
 

 

平成 25 年８月９日 

各  位 

東京都中央区日本橋本町一丁目７番 2号 

常 和 ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 

代表取締役社長   小 崎 哲 資 

（コード番号 3258 東証第一部） 

問い合わせ先             

専務取締役兼専務執行役員 山本正登 

電話 03-3243-1913 

（訂正・数値データ訂正） 

「平成 26 年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」等の一部訂正について 

 

平成 25 年８月５日 15 時 00 分に開示した表記資料について一部誤りがありましたので、

お詫び申し上げますと共に、以下の通り訂正させて頂きます。訂正箇所には下線を付して

おります。 

また、併せて表記資料に添付の四半期決算補足説明資料「2014 年３月期 第１四半期連

結決算の概要」につきましても同様に訂正させて頂きます。 

 

１． 「平成 26 年３月期 第１四半期決算短信[日本基準]（連結）」の訂正の内容 

（１）サマリー情報 

１．平成 26 年３月期第１四半期の連結業績（平成 25 年４月１日～平成 25 年６月 30 日） 

 【訂正前】 

  （２）連結財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％

26 年３月期第 1四半期 227,560 31,477 13.8

25 年３月期 221,689 31,115 14.0

(参考) 自己資本 26 年３月期第 1四半期 31,477 百万円    25 年３月期 31,115 百万円 

【訂正後】 

  （２）連結財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％

26 年３月期第 1四半期 227,440 31,477 13.8

25 年３月期 221,689 31,115 14.0

(参考) 自己資本 26 年３月期第 1四半期 31,477 百万円    25 年３月期 31,115 百万円 



 

（２）添付資料 3 ﾍﾟｰｼﾞ １.当四半期決算に関する定性的情報（２）財政状態に関する説明 

【訂正前】 

当第１四半期末の資産合計は、227,560 百万円となり、前期末比 5,871 百万円の増加

となりました。これは、オフィスビル取得等により有形固定資産が前期末比 6,901 百万

円増加し、投資有価証券の評価差額金の増加等により投資その他の資産が前期末比 191

百万円増加したこと等によるものです。 

当第１四半期末の負債合計は、196,083 百万円となり、前期末比 5,508 百万円の増加

となりました。なお、当第１四半期末の借入金残高は前期末比 4,012 百万円増加いたし

ました。 

当第１四半期末の純資産合計は、31,477 百万円となり、前期末比 362 百万円の増加と

なりました。これは、利益剰余金が 296 百万円、その他有価証券評価差額金が 66 百万円

それぞれ増加したことによるものです。 

 

【訂正後】 

当第１四半期末の資産合計は、227,440 百万円となり、前期末比 5,751 百万円の増加

となりました。これは、オフィスビル取得等により有形固定資産が前期末比 6,901 百万

円増加し、投資有価証券の評価差額金の増加等により投資その他の資産が前期末比 71

百万円増加したこと等によるものです。 

当第１四半期末の負債合計は、195,963 百万円となり、前期末比 5,388 百万円の増加

となりました。なお、当第１四半期末の借入金残高は前期末比 4,012 百万円増加いたし

ました。 

当第１四半期末の純資産合計は、31,477 百万円となり、前期末比 362 百万円の増加と

なりました。これは、利益剰余金が 296 百万円、その他有価証券評価差額金が 66 百万円

それぞれ増加したことによるものです。 

 

 



 

 

（３）添付資料４ページ ３．四半期連結財務諸表（１）四半期連結貸借対照表 

【訂正前】 

（単位：千円） 

 前連結会計年度 

（平成 25 年 3 月 31 日） 

当第 1四半期連結会計期間 

（平成 25 年 6 月 30 日） 

資産の部   

 （略） 

  投資その他の資産 

   投資有価証券 17,033,900 17,136,874

   繰延税金資産 107,461 207,430

 （略） 

   投資その他の資産合計 17,881,170 18,072,923

  固定資産合計 213,480,493 220,551,042

資産合計 221,689,613 227,560,696

 

（単位：千円） 

 前連結会計年度 

（平成 25 年 3 月 31 日） 

当第 1四半期連結会計期間 

（平成 25 年 6 月 30 日） 

負債の部   

 （略） 

 固定負債 

  長期借入金 112,707,081 122,526,824

  繰延税金負債 2,124,503 2,297,092

 （略） 

  固定負債合計 126,248,085 137,485,835

負債合計 190,574,400 196,083,133

純資産の部 

 （略） 

負債純資産合計 221,689,613 227,560,696

 



 

 

【訂正後】 

（単位：千円） 

 前連結会計年度 

（平成 25 年 3 月 31 日） 

当第 1四半期連結会計期間 

（平成 25 年 6 月 30 日） 

資産の部   

 （略） 

  投資その他の資産 

   投資有価証券 17,033,900 17,136,874

   繰延税金資産 107,461 87,645

 （略） 

   投資その他の資産合計 17,881,170 17,953,138

  固定資産合計 213,480,493 220,431,257

資産合計 221,689,613 227,440,910

 

（単位：千円） 

 前連結会計年度 

（平成 25 年 3 月 31 日） 

当第 1四半期連結会計期間 

（平成 25 年 6 月 30 日） 

負債の部   

 （略） 

 固定負債 

  長期借入金 112,707,081 122,526,824

  繰延税金負債 2,124,503 2,177,306

 （略） 

  固定負債合計 126,248,085 137,366,049

負債合計 190,574,400 195,963,347

純資産の部 

 （略） 

負債純資産合計 221,689,613 227,440,910

 



 

 

２． 「2014 年３月期 第１四半期連結決算の概要」の訂正の内容 

（１）連結財政状態－資産                                          （単位：百万円）  

該当頁 項目 訂正前 訂正後 

３ 2014 年 3 月期第 1四半期末(a)

固定資産合計 

増減額(a)-(b) 

220,551

＋7,070

220,431

＋6,950

 

  （単位：百万円） 

該当頁 項目 訂正前 訂正後 

３ 2014 年 3 月期第 1四半期末(a)

資産合計 

増減額(a)-(b) 

227,560

＋5,871

227,440

＋5,751

 

 

（２）連結財政状態－負債・純資産                                （単位：百万円） 

該当頁 項目 訂正前 訂正後 

４ 2014 年 3 月期第 1四半期末(a)

負債合計 

増減額(a)-(b) 

196,083

＋5,508

195,963

＋5,388

 

（単位：百万円） 

該当頁 項目 訂正前 訂正後 

４ 2014 年 3 月期第 1四半期末(a)

負債純資産合計 

増減額(a)-(b) 

227,560

＋5,871

227,440

＋5,751

 

 

３． 訂正の理由 

 第 1 四半期決算短信発表後、四半期報告書作成に際し再度精査を行った結果、一部誤り

があったことから、当該事項につき訂正するものであります。 

以 上 

 


