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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20年６月27日に提出いたしました第66期（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31
日）有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、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】

（１） 財務諸表
 
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
 
（訂正前）

② 【損益計算書】

　

  
前事業年度

(自　平成18年４月１日

　至　平成19年３月31日)

当事業年度

(自　平成19年４月１日

　至　平成20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      
　　 完成工事高  1,431,237   ─   

 　　売上高  480,3081,911,545100.0 333,018333,018100.0

Ⅱ　売上原価 ※３       

     完成工事原価  1,226,320   ─   

 　　売上原価  14,2861,240,60764.9 27,235 27,235 8.2

　  　売上総利益   670,93835.1  305,78391.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費
※２

※３
 472,62924.7  313,35594.1

　　　営業利益又は営業損失（△）   198,30810.4  △7,572△2.3

Ⅳ　営業外収益        
　１　受取利息  26,961   970   
　２　受取配当金  388   454   
　４　不動産賃貸料  3,574   ─   
　５　コンサルティング収入  34,571   ─   
　６　保険返戻金  ─   3,010   
　７　保険事務手数料     881   
　８　保険解約益     883   
　９　積立労災戻り     792   
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　１０　その他  19,193 84,6884.4 1,148 8,139 2.4

Ⅴ　営業外費用        

　１　保険解約損  ─   44,988   
　２　支払利息  774   ─   
　３　株式交付費  83,396   ─   

　４　その他  18,931103,1015.4 1,543 46,53114.0

　　 　 　経常利益又は経常損失

（△）
  179,8969.4  △45,965△13.8

Ⅵ　特別利益        
　 1　投資有価証券売却益  16,640   181   
　２　固定資産売却益 ※４ ─   190   
　３　役員退職慰労引当金戻入  ─   5,559   
　４　ゴルフ会員権売却益  ─   9,000   
　５　新株予約権戻入益  ─   5,690   

　６　その他特別利益  14,169 30,8091.6 1,481 22,102 6.6

        

 

  
前事業年度

(自　平成18年４月１日

　至　平成19年３月31日)

当事業年度

(自　平成19年４月１日

　至　平成20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

(％)

Ⅶ　特別損失        

　１　固定資産除却損 ※５ 72,534   7,453   

　２　投資有価証券評価損  400,466   704,431   

　３　貸倒引当金繰入額  994,623   1,055,437   

　４　投資組合運用費  196,742   ─   
５　過年度役員退職慰労引当

金

      繰入額
 7,630   ─   

  ６　退職給付変更時差異費用

　　　処理額  121,029   ─   

　７　抱合せ株式消滅差損  118,312   ─   

　８　債権売却損  ─   2,722,711   

　９　関係会社株式売却損  ─   349,999   

　１０　その他特別損失  40,6541,951,993102.1 207,1985,047,233△ 1,515.6

     税引前当期純損失   1,755,457△91.8  5,071,095△ 1,522.8

　　　法人税、住民税

　　　及び事業税  2,820 2,820 0.2  1,815 0.5

　　　当期純損失   1,758,277△92.0  5,072,910△ 1,523.3
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（訂正後）

② 【損益計算書】

　

  
前事業年度

(自　平成18年４月１日

　至　平成19年３月31日)

当事業年度

(自　平成19年４月１日

　至　平成20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      
　　 完成工事高  1,431,237   ─   

 　　売上高  480,3081,911,545100.0 333,018333,018100.0

Ⅱ　売上原価 ※３       

     完成工事原価  1,226,320   ─   

 　　売上原価  14,2861,240,60764.9 27,235 27,235 8.2

　  　売上総利益   670,93835.1  305,78391.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費
※２

※３
 472,62924.7  313,35594.1

　　　営業利益又は営業損失（△）   198,30810.4  △7,572△2.3

Ⅳ　営業外収益        
　１　受取利息  26,961   970   
　２　受取配当金  388   454   
　３　不動産賃貸料  3,574   ─   
　４　コンサルティング収入  34,571   ─   
　５　保険返戻金  ─   3,010   
　６　保険事務手数料     881   
　７　保険解約益     883   
　８　積立労災戻り     792   

　９　その他  19,193 84,6884.4 1,148 8,139 2.4

Ⅴ　営業外費用        

　１　保険解約損  ─   44,988   
　２　支払利息  774   ─   
　３　株式交付費  83,396   ─   

　４　その他  18,931103,1015.4 1,543 46,53114.0

　　 　 　経常利益又は経常損失

（△）
  179,8969.4  △45,965△13.8

Ⅵ　特別利益        
1　投資有価証券売却益  16,640   181   
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　２　固定資産売却益 ※４ ─   190   
　３　役員退職慰労引当金戻入  ─   5,559   
　４　ゴルフ会員権売却益  ─   9,000   
　５　新株予約権戻入益  ─   5,690   

　６　その他特別利益  ─ 16,6400.9 1,481 22,102 6.6

        

  
前事業年度

(自　平成18年４月１日

　至　平成19年３月31日)

当事業年度

(自　平成19年４月１日

　至　平成20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

(％)

Ⅶ　特別損失        

　１　固定資産除却損 ※５ 72,534   7,453   

　２　投資有価証券評価損  400,466   704,431   

　３　貸倒引当金繰入額  994,623   1,055,437   

　４　投資組合運用費  196,742   ─   
５　過年度役員退職慰労引当

金

      繰入額
 7,630   ─   

  ６　退職給付変更時差異費用

　　　処理額  121,029   ─   

　７　抱合せ株式消滅差損  118,312   ─   

　８　債権売却損  ─   2,722,711   

　９　関係会社株式売却損  ─   349,999   

　１０　その他特別損失  40,6541,951,993102.1 207,1985,047,233△ 1,515.6

     税引前当期純損失   1,755,457△91.8  5,071,095△ 1,522.8

　　　法人税、住民税　　

　　　及び事業税  2,820 2,820 0.2  1,815 0.5

　　　当期純損失   1,758,277△92.0  5,072,910△ 1,523.3
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