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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

外部からの指摘により過去の営業取引の点検を行った結果、平成24年３月期から平成27年３月期に掛けて取り組ん

だ２案件（那覇案件、神田案件）について、財務諸表利用者の投資判断の観点からより適切な会計処理に訂正するこ

とといたしました。

（那覇案件）

沖縄県那覇市に所在する不動産開発の投資案件のために、当社が共同事業出資者とともに組成した任意組合の連結

処理についての見直しであります。

当社は、上記任意組合について当社の連結子会社に該当すると評価し、共同事業出資者の任意組合に対する出資金

について資本性を重視して「少数株主持分」（連結貸借対照表上は純資産に区分されます。）として会計処理してお

りました。

事業上の理由から追加出資を受けた部分について、当該追加出資分は負債の性格が強い部分があると判断するに

至ったことから、財務諸表利用者の投資判断の観点からより適切な会計処理として、「少数株主持分」ではなく「預

り金」（連結貸借対照表上は流動負債に区分されます。）とすることとしたものです。

（神田案件）

東京都千代田区に所在する不動産の売却に係る収入の収益計上区分についての見直しであります。

当社は、当該案件の収入について、事業上の理由から取引スキームの変更を行った上で「売上高」として営業収益

に計上しておりました。

当該取引スキームの変更は、当社が購入予定の不動産について、購入取引完結前に対象不動産を当社が第三者へ売

却することが決定できたことから、購入に係る不動産売買契約を解除し、売主と当社の間で事業協定を締結した上

で、対象不動産を売主から第三者に直接売却し、当社は売却金額の一部を分配金として受領いたしました。不動産売

買契約を解除した点を鑑みると、当該収入については、不動産売買契約を解除したことに伴う補償金としての評価も

可能であると判断するに至ったことから、財務諸表利用者の投資判断の観点からより適切な会計処理として、「受取

補償金」として営業外収益に計上することとしたものです。

当該決算訂正により、当社が平成27年６月29日付で提出いたしました第17期（自平成26年４月１日　至平成27年３

月31日）有価証券報告書の記載事項の一部を訂正する必要が生じましたので、金融商品取引法第24条の２第１項の規

定に基づき、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１　企業の概況

１　主要な経営指標等の推移

(1) 連結経営指標等

(2) 提出会社の経営指標等

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。
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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

（訂正前）　

回次 第13期 第14期 第15期 第16期 第17期

決算年月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月 平成26年３月 平成27年３月

売上高 (千円) ― 1,702,299 1,544,021 2,984,144 6,334,008

経常利益 (千円) ― 293,017 145,405 362,672 993,466

当期純利益 (千円) ― 331,724 120,025 399,033 966,399

包括利益 (千円) ― 331,724 120,025 399,033 966,399

純資産額 (千円) ― 2,093,785 1,277,982 1,984,151 2,950,550

総資産額 (千円) ― 2,806,880 5,101,681 5,044,143 4,336,882

１株当たり純資産額 (円) ― 36.86 41.14 53.52 79.59

１株当たり
当期純利益金額

(円) ― 11.52 4.16 10.99 26.07

潜在株式調整後１株
当たり当期純利益金額

(円) ― 9.86 3.46 10.80 ―

自己資本比率 (％) ― 37.9 23.3 39.3 68.0

自己資本利益率 (％) ― 37.1 10.7 25.2 39.2

株価収益率 (倍) ― 12.4 59.7 19.0 13.6

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― △353,853 △1,767,506 748,783 3,019,607

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― △1,157,456 △4,657 △20,981 △3,255

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― 1,411,631 1,958,295 △612,779 △2,236,642

現金及び現金同等物の
期末残高

(千円) ― 78,545 264,677 379,700 1,159,409

従業員数
(名)

― 12 13 25 30

(外、平均臨時雇用者数) (―) (―) (―) (22) (23)
 

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。

２ 第14期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。

３　当社は、平成26年１月１日を効力発生日として普通株式１株を200株に株式分割いたしました。１株当たり

純資産額、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については、当該株式

が第14期連結会計年度の期首に行われたと仮定して計算しております。

４　第17期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。
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（訂正後）

回次 第13期 第14期 第15期 第16期 第17期

決算年月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月 平成26年３月 平成27年３月

売上高 (千円) ― 1,702,299 1,184,401 2,984,144 6,334,008

経常利益 (千円) ― 293,017 145,405 362,672 993,466

当期純利益 (千円) ― 331,724 120,025 399,033 966,399

包括利益 (千円) ― 331,724 120,025 399,033 966,399

純資産額 (千円) ― 2,003,785 1,277,982 1,984,151 2,950,550

総資産額 (千円) ― 2,806,880 5,101,681 5,044,143 4,336,882

１株当たり純資産額 (円) ― 36.86 41.14 53.52 79.59

１株当たり
当期純利益金額

(円) ― 11.52 4.16 10.99 26.07

潜在株式調整後１株
当たり当期純利益金額

(円) ― 9.86 3.46 10.80 ―

自己資本比率 (％) ― 37.9 23.3 39.3 68.0

自己資本利益率 (％) ― 37.1 10.7 25.2 39.2

株価収益率 (倍) ― 12.4 59.7 19.0 13.6

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― △263,853 △1,857,506 748,783 3,019,607

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― △1,157,456 △4,657 △20,981 △3,255

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― 1,321,631 2,048,295 △612,779 △2,236,642

現金及び現金同等物の
期末残高

(千円) ― 78,545 264,677 379,700 1,159,409

従業員数
(名)

― 12 13 25 30

(外、平均臨時雇用者数) (―) (―) (―) (22) (23)
 

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。

２ 第14期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。

３　当社は、平成26年１月１日を効力発生日として普通株式１株を200株に株式分割いたしました。１株当たり

純資産額、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については、当該株式

が第14期連結会計年度の期首に行われたと仮定して計算しております。

４　第17期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。
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(2) 提出会社の経営指標等

（訂正前）

回次 第13期 第14期 第15期 第16期 第17期

決算年月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月 平成26年３月 平成27年３月

売上高 (千円) 2,386,435 1,495,848 1,473,847 2,912,387 3,585,698

経常利益 (千円) 16,760 292,973 145,275 362,732 1,012,216

当期純利益 (千円) 15,345 331,825 119,976 399,190 972,146

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) 930,497 931,877 934,391 1,133,205 1,133,205

発行済株式総数 (株) 144,305 144,405 144,623 37,131,000 37,131,000

純資産額 (千円) 769,772 1,103,886 1,228,035 1,984,360 2,956,507

総資産額 (千円) 1,003,082 2,740,480 4,976,140 4,860,597 4,301,490

１株当たり純資産額 (円) 25.28 36.87 41.14 53.53 79.75

１株当たり配当額
(うち１株当たり
中間配当額)

(円)
― ― ― ― 7

(―) (―) (―) (―) (―)

１株当たり
当期純利益金額

(円) 0.57 11.52 4.16 10.99 26.22

潜在株式調整後１株
当たり当期純利益金額

(円) 0.50 9.87 3.46 10.81 ―

自己資本比率 (％) 72.6 38.8 23.9 40.8 68.7

自己資本利益率 (％) 3.7 37.1 10.7 25.2 39.4

株価収益率 (倍) 158.0 12.4 59.7 19.01 13.5

配当性向 (％) ― ― ― ― 26.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 956,983 ― ― ― ―

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 7,345 ― ― ― ―

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △996,419 ― ― ― ―

現金及び現金同等物の
期末残高

(千円) 178,223 ― ― ― ―

従業員数
(名)

10 12 13 17 18

(外、平均臨時雇用者数) (―) (―) (―) (―) (1)
 

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。

２ 第13期の持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社を有していないため記載しておりません。

３　当社は、平成26年１月１日を効力発生日として普通株式１株を200株に株式分割いたしました。１株当たり

純資産額、１株当たり当期純利益金額又は潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、当該株式

分割が第13期事業年度の期首に行われたと仮定して計算しております。

４　平成27年３月期の１株当たり配当額７円には、復配記念配当２円を含んでおります。

５　第17期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

６ 第14期より連結財務諸表を作成しているため、第14期以降の持分法を適用した場合の投資利益、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・フロー及び現

金及び現金同等物の期末残高は記載しておりません。
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（訂正後）

回次 第13期 第14期 第15期 第16期 第17期

決算年月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月 平成26年３月 平成27年３月

売上高 (千円) 2,386,435 1,495,848 1,114,227 2,912,387 3,585,698

経常利益 (千円) 16,760 292,973 145,275 362,732 1,012,216

当期純利益 (千円) 15,345 331,825 119,976 399,190 972,146

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) 930,497 931,877 934,391 1,133,205 1,133,205

発行済株式総数 (株) 144,305 144,405 144,623 37,131,000 37,131,000

純資産額 (千円) 769,772 1,103,886 1,228,035 1,984,360 2,956,507

総資産額 (千円) 1,003,082 2,740,480 4,976,140 4,860,597 4,301,490

１株当たり純資産額 (円) 25.28 36.87 41.14 53.53 79.75

１株当たり配当額
(うち１株当たり
中間配当額)

(円)
― ― ― ― 7

(―) (―) (―) (―) (―)

１株当たり
当期純利益金額

(円) 0.57 11.52 4.16 10.99 26.22

潜在株式調整後１株
当たり当期純利益金額

(円) 0.50 9.87 3.46 10.81 ―

自己資本比率 (％) 72.6 38.8 23.9 40.8 68.7

自己資本利益率 (％) 3.7 37.1 10.7 25.2 39.4

株価収益率 (倍) 158.0 12.4 59.7 19.01 13.5

配当性向 (％) ― ― ― ― 26.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 956,983 ― ― ― ―

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 7,345 ― ― ― ―

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △996,419 ― ― ― ―

現金及び現金同等物の
期末残高

(千円) 178,223 ― ― ― ―

従業員数
(名)

10 12 13 17 18

(外、平均臨時雇用者数) (―) (―) (―) (―) (1)
 

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。

２ 第13期の持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社を有していないため記載しておりません。

３　当社は、平成26年１月１日を効力発生日として普通株式１株を200株に株式分割いたしました。１株当たり

純資産額、１株当たり当期純利益金額又は潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、当該株式

分割が第13期事業年度の期首に行われたと仮定して計算しております。

４　平成27年３月期の１株当たり配当額７円には、復配記念配当２円を含んでおります。

５　第17期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

６ 第14期より連結財務諸表を作成しているため、第14期以降の持分法を適用した場合の投資利益、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・フロー及び現

金及び現金同等物の期末残高は記載しておりません。
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