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平成 27 年３月 26 日 

各  位 

会 社 名 株式会社桧家ホールディングス

代表者名 代 表 取 締 役 社 長  近  藤   昭

（コード番号：1413  名証第二部）

問合せ先 経 営 企 画 部 長  島 田  幸 雄

 電話番号（03）5224－5121 

 

 

（再訂正・数値データ訂正） 

「平成 26 年 12 月期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

 

 

当社は、平成27年２月９日に公表いたしました「平成26年12月期決算短信〔日本基準〕（連

結）」に一部訂正すべき事項がありましたので、下記のとおり訂正いたします。また、数値

データにも訂正がありましたので、訂正後の数値データも送信いたします。 

なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。 

 

記 

  

１．訂正の理由 

 サマリー情報、財政状態に関する分析及び連結キャッシュ・フロー計算書の記載に一部 

誤りがありましたので、訂正を行うものであります。 

 

２．訂正の内容 

（１）サマリー情報 （３）連結キャッシュ・フローの状況 

（訂正前） 
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

現金及び現金同等物

期末残高 

  百万円 百万円 百万円 百万円

26 年 12 月期 △440 △1,702 △881 4,986

25 年 12 月期 4,110 △2,248 2,246 8,011

   

（訂正後） 
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

現金及び現金同等物

期末残高 

  百万円 百万円 百万円 百万円

26 年 12 月期 △389 △1,702 △932 4,986

25 年 12 月期 4,110 △2,248 2,246 8,011
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（２）添付資料４ページ １．経営成績・財政状態に関する分析（２）財政状態に関する

分析 ②キャッシュ・フローの状況 
（訂正前） 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ 30 億 25

百万円の減少となり、当連結会計年度末の資金残高は、49 億 86 百万円となりました。営

業活動で４億 40 百万円の支出（前年同期は 41 億 10 百万円の収入）、投資活動で 17 億２

百万円の支出（前年同期は 22 億 48 百万円の支出）となり、財務活動で８億 81 百万円の

支出（前年同期は 22 億 46 百万円の収入）となりました。 

各活動によるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは４億 40 百万円の支出（前年同期は 41 億 10 百万

円の収入）となりました。これは、税金等調整前四半期純利益 40 億１百万円（前年同期

は 54 億 70 百万円）、未成工事支出金の減少額９億 99 百万円（前年同期は 11 億 54 百万円

の増加）があり、一方で販売用不動産の増加額６億 78 百万円（前年同期は２百万円の減

少）、仕入債務の減少額２億 91 百万円（前年同期は３億 69 百万円の減少）、未成工事受入

金の減少額 15 億 33 百万円（前年同期は 30 億６百万円の増加）などがあったことによる

ものであります。 

（省略） 

（財務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・フローは８億 81 百万円の支出（前年同期は 22 億 46 百万

円の収入）となりました。これは、長期借入金の返済による支出 44 億 27 百万円（前年同

期は 12 億 28 百万円の支出）、社債の償還による支出５億 35 百万円、配当金の支払額７億

46 百万円（前年同期は６億 24 百万円）があり、一方で短期借入金の純増による収入２億

85 百万円（前年同期は５億円の収入）、長期借入れによる収入 44 億 80 百万円などがあっ

たことによるものであります。 

 
（訂正後） 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ 30 億 25

百万円の減少となり、当連結会計年度末の資金残高は、49 億 86 百万円となりました。営

業活動で３億 89 百万円の支出（前年同期は 41 億 10 百万円の収入）、投資活動で 17 億２

百万円の支出（前年同期は 22 億 48 百万円の支出）となり、財務活動で９億 32 百万円の

支出（前年同期は 22 億 46 百万円の収入）となりました。 

各活動によるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは３億 89 百万円の支出（前年同期は 41 億 10 百万

円の収入）となりました。これは、税金等調整前四半期純利益 40 億１百万円（前年同期

は 54 億 70 百万円）、未成工事支出金の減少額９億 99 百万円（前年同期は 11 億 54 百万円
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の増加）があり、一方で販売用不動産の増加額６億 78 百万円（前年同期は２百万円の減

少）、仕入債務の減少額２億 91 百万円（前年同期は３億 69 百万円の減少）、未成工事受入

金の減少額 15 億 33 百万円（前年同期は 30 億６百万円の増加）などがあったことによる

ものであります。 

（省略） 

（財務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・フローは９億 32 百万円の支出（前年同期は 22 億 46 百万

円の収入）となりました。これは、長期借入金の返済による支出 44 億 27 百万円（前年同

期は 12 億 28 百万円の支出）、社債の償還による支出５億 35 百万円、配当金の支払額７億

46 百万円（前年同期は６億 24 百万円）があり、一方で短期借入金の純増による収入２億

85 百万円（前年同期は５億円の収入）、長期借入れによる収入 44 億 80 百万円などがあっ

たことによるものであります。 

 

（３）添付資料 14 ページ ５．連結財務諸表（４）連結キャッシュ・フロー計算書 
（訂正前） 
                      (単位：千円)

                    前連結会計年度 

( 自 平 成 2 5 年 １ 月 １ 日

  至平成 25 年 12 月 31 日)

当連結会計年度 

(自 平成 26 年１月１日

 至 平成 26 年 12 月 31 日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

  税金等調整前当期純利益 5,470,374 4,001,462 

  減価償却費 880,028 1,259,429 

  減損損失 266,197 341,192 

  のれん償却額 145,617 66,891 

  貸倒引当金の増減額（△は減少） 11,983 4,049 

  賞与引当金の増減額（△は減少） 19,892 △4,143

  受取利息及び受取配当金 △4,027 △10,324

  支払利息 38,039 77,709 

  株式交付費 29,068 －

  固定資産除売却損益（△は益） 27,748 2,012 

  投資有価証券評価損益（△は益） 2,729 2,112 

  持分変動損益（△は益） △1,266,363 111,768 

  保険解約損益（△は益） 1,996 △48,482

  売上債権の増減額（△は増加） △941,914 △861,465

  未成工事支出金の増減額（△は増加） △1,154,410 999,891 

  材料貯蔵品の増減額（△は増加） 33,558 △394,594

  販売用不動産の増減額（△は増加） 2,085 △678,943

  仕入債務の増減額（△は減少） △369,592 △291,149

  未成工事受入金の増減額（△は減少） 3,006,927 △1,533,776

  未収入金の増減額（△は増加） △205,807 △233,220

  未払金の増減額（△は減少） 10,393 △181,156

  預り金の増減額（△は減少） 129,673 △153,960

  その他 115,333 △168,269

  小計 6,249,532 2,307,031 
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                   (単位：千円)

                 前連結会計年度 

(自 平成 25 年１月１日 

   至 平成 25 年 12 月 31 日)

当連結会計年度 

(自 平成 26 年１月１日

  至 平成26年 12月 31日)

  利息及び配当金の受取額 4,027 10,324

  利息の支払額 △38,131 △77,426

  法人税等の支払額 △2,105,367 △2,680,683

  営業活動によるキャッシュ・フロー 4,110,061 △440,753

投資活動によるキャッシュ・フロー  

  有形固定資産の取得による支出 △1,772,046 △2,486,318

  有形固定資産の売却による収入 115,286 342,136

  無形固定資産の取得による支出 △28,749 △65,807

  投資有価証券の取得による支出 △602,462 －

  投資有価証券の売却による収入 － 2,466

  差入保証金の差入による支出 △130,626 △177,227

  
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取

得による収入 
－ 341,258

  貸付けによる支出 △55,000 △25,000

  保険積立金の解約による収入 211,619 346,689

  その他 13,060 19,035

  投資活動によるキャッシュ・フロー △2,248,918 △1,702,767

 財務活動によるキャッシュ・フロー  

  短期借入金の純増減額（△は減少） 500,000 285,700

  長期借入れによる収入 － 4,480,000

  長期借入金の返済による支出 △1,228,868 △4,427,963

  社債の償還による支出 － △535,000

  リース債務の返済による支出 △79,113 △75,191

  自己株式の取得による支出 △66 －

  セール・アンド・リースバックによる収入 190,419 77,500

  少数株主からの払込みによる収入 3,488,280 60,000

  配当金の支払額 △624,443 △746,614

  財務活動によるキャッシュ・フロー 2,246,208 △881,569

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,107,352 △3,025,090

現金及び現金同等物の期首残高 3,904,494 8,011,846

現金及び現金同等物の期末残高 8,011,846 4,986,755
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 （訂正後） 
              (単位：千円)

            前連結会計年度 

( 自 平 成 2 5 年 １ 月 １ 日

  至平成 25 年 12 月 31 日)

当連結会計年度 

(自 平成 26 年１月１日

 至 平成 26 年 12 月 31 日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

  税金等調整前当期純利益 5,470,374 4,001,462 

  減価償却費 880,028 1,259,429 

  減損損失 266,197 341,192 

  のれん償却額 145,617 66,891 

  貸倒引当金の増減額（△は減少） 11,983 4,049 

  賞与引当金の増減額（△は減少） 19,892 △4,143

  受取利息及び受取配当金 △4,027 △10,324

  支払利息 38,039 77,709 

  株式交付費 29,068 －

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） － 11,885

  固定資産除売却損益（△は益） 27,748 2,012 

  投資有価証券評価損益（△は益） 2,729 2,112 

  持分変動損益（△は益） △1,266,363 111,768 

  保険解約損益（△は益） 1,996 △48,482

  売上債権の増減額（△は増加） △941,914 △861,465

  未成工事支出金の増減額（△は増加） △1,154,410 999,891 

  材料貯蔵品の増減額（△は増加） 33,558 △394,594

  販売用不動産の増減額（△は増加） 2,085 △678,943

  仕入債務の増減額（△は減少） △369,592 △291,149

  未成工事受入金の増減額（△は減少） 3,006,927 △1,533,776

  未収入金の増減額（△は増加） △205,807 △233,220

  未払金の増減額（△は減少） 10,393 △181,156

  預り金の増減額（△は減少） 129,673 △153,960

  その他 115,333 △129,072

  小計 6,249,532 2,358,114

  利息及び配当金の受取額 4,027 10,324 

  利息の支払額 △38,131 △77,426

  法人税等の支払額 △2,105,367 △2,680,683

  営業活動によるキャッシュ・フロー 4,110,061 △389,671

投資活動によるキャッシュ・フロー   

  有形固定資産の取得による支出 △1,772,046 △2,486,318

  有形固定資産の売却による収入 115,286 342,136 

  無形固定資産の取得による支出 △28,749 △65,807

  投資有価証券の取得による支出 △602,462 －

  投資有価証券の売却による収入 － 2,466 

  差入保証金の差入による支出 △130,626 △177,227

  
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得

による収入 
－ 341,258 

  貸付けによる支出 △55,000 △25,000

  保険積立金の解約による収入 211,619 346,689 

  その他 13,060 19,035 

  投資活動によるキャッシュ・フロー △2,248,918 △1,702,767
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                 (単位：千円)

               前連結会計年度 

(自 平成 25 年１月１日 

   至 平成 25 年 12 月 31 日)

当連結会計年度 

(自 平成 26 年１月１日

  至 平成26年 12月 31日)

 財務活動によるキャッシュ・フロー  

  短期借入金の純増減額（△は減少） 500,000 285,700

  長期借入れによる収入 － 4,480,000

  長期借入金の返済による支出 △1,228,868 △4,427,963

  社債の償還による支出 － △535,000

  リース債務の返済による支出 △79,113 △75,191

  自己株式の取得による支出 △66 －

  セール・アンド・リースバックによる収入 190,419 77,500

  少数株主からの払込みによる収入 3,488,280 60,000

  配当金の支払額 △624,443 △746,614

少数株主への配当金の支払額 － △51,082

  財務活動によるキャッシュ・フロー 2,246,208 △932,651

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,107,352 △3,025,090

現金及び現金同等物の期首残高 3,904,494 8,011,846

現金及び現金同等物の期末残高 8,011,846 4,986,755

 
以上 


