
 
平成29年５月17日 

各 位 
東 京 都 中 央 区 八 丁 堀 二 丁 目 1 0 番 ９ 号 
ユ ニ ゾ ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 
取 締 役 社 長   小  崎   哲  資 

（コード番号：3258 東証第一部） 
問合わせ先 専務取締役兼専務執行役員 山本正登  

電話 03-3523-7536 

 

 

（訂正・数値データ訂正） 

「平成 29年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

 

平成29年４月28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。 

 

１．訂正の内容 

添付資料９ﾍﾟｰｼﾞ ５．連結財務諸表及び主な注記 （1）連結貸借対照表 

 

【訂正前】  

（単位：千円） 

 前連結会計年度 

（平成 28年３月 31日） 

当連結会計年度 

（平成 29年３月 31日） 

資産の部   

 （略）   

土地 65,828,173 105,135,277 

コース勘定 1,489,299 1,489,299 

信託土地 179,609,680 201,338,340 

 

【訂正後】 

（単位：千円） 

 前連結会計年度 

（平成 28年３月 31日） 

当連結会計年度 

（平成 29年３月 31日） 

資産の部   

 （略）   

土地 65,828,173 109,167,755 

コース勘定 1,489,299 1,489,299 

信託土地 179,609,680 197,305,862 

 

２．訂正の理由 

 決算短信発表後、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 
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５．連結財務諸表及び主な注記 

（１）連結貸借対照表 

（訂正前） 
           (単位：千円) 
          

前連結会計年度 
(平成28年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成29年３月31日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 19,647,036 40,402,122 

  受取手形及び売掛金 927,804 1,127,328 

  商品 5,927 9,010 

  原材料及び貯蔵品 23,210 22,049 

  繰延税金資産 298,198 374,620 

  その他 919,078 ※1 9,933,375 

  貸倒引当金 △363 △381 

  流動資産合計 21,820,892 51,868,124 

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 79,663,014 149,642,346 

    減価償却累計額 △3,276,366 △6,485,439 

    建物及び構築物（純額） ※1 76,386,647 ※1 143,156,906 

   信託建物及び信託構築物 114,528,981 124,058,778 

    減価償却累計額 △22,290,926 △26,718,340 

    信託建物及び信託構築物（純額） ※1 92,238,055 ※1 97,340,438 

   機械装置及び運搬具 257,075 324,643 

    減価償却累計額 △141,237 △178,329 

    機械装置及び運搬具（純額） ※1 115,837 ※1 146,314 

   信託機械装置及び信託運搬具 509,676 550,222 

    減価償却累計額 △363,513 △410,209 

    信託機械装置及び信託運搬具（純額） ※1 146,162 ※1 140,013 

   土地 ※1 65,828,173 ※1 105,135,277 

   コース勘定 1,489,299 1,489,299 

   信託土地 ※1 179,609,680 ※1 201,338,340 

   建設仮勘定 1,279,491 2,989,191 

   その他 2,309,040 2,481,638 

    減価償却累計額 △1,628,277 △1,890,246 

    その他（純額） ※1 680,763 ※1 591,391 

   有形固定資産合計 417,774,110 552,327,173 

  無形固定資産 ※1 10,818,414 ※1 10,865,648 

  投資その他の資産   

   投資有価証券 14,298,192 15,049,270 

   繰延税金資産 83,305 64,527 

   その他 1,835,139 2,198,886 

   貸倒引当金 △9,440 △8,960 

   投資その他の資産合計 16,207,197 17,303,724 

  固定資産合計 444,799,722 580,496,547 

 資産合計 466,620,614 632,364,671 

 

  



 

（訂正後） 
           (単位：千円) 
          

前連結会計年度 
(平成28年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成29年３月31日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 19,647,036 40,402,122 

  受取手形及び売掛金 927,804 1,127,328 

  商品 5,927 9,010 

  原材料及び貯蔵品 23,210 22,049 

  繰延税金資産 298,198 374,620 

  その他 919,078 ※1 9,933,375 

  貸倒引当金 △363 △381 

  流動資産合計 21,820,892 51,868,124 

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 79,663,014 149,642,346 

    減価償却累計額 △3,276,366 △6,485,439 

    建物及び構築物（純額） ※1 76,386,647 ※1 143,156,906 

   信託建物及び信託構築物 114,528,981 124,058,778 

    減価償却累計額 △22,290,926 △26,718,340 

    信託建物及び信託構築物（純額） ※1 92,238,055 ※1 97,340,438 

   機械装置及び運搬具 257,075 324,643 

    減価償却累計額 △141,237 △178,329 

    機械装置及び運搬具（純額） ※1 115,837 ※1 146,314 

   信託機械装置及び信託運搬具 509,676 550,222 

    減価償却累計額 △363,513 △410,209 

    信託機械装置及び信託運搬具（純額） ※1 146,162 ※1 140,013 

   土地 ※1 65,828,173 ※1 109,167,755 

   コース勘定 1,489,299 1,489,299 

   信託土地 ※1 179,609,680 ※1 197,305,862 

   建設仮勘定 1,279,491 2,989,191 

   その他 2,309,040 2,481,638 

    減価償却累計額 △1,628,277 △1,890,246 

    その他（純額） ※1 680,763 ※1 591,391 

   有形固定資産合計 417,774,110 552,327,173 

  無形固定資産 ※1 10,818,414 ※1 10,865,648 

  投資その他の資産   

   投資有価証券 14,298,192 15,049,270 

   繰延税金資産 83,305 64,527 

   その他 1,835,139 2,198,886 

   貸倒引当金 △9,440 △8,960 

   投資その他の資産合計 16,207,197 17,303,724 

  固定資産合計 444,799,722 580,496,547 

 資産合計 466,620,614 632,364,671 
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