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2020年５月29日 

各  位 

会 社 名 こころネット株式会社 

代 表 者 名 代表取締役社長 齋 藤 高 紀 

 （コード番号：6060）

問 合 せ 先 取締役     澤 田 正 晴 

 （TEL. 024-573-6556）

 

（訂正・数値データ訂正）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13日に発表した「2020年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」について訂正があり

ましたのでお知らせいたします。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。 

 

１．訂正の理由 

  「2020年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の提出後に、記載内容の一部に訂正すべき事

項があることが判明したため、訂正を行うものであります。 

 

２．訂正の内容 

（サマリー情報） 

１．2020年３月期の連結業績（2019年４月１日～2020年３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
2020年３月期 1,136 234 △669 2,556
2019年３月期 1,283 △417 △690 1,861

 

【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 1,136 243 △679 2,556
2019年３月期 1,283 △417 △690 1,861
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（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） 

 投資活動の結果得られた資金は234百万円となりました。これは主に定期預金の払戻による

収入1,159百万円、定期預金の預入による支出877百万円、有形固定資産の取得による支出186

百万円及び投資有価証券の償還による収入100百万円によるものです。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は669百万円となりました。これは主に長期借入金の返済によ

る支出561百万円、配当金の支払額115百万円によるものです。 

 

【訂正後】 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果得られた資金は243百万円となりました。これは主に定期預金の払戻による

収入1,159百万円、定期預金の預入による支出877百万円、有形固定資産の取得による支出186

百万円及び投資有価証券の償還による収入100百万円によるものです。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は679百万円となりました。これは主に長期借入金の返済によ

る支出561百万円、配当金の支払額115百万円によるものです。 
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（添付資料13ページ） 

（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)

投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の預入による支出 △950,000 △877,000

定期預金の払戻による収入 1,068,000 1,159,000

供託金の預入による支出 △295,000 △100,000

有形固定資産の取得による支出 △308,940 △186,650

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得

による支出 
△21,910 －

有形固定資産の売却による収入 739 106,232

無形固定資産の取得による支出 △101,288 △27,202

固定資産の除却による支出 △12,960 △7,924

投資有価証券の取得による支出 △4,230 －

投資有価証券の売却による収入 20,000 －

投資有価証券の償還による収入 195,000 100,000

貸付けによる支出 △151,935 －

貸付金の回収による収入 40,746 79,994

営業保証金の差入による支出 － △10,600

営業保証金の回収による収入 20,392 52,703

その他 83,844 △54,319

投資活動によるキャッシュ・フロー △417,542 234,232

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） △180,000 －

ファイナンス・リース債務の返済による支

出 
△2,296 △2,393

長期借入れによる収入 350,000 －

長期借入金の返済による支出 △743,117 △561,468

非支配株主からの払込みによる収入 － 9,488

配当金の支払額 △115,188 △115,465

財務活動によるキャッシュ・フロー △690,601 △669,837

現金及び現金同等物に係る換算差額 △118 △6,339

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 175,155 694,985

現金及び現金同等物の期首残高 1,686,284 1,861,440

現金及び現金同等物の期末残高 1,861,440 2,556,425
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【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)

投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の預入による支出 △950,000 △877,000

定期預金の払戻による収入 1,068,000 1,159,000

供託金の預入による支出 △295,000 △100,000

有形固定資産の取得による支出 △308,940 △186,650

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得

による支出 
△21,910 －

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取

得による収入 
－ 9,488

有形固定資産の売却による収入 739 106,232

無形固定資産の取得による支出 △101,288 △27,202

固定資産の除却による支出 △12,960 △7,924

投資有価証券の取得による支出 △4,230 －

投資有価証券の売却による収入 20,000 －

投資有価証券の償還による収入 195,000 100,000

貸付けによる支出 △151,935 －

貸付金の回収による収入 40,746 79,994

営業保証金の差入による支出 － △10,600

営業保証金の回収による収入 20,392 52,703

その他 83,844 △54,319

投資活動によるキャッシュ・フロー △417,542 243,720

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） △180,000 －

ファイナンス・リース債務の返済による支

出 
△2,296 △2,393

長期借入れによる収入 350,000 －

長期借入金の返済による支出 △743,117 △561,468

配当金の支払額 △115,188 △115,465

財務活動によるキャッシュ・フロー △690,601 △679,326

現金及び現金同等物に係る換算差額 △118 △6,339

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 175,155 694,985

現金及び現金同等物の期首残高 1,686,284 1,861,440

現金及び現金同等物の期末残高 1,861,440 2,556,425

 

以 上 


