
       

2020年 6月 19日 

各 位 

住 所 兵庫県姫路市豊沢町 79 番地 
会 社 名 ＷＤＢホールディングス株式会社 

代 表 者 の 
役 職 氏 名 

代表取締役社長  中野敏光 

（コード番号 ： 2475  東証第一部） 
問い合わせ先 専務取 締役    大塚美 樹 
電 話 番 号 079－287－0111 

 

（訂正・数字データ訂正）「2020年 3月期決算短信 〔日本基準〕（連結）」 

の一部訂正について 

 

2020 年 5 月 14 日に公表いたしました「2020 年 3 月期決算短信 〔日本基準〕（連結）」の一

部に訂正がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

また、数字データにも訂正がありましたので訂正後の数字データも送信します。 

 

記 

 

１．訂正理由 

2020 年３月期決算短信発表後の有価証券報告書の作成過程におきまして、記載内容に一部訂

正が生じましたので、提出済みの決算短信を訂正するものであります。 

 

２．訂正箇所 

訂正箇所は下線を付して表示しております。 



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 

2020年３月期 3,043 △6 △96 16,187 

2019年３月期 3,322 △432 △388 13,275 

 

（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 

2020年３月期 3,043 △531 428 16,187 

2019年３月期 3,322 △432 △388 13,275 
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（３）キャッシュ・フローの状況 

（訂正前） 

＜省略＞ 

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

 営業活動の結果により得られた資金は、税金等調整前当期純利益 4,926百万円を計上しましたが、法人税等

の支払額が 2,212 百万円となったこと等により、前連結会計年度に比べ 279 百万円減少の 3,043 百万円の収入

（前期は 3,322百万円の収入）となりました。 

 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資活動により支出された資金は、前連結会計年度に比べ 426百万円減少し６百万円の支出（前期は 432

百万円の支出）となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出318百万円、敷金の差入による支出238

百万円、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 524百万円によるものであります。 

 

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

 財務活動により支出された資金は、前連結会計年度に比べ 291 百万円減少し 96 百万円の支出（前期は

388百万円の支出）となりました。これは主に配当金の支払額 485百万円および連結子会社増資に伴う非支配株

主からの払込による収入 401 百万円があったことによるものであります。 



（訂正後） 

＜省略＞ 

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

 営業活動の結果により得られた資金は、税金等調整前当期純利益 4,926百万円を計上しましたが、法人税等

の支払額が 1,865 百万円となったこと等により、前連結会計年度に比べ 279 百万円減少の 3,043 百万円の収入

（前期は 3,322百万円の収入）となりました。 

 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資活動により支出された資金は、前連結会計年度に比べ 98 百万円増加し 531 百万円の支出（前期は

432百万円の支出）となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出318百万円、敷金の差入による支出

238百万円によるものであります。 

 

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

 財務活動により得られた資金は、前連結会計年度に比べ816百万円増加し428百万円の収入（前期は388

百万円の支出）となりました。これは主に配当金の支払額 485 百万円、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式

の売却による収入 524 百万円、連結子会社増資に伴う非支配株主からの払込による収入 401 百万円があったこと

によるものであります。 
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（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 2018年４月１日 

 至 2019年３月31日) 

 当連結会計年度 

(自 2019年４月１日 

 至 2020年３月31日) 

＜省略＞   

投資活動によるキャッシュ・フロー   

＜省略＞   

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 93,724 － 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による

収入 
－ 524,753 

子会社の清算による支出 △82,946 － 

事業譲渡による収入 8,945 － 

その他 △59,916 △33,411 

投資活動によるキャッシュ・フロー △432,761 △6,340 

 

  （単位：千円） 

 

 前連結会計年度 

(自 2018年４月１日 

 至 2019年３月31日) 

 当連結会計年度 

(自 2019年４月１日 

 至 2020年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 △11,270 △12,350 

配当金の支払額 △376,839 △485,421 

連結子会社増資に伴う非支配株主からの払込による収

入 
－ 401,166 

自己株式の取得による支出 △552 △119 

財務活動によるキャッシュ・フロー △388,661 △96,725 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △41,159 △27,480 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,459,796 2,912,486 

現金及び現金同等物の期首残高 10,815,246 13,275,043 

現金及び現金同等物の期末残高 13,275,043 16,187,529 

 



（訂正後） 

  （単位：千円） 

 

 前連結会計年度 

(自 2018年４月１日 

 至 2019年３月31日) 

 当連結会計年度 

(自 2019年４月１日 

 至 2020年３月31日) 

＜省略＞   

投資活動によるキャッシュ・フロー   

＜省略＞   

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 93,724 － 

子会社の清算による支出 △82,946 － 

事業譲渡による収入 8,945 － 

その他 △59,916 △33,411 

投資活動によるキャッシュ・フロー △432,761 △531,094 

 

  （単位：千円） 

 

 前連結会計年度 

(自 2018年４月１日 

 至 2019年３月31日) 

 当連結会計年度 

(自 2019年４月１日 

 至 2020年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 △11,270 △12,350 

配当金の支払額 △376,839 △485,421 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による

収入 
－ 524,753 

連結子会社増資に伴う非支配株主からの払込による収

入 
－ 401,166 

自己株式の取得による支出 △552 △119 

財務活動によるキャッシュ・フロー △388,661 428,027 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △41,159 △27,480 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,459,796 2,912,486 

現金及び現金同等物の期首残高 10,815,246 13,275,043 

現金及び現金同等物の期末残高 13,275,043 16,187,529 
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3．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

＜省略＞ 

当連結会計年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） 

（訂正前） 

    （単位：千円） 

 報告セグメント 
その他 

（注） 
合計 

 
人材サービス 

事業 
ＣＲＯ事業 計 

売上高      

外部顧客への売上高 38,614,614 4,144,856 42,759,471 348,866 43,108,338 

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
40,467 － 40,467 － 40,467 

計 38,655,082 4,144,856 42,799,939 348,866 43,148,805 

セグメント利益 5,077,451 314,243 5,391,694 9,178 5,400,872 

セグメント資産 15,665,180 3,436,248 19,101,428 378,747 19,480,176 

その他の項目      

減価償却費 143,288 28,943 172,231 3,857 176,089 

有形固定資産及び無形固定

資産の増加額 
203,645 92,360 296,005 2,186 298,192 

 

（訂正後） 

    （単位：千円） 

 報告セグメント 
その他 

（注） 
合計 

 
人材サービス 

事業 
ＣＲＯ事業 計 

売上高      

外部顧客への売上高 38,614,614 4,144,856 42,759,471 348,866 43,108,338 

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
40,467 － 40,467 － 40,467 

計 38,655,082 4,144,856 42,799,939 348,866 43,148,805 

セグメント利益 5,077,451 314,243 5,391,694 9,178 5,400,872 

セグメント資産 15,665,180 3,436,248 19,101,428 378,747 19,480,176 

その他の項目      

減価償却費 143,288 28,943 172,231 3,857 176,089 

有形固定資産及び無形固定

資産の増加額 
195,295 111,977 307,272 2,186 309,459 



4．報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（再調整に関する事

項） 

＜省略＞ 

（訂正前） 

    （単位：千円） 

その他の項目 

報告セグメント計 その他 調整額（注） 連結財務諸表計上額 

前連結 

会計年度 

当連結 

会計年度 

前連結 

会計年度 

当連結 

会計年度 

前連結 

会計年度 

当連結 

会計年度 

前連結 

会計年度 

当連結 

会計年度 

減価償却費 130,272 172,231 21,110 3,857 48,950 45,670 200,333 221,759 

有形固定資産及び無形固定資

産の増加額 
106,175 296,005 11,629 2,186 7,690 20,522 125,495 318,714 

 

（訂正後） 

    （単位：千円） 

その他の項目 

報告セグメント計 その他 調整額（注） 連結財務諸表計上額 

前連結 

会計年度 

当連結 

会計年度 

前連結 

会計年度 

当連結 

会計年度 

前連結 

会計年度 

当連結 

会計年度 

前連結 

会計年度 

当連結 

会計年度 

減価償却費 130,272 172,231 21,110 3,857 48,950 45,670 200,333 221,759 

有形固定資産及び無形固定資

産の増加額 
106,175 307,272 11,629 2,186 7,690 9,255 125,495 318,714 

 

 

以上 


