
 
 

平成 26年１月 14日 

 

各  位 会 社 名 タ マ ホ ー ム 株 式 会 社 

住 所 東 京 都 港 区 高 輪 三 丁 目 2 2 番 ９ 号 

代 表 者 名 代 表 取 締 役 会 長 兼 社 長 玉木 康裕   

（コード番号：1419） 

問合わせ先 常務取締役経理財務本部長 牛 島  毅 

TEL. 03-6408-1200 

 

 

（訂正・数値データ訂正）「平成 26年５月期 第１四半期決算短信[日本基準]（連結）」の 

一部訂正について 

 

 

当社は平成 26年１月 14日付「四半期報告書の訂正報告書の提出及び四半期決算短信（訂正版）

の公表に関するお知らせ」において第１四半期決算を訂正する旨の公表をいたしましたが、これ

に基づき「平成 26年５月期第１四半期決算短信」（平成 25年 10月 11日公表）の記載事項の一

部について、下記のとおり訂正いたします。訂正箇所は＿＿＿線で示しております。 

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。 

 

 

記 

 

１．訂正理由 

   平成 26年１月 14日付「四半期報告書の訂正報告書の提出及び四半期決算短信（訂正版）

の公表に関するお知らせ」の公表に基づき、「平成 26 年５月期第１四半期決算短信」（平成

25年 10月 11日公表）の記載事項の一部について訂正するものであります。 

 

２．訂正事項 

  サマリー情報 

   １．平成 26年５月期第１四半期の連結業績（平成 25年６月１日～平成 25年８月 31日） 

   （１）連結経営成績（累計） 

   （２）連結財政状態 

  添付資料 

   １．当四半期決算に関する定性的情報 

   （１）経営成績に関する説明 

   （２）財政状態に関する説明 

   ３．四半期連結財務諸表 

   （１）四半期連結貸借対照表 負債の部及び純資産の部 

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 第１四半期連結累計期間 

４．補足情報 

（１）受注及び販売の状況（連結） 

 



□ サマリー情報 １．平成 26 年５月期第１四半期の連結業績（平成 25 年６月１日～平成 25 年８月 31 日） 

（百万円未満切捨て）

【訂正前】

（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率) 
売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年５月期第１四半期 29,406 11.3 △1,816 ― △1,834 ― △1,263 ―

25年５月期第１四半期 26,411 ― △1,284 ― △1,296 ― △957 ―

(注) 包括利益 26年５月期第１四半期 △1,249百万円( ―％) 25年５月期第１四半期 △973百万円( ―％)

１株当たり 
四半期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり 
四半期純利益

円 銭 円 銭

26年５月期第１四半期 △42.03 ―

25年５月期第１四半期 △42.85 ―

（注）平成25年５月期第１四半期につきましては、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表を作成し
ておりませんが、参考情報として、平成25年５月期第１四半期の実績及び平成26年５月期第１四半
期の対前年同四半期増減率を記載しております。 

（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５月期第１四半期 76,246 12,269 16.0 

25年５月期 70,135 14,279 20.3 

(参考) 自己資本 26年５月期第１四半期 12,220百万円 25年５月期 14,243百万円 

【訂正後】

（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率) 
売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年５月期第１四半期 29,210 10.6 △1,830 ― △1,849 ― △1,277 ―

25年５月期第１四半期 26,411 ― △1,284 ― △1,296 ― △957 ―

(注) 包括利益 26年５月期第１四半期 △1,263百万円( ―％) 25年５月期第１四半期 △973百万円( ―％)

１株当たり 
四半期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり 
四半期純利益

円 銭 円 銭

26年５月期第１四半期 △42.50 ―

25年５月期第１四半期 △42.85 ―

（注）平成25年５月期第１四半期につきましては、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表を作成し
ておりませんが、参考情報として、平成25年５月期第１四半期の実績及び平成26年５月期第１四半
期の対前年同四半期増減率を記載しております。 

（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５月期第１四半期 76,246 12,255 16.0 

25年５月期 70,135 14,279 20.3 

(参考) 自己資本 26年５月期第１四半期 12,205百万円 25年５月期 14,243百万円 



□ 添付資料 ２～３ページ １．当四半期決算に関する定性的情報 

【訂正前】 

（１）経営成績に関する説明 

 

   (前略) 

 

(住宅事業) 

 

   (中略) 

 

   以上の結果、当事業の売上高は 27,144 百万円、営業損失は 1,842 百万円となりました。 

 

   (中略) 

 

(その他事業) 

 

   (中略) 

 

   以上の結果、当社連結経営成績は、売上高 29,406 百万円となりました。利益につきましては

営業損失 1,816 百万円、経常損失 1,834 百万円、四半期純損失 1,263 百万円となりました。 

 

（２）財政状態に関する説明 

 

   (中略) 

 

また負債は、未払法人税等が 1,670 百万円減少する一方、未成工事受入金が 7,564 百万円、短

期借入金が 2,906 百万円増加した結果、負債合計では、8,121 百万円増加し、63,977 百万円とな

りました。  

純資産は、第１四半期純損失 1,263 百万円の計上及び配当金の支払 775 百万円等により 2,009

百万円減少し、12,269 百万円となりました。この結果、自己資本比率は 16.0％となりました。 

 

   (後略) 

 

 

 

 

 

 



【訂正後】 

（１）経営成績に関する説明 

 

   (前略) 

 

(住宅事業) 

  

  (中略) 

 

   以上の結果、当事業の売上高は 26,948 百万円、営業損失は 1,856 百万円となりました。 

 

   (中略) 

 

(その他事業) 

  

   (中略) 

 

   以上の結果、当社連結経営成績は、売上高 29,210 百万円となりました。利益につきましては

営業損失 1,830 百万円、経常損失 1,849 百万円、四半期純損失 1,277 百万円となりました。 

 

（２）財政状態に関する説明 

 

   (中略) 

 

また負債は、未払法人税等が 1,670 百万円減少する一方、未成工事受入金が 7,579 百万円、短

期借入金が 2,906 百万円増加した結果、負債合計では、8,135 百万円増加し、63,991 百万円とな

りました。  

純資産は、第１四半期純損失 1,277 百万円の計上及び配当金の支払 775 百万円等により 2,023

百万円減少し、12,255 百万円となりました。この結果、自己資本比率は 16.0％となりました。 

 

   (後略) 

 

 

 

 

 

 

 



□ ６ページ ３．四半期連結財務諸表 （１）四半期連結貸借対照表 負債の部及び純資産の部 

【訂正前】 
（単位：百万円）

          
前連結会計年度 

（平成25年５月31日） 
当第１四半期連結会計期間
（平成25年８月31日） 

負債の部 

 流動負債 

  支払手形・工事未払金等 21,692 20,814

  1年内償還予定の社債 400 400

  短期借入金 1,616 4,522

  1年内返済予定の長期借入金 1,312 1,312

  未払法人税等 1,749 79

  未成工事受入金 16,658 24,223

  完成工事補償引当金 805 825

  賞与引当金 － 613

  その他 5,756 5,026

  流動負債合計 49,991 57,818

 固定負債 

  社債 1,100 1,100

  長期借入金 2,812 3,044

  繰延税金負債 25 29

  資産除去債務 977 996

  その他 949 989

  固定負債合計 5,864 6,158

 負債合計 55,856 63,977

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 4,310 4,310

  資本剰余金 4,327 4,327

  利益剰余金 5,524 3,486

  株主資本合計 14,162 12,123

 その他の包括利益累計額 

  その他有価証券評価差額金 △17 11

  繰延ヘッジ損益 5 1

  為替換算調整勘定 92 82

  その他の包括利益累計額合計 81 96

 少数株主持分 35 49

 純資産合計 14,279 12,269

負債純資産合計 70,135 76,246

 



【訂正後】 
（単位：百万円）

          
前連結会計年度 

（平成25年５月31日） 
当第１四半期連結会計期間
（平成25年８月31日） 

負債の部 

 流動負債 

  支払手形・工事未払金等 21,692 20,814

  1年内償還予定の社債 400 400

  短期借入金 1,616 4,522

  1年内返済予定の長期借入金 1,312 1,312

  未払法人税等 1,749 79

  未成工事受入金 16,658 24,238

  完成工事補償引当金 805 825

  賞与引当金 － 613

  その他 5,756 5,026

  流動負債合計 49,991 57,832

 固定負債 

  社債 1,100 1,100

  長期借入金 2,812 3,044

  繰延税金負債 25 29

  資産除去債務 977 996

  その他 949 989

  固定負債合計 5,864 6,158

 負債合計 55,856 63,991

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 4,310 4,310

  資本剰余金 4,327 4,327

  利益剰余金 5,524 3,471

  株主資本合計 14,162 12,109

 その他の包括利益累計額 

  その他有価証券評価差額金 △17 11

  繰延ヘッジ損益 5 1

  為替換算調整勘定 92 82

  その他の包括利益累計額合計 81 96

 少数株主持分 35 49

 純資産合計 14,279 12,255

負債純資産合計 70,135 76,246

 



□７ページ （２）四半期連結損益計算書 第１四半期連結累計期間 

【訂正前】 
（単位：百万円）

          当第１四半期連結累計期間 
（自  平成25年６月１日 

    至  平成25年８月31日）

売上高 29,406

売上原価 22,333

売上総利益 7,072

販売費及び一般管理費 8,888

営業損失(△) △1,816

営業外収益 

 受取利息 2

 受取配当金 2

 違約金収入 15

 その他 29

 営業外収益合計 51

営業外費用 

 支払利息 23

 その他 45

 営業外費用合計 69

経常損失(△) △1,834

特別損失 

 固定資産除却損 7

 特別損失合計 7

税金等調整前四半期純損失(△) △1,842

法人税、住民税及び事業税 61

法人税等調整額 △636

法人税等合計 △575

少数株主損益調整前四半期純損失(△) △1,267

少数株主損失(△) △4

四半期純損失(△) △1,263

 

四半期連結包括利益計算書 第１四半期連結累計期間 
（単位：百万円）

          当第１四半期連結累計期間 
（自  平成25年６月１日 

    至  平成25年８月31日）

少数株主損益調整前四半期純損失(△) △1,267

その他の包括利益 

 その他有価証券評価差額金 29

 繰延ヘッジ損益 △3

 為替換算調整勘定 △6

 その他の包括利益合計 18

四半期包括利益 △1,249

(内訳) 

 親会社株主に係る四半期包括利益 △1,247

 少数株主に係る四半期包括利益 △1

 



【訂正後】 

四半期連結損益計算書 第１四半期連結累計期間 
（単位：百万円）

          当第１四半期連結累計期間 
（自  平成25年６月１日 

    至  平成25年８月31日）

売上高 29,210

売上原価 22,151

売上総利益 7,058

販売費及び一般管理費 8,888

営業損失(△) △1,830

営業外収益 

 受取利息 2

 受取配当金 2

 違約金収入 15

 その他 29

 営業外収益合計 51

営業外費用 

 支払利息 23

 その他 45

 営業外費用合計 69

経常損失(△) △1,849

特別損失 

 固定資産除却損 7

 特別損失合計 7

税金等調整前四半期純損失(△) △1,856

法人税、住民税及び事業税 61

法人税等調整額 △636

法人税等合計 △575

少数株主損益調整前四半期純損失(△) △1,281

少数株主損失(△) △4

四半期純損失(△) △1,277

 

四半期連結包括利益計算書 第１四半期連結累計期間 
（単位：百万円）

          当第１四半期連結累計期間 
（自  平成25年６月１日 

    至  平成25年８月31日）

少数株主損益調整前四半期純損失(△) △1,281

その他の包括利益 

 その他有価証券評価差額金 29

 繰延ヘッジ損益 △3

 為替換算調整勘定 △6

 その他の包括利益合計 18

四半期包括利益 △1,263

(内訳) 

 親会社株主に係る四半期包括利益 △1,261

 少数株主に係る四半期包括利益 △1

 



10 ページ ４．補足情報 

（１）受注及び販売の状況（連結） 

【訂正前】 

 

   （前略） 

 

②販売 

売上 平成25年５月期第１四半期 平成26年５月期第１四半期 増減 

セグメント 内容 棟数 金額 棟数 金額 棟数 金額 

住宅事業 注文住宅 1,341 22,821 1,512 25,544 171 2,723

  賃貸住宅 3 63 9 271 6 208

  リフォーム ― 278 ― 1,127 ― 848

  その他売上 ― 292 ― 239 ― △52

  計 1,344 23,456 1,521 27,183 177 3,727

不動産事業 戸建分譲 39 1,283 21 875 △18 △408

  マンション ― ― ― 0 ― 0

  サブリース ― 287 ― 270 ― △17

  その他売上 ― 0 ― 0 ― △0

  計 39 1,572 21 1,146 △18 △426

金融事業   ― 188 ― 205 ― 17

その他事業  ― 2,365 ― 2,628 ― 263

調整 ― △1,170 ― △1,757 ― △586

合計 1,383 26,411 1,542 29,406 159 2,994

 



【訂正後】 

 

   （前略） 

 

②販売 

売上 平成25年５月期第１四半期 平成26年５月期第１四半期 増減 

セグメント 内容 棟数 金額 棟数 金額 棟数 金額 

住宅事業 注文住宅 1,341 22,821 1,512 25,544 171 2,723

  賃貸住宅 3 63 9 271 6 208

  リフォーム ― 278 ― 931 ― 652

  その他売上 ― 292 ― 239 ― △52

  計 1,344 23,456 1,521 26,987 177 3,531

不動産事業 戸建分譲 39 1,283 21 875 △18 △408

  マンション ― ― ― 0 ― 0

  サブリース ― 287 ― 270 ― △17

  その他売上 ― 0 ― 0 ― △0

  計 39 1,572 21 1,146 △18 △426

金融事業   ― 188 ― 205 ― 17

その他事業  ― 2,365 ― 2,628 ― 263

調整 ― △1,170 ― △1,757 ― △586

合計 1,383 26,411 1,542 29,210 159 2,798

 


