.0  60,5040.0

　３　投資その他の資産        

　　(1) 投資有価証券 ※１  2,822,561  4,292,810 

　　(2) 関係会社株式   1,479,270  4,596,270 

　　(3) その他の関係会社有価証券  1,300,000  2,249,710 

　　(4) 出資金   19,020  13,010 

　　(5) 長期前払費用   163,301  300,075 

　　(6) 繰延税金資産   196,554  378,668 

　　(7) 長期性預金   1,900,000  1,900,000 

　　(8) 差入保証金・敷金   198,653  336,960 

　　(9) その他   33,357  33,729 

　　　投資その他の資産合計   8,112,7185.8  14,101,2357.5
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　　　固定資産合計   30,732,52421.9  49,321,90726.1

　　　資産合計   140,359,499100.0  189,242,166100.0

        

＜以下、略＞

 

 

　(１)　【財務諸表】

② 【損益計算書】

（訂正前）

② 【損益計算書】

  
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        

　１　不動産分譲収入  78,263,214   54,072,856   

　２　不動産賃貸収入  939,661   1,859,512   

　３　販売受託収入  23,262   899,892   

　４　その他事業収入  632,63479,858,772100.08,620,93465,453,196100.0

Ⅱ　売上原価        

　１　不動産分譲原価  62,433,003   42,326,646   

　２　不動産賃貸原価  807,983   1,388,307   

　３　その他事業原価  163,17963,404,16679.45,409,90149,124,85575.1

　　　売上総利益   16,454,60620.6  16,328,34124.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費        

　１　販売手数料  196,098   70,436   

　２　広告宣伝費  4,689,645   3,019,003   

　３　租税公課  334,797   286,857   

　４　役員報酬  224,940   237,870   

　５　給料手当  1,360,611   1,321,764   

　６　賞与  283,624   241,228   

　７　賞与引当金繰入額  208,577   228,369   

　８　退職給付費用  47,611   51,705   

　９　役員退職慰労引当金繰入額  32,100   34,883   

　10　福利厚生費  33,255   34,505   

　11　支払手数料  345,723   428,372   

　12　減価償却費  40,942   60,569   

　13　賃借料  281,487   275,316   

　14　その他  780,6488,860,06411.1 762,9457,053,82710.7
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　　　営業利益   7,594,5419.5  9,274,51314.2

Ⅳ　営業外収益        

　１　受取利息  65,653   72,637   

　２　受取配当金  183,876   177,584   

　３　違約金収入  134,188   83,099   

　４　受取手数料  27,297   10,481   

　５　その他  57,323468,3380.6 76,647420,4500.6

Ⅴ　営業外費用        

　１　支払利息  1,237,352   1,889,945   

　２　その他  110,5901,347,9431.7 101,3691,991,3153.0

　　　経常利益   6,714,9368.4  7,703,64911.8

Ⅵ　特別利益        

　１　固定資産売却益 ※１ 461,032461,0320.6 ─ ─ ─

Ⅶ　特別損失        

　１　固定資産売却損 ※２ 479   185   

　２　固定資産除却損 ※３ 814,864   78,131   

　３　退職給付費用  138,989   ─   

　４　役員退職慰労金  61,2011,015,5341.3 ─ 78,3160.1

　　　税引前当期純利益   6,160,4347.7  7,625,33311.7

　　　法人税、住民税
　　　及び事業税  2,635,000   3,345,000   

　　　法人税等調整額  △85,1472,549,8533.2△201,9923,143,0074.9

　　　当期純利益   3,610,5824.5  4,482,3256.8

　　　前期繰越利益   821,169  ―  

　　　当期未処分利益   4,431,751  ―  
        

 

（訂正後）

② 【損益計算書】

  
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        

　１　不動産分譲収入  78,263,214   54,072,856   

　２　不動産賃貸収入  939,661   1,859,512   

　３　販売受託収入  23,262   899,892   

　４　その他事業収入  632,63479,858,772100.08,620,93465,453,196100.0
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Ⅱ　売上原価        

　１　不動産分譲原価  62,433,003   42,326,646   

　２　不動産賃貸原価  807,983   1,388,307   

　３　その他事業原価  163,17963,404,16679.45,409,90149,124,85575.1

　　　売上総利益   16,454,60620.6  16,328,34124.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費        

　１　販売手数料  196,098   70,436   

　２　広告宣伝費  4,689,645   3,019,003   

　３　租税公課  334,797   286,857   

　４　役員報酬  224,940   237,870   

　５　給料手当  1,360,611   1,321,764   

　６　賞与  283,624   241,228   

　７　賞与引当金繰入額  208,577   228,369   

　８　退職給付費用  47,611   51,705   

　９　役員退職慰労引当金繰入額  32,100   34,883   

　10　福利厚生費  33,255   34,505   

　11　支払手数料  345,723   428,372   

　12　減価償却費  40,942   60,569   

　13　賃借料  281,487   275,316   

　14　その他  780,6488,860,06411.1 762,9457,053,82710.7

　　　営業利益   7,594,5419.5  9,274,51314.2

Ⅳ　営業外収益        

　１　受取利息  65,653   72,637   

　２　受取配当金  183,876   177,584   

　３　違約金収入  134,188   83,099   

　４　受取手数料  27,297   10,481   

　５　その他  57,323468,3380.6 76,647420,4500.6

Ⅴ　営業外費用        

　１　支払利息  1,237,352   1,641,087   

　２　社債利息  ―   248,858   

　３　その他  110,5901,347,9431.7 101,3691,991,3153.0

　　　経常利益   6,714,9368.4  7,703,64911.8

Ⅵ　特別利益        

　１　固定資産売却益 ※１ 461,032461,0320.6 ─ ─ ─

Ⅶ　特別損失        

　１　固定資産売却損 ※２ 479   185   
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　２　固定資産除却損 ※３ 814,864   78,131   

　３　退職給付費用  138,989   ─   

　４　役員退職慰労金  61,2011,015,5341.3 ─ 78,3160.1

　　　税引前当期純利益   6,160,4347.7  7,625,33311.7

　　　法人税、住民税
　　　及び事業税  2,635,000   3,345,000   

　　　法人税等調整額  △85,1472,549,8533.2△201,9923,143,0074.9

　　　当期純利益   3,610,5824.5  4,482,3256.8

　　　前期繰越利益   821,169  ―  
　　　当期未処分利益   4,431,751  ―  
        

 

 

　(１)　【財務諸表】

重要な会計方針

（訂正前）

重要な会計方針

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　有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) 満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)

(1) 満期保有目的の債券
同左

 (2) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法

(2) 子会社株式及び関連会社株式
同左

 (3) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価
法(評価差額は全部純資産直入法に
より処理し、売却原価は移動平均法
により算定)

時価のないもの
移動平均法による原価法
ただし、匿名組合出資金については
個別法

(3) その他有価証券
時価のあるもの

同左
 
 
 

時価のないもの
同左　　　

＜以下、略＞

（訂正後）

重要な会計方針

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　有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) 満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)

(1) 満期保有目的の債券
同左

 (2) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法

(2) 子会社株式及び関連会社株式
同左
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 (3) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価
法(評価差額は全部純資産直入法
により処理し、売却原価は移動平
均法により算定)

時価のないもの
移動平均法による原価法

(3) その他有価証券
時価のあるもの

同左
　
　　
　
　　時価のないもの

同左　　　

 
(4) その他の関係会社有価証券

個別法
(4) その他の関係会社有価証券

同左

＜以下、略＞

 

 

　(１)　【財務諸表】

表示方法の変更

（訂正前）

＜なし＞

（訂正後）

表示方法の変更
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)

───────────

 

 

（損益計算書）

　「社債利息」は前事業年度まで「支払利息」に含めて

表示しておりましたが、当事業年度において営業外費用

の100分の10を超えたため、区分掲記しております。なお、

前事業年度の「社債利息」の金額は94,330千円でありま

す。
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