
 

 

1 

 

  2019年 3月 27日 

各      位 

会社名 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン 

代表者 代表取締役社長 石坂 信也 

 （コード番号 3319 東証第一部） 

問合先 取締役執行役員最高財務責任者 西野 洋 

 （TEL. 03－5656－2865） 

 

 

（訂正・数値データ訂正） 

「平成 30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、2019年 2月 12日に公表いたしました「平成 30年 12月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」につい

て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。なお、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． 訂正の理由 

「平成 30年 12月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の公表後、有価証券報告書の作成過程におきまして、

連結キャッシュ・フロー計算書の記載の一部に訂正が生じましたので、関連する数値の訂正を行うものであ

ります。なお、今回の訂正による経営成績及び財政状態への影響はございません。 

 

２．訂正の内容 

訂正箇所については下線を付して表示しております。 

 

＜サマリー情報 １ページ＞ 

１． 平成30年12月期の連結業績（平成30年１月１日～平成30年12月31日） 

（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 

30年 12月期 442 △2,731 2,441 1,700 

29年 12月期 435 △1,254 845 1,533 

 

【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 

30年 12月期 442 △3,526 3,236 1,700 

29年 12月期 435 △1,254 845 1,533 

 

 



 

 

2 

 

 

＜添付資料 ３ページ＞ 

１． 経営成績等の概況 

（３）当期のキャッシュ・フローの概況 

 

【訂正前】 

  （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、2,731百万円の支出（前年同期は1,254

百万円の支出）となりました。これは主に連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出1,961

百万円、有形固定資産の取得による支出462百万円、無形固定資産の取得による支出619百万円、貸付金

の回収による収入336百万円等によるものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、2,441百万円の収入（前年同期は845

百万円の収入）となりました。これは主に短期借入金の純増加額608百万円、長期借入れによる収入2,000

百万円が、配当金の支払額164百万円を上回ったことによるものであります。 

 

 

【訂正後】 

  （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、3,526百万円の支出（前年同期は1,254

百万円の支出）となりました。これは主に連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出1,961

百万円、貸付けによる支出795百万円、有形固定資産の取得による支出462百万円、無形固定資産の取得

による支出619百万円、貸付金の回収による収入336百万円等によるものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、3,236百万円の収入（前年同期は845

百万円の収入）となりました。これは主に短期借入金の純増加額1,403百万円、長期借入れによる収入

2,000百万円が、配当金の支払額164百万円を上回ったことによるものであります。 

 

 

＜添付資料 12ページ＞ 

３．連結財務諸表及び主な注記 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 
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【訂正前】 

                      (単位：千円) 

                    前連結会計年度 

(自 平成 29年１月１日 

 至 平成 29年 12月 31日) 

当連結会計年度 

(自 平成 30年１月１日 

 至 平成 30年 12月 31日) 

  （略） 

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 △165,498 △462,677 

  有形固定資産の売却による収入 12 － 

  無形固定資産の取得による支出 △683,904 △619,136 

  投資有価証券の取得による支出 △27,530 － 

  投資有価証券の売却による収入 121 － 

  貸付けによる支出 △336,129 △492 

  貸付金の回収による収入 － 336,333 

  敷金の回収による収入 4,016 15,385 

  敷金の差入による支出 △31,676 △31,321 

  子会社株式の取得による支出 △15,000 － 

  連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 － △1,961,566 

  その他 609 △8,075 

  投資活動によるキャッシュ・フロー △1,254,980 △2,731,551 

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） 950,000 608,186 

  長期借入れによる収入 － 2,000,000 

  長期借入金の返済による支出 － △193 

  新株予約権の行使による株式の発行による収入 44,781 － 

  リース債務の返済による支出 △4,723 △2,343 

  配当金の支払額 △144,848 △164,449 

  自己株式の取得による支出 △88 △146 

  財務活動によるキャッシュ・フロー 845,120 2,441,053 

【訂正後】 

                      (単位：千円) 

                    前連結会計年度 

(自 平成 29年１月１日 

 至 平成 29年 12月 31日) 

当連結会計年度 

(自 平成 30年１月１日 

 至 平成 30年 12月 31日) 

  （略） 

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 △165,498 △462,677 

  有形固定資産の売却による収入 12 － 

  無形固定資産の取得による支出 △683,904 △619,136 

  投資有価証券の取得による支出 △27,530 － 

  投資有価証券の売却による収入 121 － 

  貸付けによる支出 △336,129 △795,552 

  貸付金の回収による収入 － 336,333 

  敷金の回収による収入 4,016 15,385 

  敷金の差入による支出 △31,676 △31,321 

  子会社株式の取得による支出 △15,000 － 

  連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 － △1,961,566 

  その他 609 △8,075 

  投資活動によるキャッシュ・フロー △1,254,980 △3,526,611 

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 950,000 1,403,246 

  長期借入れによる収入 － 2,000,000 

  長期借入金の返済による支出 － △193 

  新株予約権の行使による株式の発行による収入 44,781 － 

  リース債務の返済による支出 △4,723 △2,343 

  配当金の支払額 △144,848 △164,449 

  自己株式の取得による支出 △88 △146 

  財務活動によるキャッシュ・フロー 845,120 3,236,113 

以 上 


