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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18年６月29日に提出いたしました第14期（自 平成17年４月１日 至 平成18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17年３月31日)
当事業年度

(平成18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  29,483,200  36,322,609 

　２　売掛金   653,516  1,425 

　３　有価証券   19,995  19,995 

　４　販売用不動産   6,149,309  5,478,991 

　５　仕掛販売用不動産 ※１  28,539,031  63,791,565 

　６　未成業務支出金   126,000  ─  

　７　貯蔵品   11,870  15,241 

　８　関係会社短期貸付金   790,000  1,786,000 

　９　前払費用   3,291,465  1,461,784 

　10　繰延税金資産   322,573  351,793 

　11　立替金   113,933  31,938 

　12　その他の流動資産   234,223  365,751 

　13　貸倒引当金   △1,100  △120  

　　　流動資産合計   69,734,02081.2  109,626,97478.1
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Ⅱ　固定資産        

　１　有形固定資産        

　　(1) 建物 ※１ 2,757,936   10,835,401   

　　　　減価償却累計額  △262,1532,495,783 △591,85610,243,544 

　　(2) 構築物  32,115   23,953   

　　　　減価償却累計額  △13,871 18,243 △10,958 12,995 

　　(3) 車両運搬具  46,539   33,971   

　　　　減価償却累計額  △22,315 24,223 △16,691 17,279 

　　(4) 工具器具及び備品  47,698   61,386   

　　　　減価償却累計額  △27,012 20,685 △28,926 32,459 

　　(5) 土地 ※１  5,551,862  12,244,846 

　　　有形固定資産合計   8,110,7989.5  22,551,12516.1

　２　無形固定資産        

　　(1) ソフトウェア   55,691  54,557 

　　(2) 電話加入権   13,114  13,114 

　　(3) その他の無形固定資産   1,252  1,008 

　　　無形固定資産合計   70,0590.1  68,6810.0

　３　投資その他の資産        

　　(1) 投資有価証券 ※１  2,803,181  2,822,561 

　　(2) 関係会社株式   150,000  1,479,270 

　　(3) 関係会社出資金   ─   1,300,000 

　　(4) 出資金   15,030  19,020 

　　(5) 長期貸付金   2,157,000  ─  

　　(6) 長期前払費用   79,785  163,301 

　　(7) 繰延税金資産   148,521  196,554 

　　(8) 長期性預金   1,900,000  1,900,000 

　　(9) 差入保証金・敷金   615,263  198,653 

   (10) その他の投資   49,928  33,357 

　 (11) 貸倒引当金   △2,200  ─  

　　　投資その他の資産合計   7,916,5109.2  8,112,7185.8

　　　固定資産合計   16,097,36818.8  30,732,52421.9

　　　資産合計   85,831,389100.0  140,359,499100.0

        
＜以下、略＞

（訂正後）

① 【貸借対照表】

  
前事業年度

(平成17年３月31日)
当事業年度

(平成18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        
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　１　現金及び預金 ※１  29,483,200  36,322,609 

　２　売掛金   653,516  1,425 

　３　有価証券   19,995  19,995 

　４　販売用不動産   6,149,309  5,478,991 

　５　仕掛販売用不動産 ※１  28,539,031  63,791,565 

　６　未成業務支出金   126,000  ─  

　７　貯蔵品   11,870  15,241 

　８　関係会社短期貸付金   790,000  1,786,000 

　９　前払費用   3,291,465  1,461,784 

　10　繰延税金資産   322,573  351,793 

　11　立替金   113,933  31,938 

　12　その他の流動資産   234,223  365,751 

　13　貸倒引当金   △1,100  △120  

　　　流動資産合計   69,734,02081.2  109,626,97478.1

Ⅱ　固定資産        

　１　有形固定資産        

　　(1) 建物 ※１ 2,757,936   10,835,401   

　　　　減価償却累計額  △262,1532,495,783 △591,85610,243,544 

　　(2) 構築物  32,115   23,953   

　　　　減価償却累計額  △13,871 18,243 △10,958 12,995 

　　(3) 車両運搬具  46,539   33,971   

　　　　減価償却累計額  △22,315 24,223 △16,691 17,279 

　　(4) 工具器具及び備品  47,698   61,386   

　　　　減価償却累計額  △27,012 20,685 △28,926 32,459 

　　(5) 土地 ※１  5,551,862  12,244,846 

　　　有形固定資産合計   8,110,7989.5  22,551,12516.1

　２　無形固定資産        

　　(1) ソフトウェア   55,691  54,557 

　　(2) 電話加入権   13,114  13,114 

　　(3) その他の無形固定資産   1,252  1,008 

　　　無形固定資産合計   70,0590.1  68,6810.0

　３　投資その他の資産        

　　(1) 投資有価証券 ※１  2,803,181  2,822,561 

　　(2) 関係会社株式   150,000  1,479,270 

　　(3) その他の関係会社有価証券   ─   1,300,000 

　　(4) 出資金   15,030  19,020 

　　(5) 長期貸付金   2,157,000  ─  

　　(6) 長期前払費用   79,785  163,301 

　　(7) 繰延税金資産   148,521  196,554 

　　(8) 長期性預金   1,900,000  1,900,000 

　　(9) 差入保証金・敷金   615,263  198,653 
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   (10) その他の投資   49,928  33,357 

　 (11) 貸倒引当金   △2,200  ─  

　　　投資その他の資産合計   7,916,5109.2  8,112,7185.8

　　　固定資産合計   16,097,36818.8  30,732,52421.9

　　　資産合計   85,831,389100.0  140,359,499100.0

        
＜以下、略＞

 

 

（１）【財務諸表】

重要な会計方針

（訂正前）

重要な会計方針

 
前事業年度

(自　平成16年４月１日
  至　平成17年３月31日)

当事業年度
(自　平成17年４月１日
  至　平成18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(評価差額は全部資本直入法によ
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
ただし、匿名組合出資金については
個別法

 

（訂正後）

重要な会計方針

 
前事業年度

(自　平成16年４月１日
 至　平成17年３月31日)

当事業年度
(自　平成17年４月１日
 至　平成18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(評価差額は全部資本直入法によ
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
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