
平成 28 年 2 月 10 日 

各  位 

                   

会 社 名 株 式 会 社 コ ロ ワ イ ド 

代表者名 代表取締役社長 野 尻 公 平 

（コード番号 7616 東証第一部） 

問合せ先 経理部部長 久松  寛 

（連絡先電話番号：045-274-5970） 

 

（訂正・数値データ訂正） 

「平成28年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

 

 平成28年1月29日に公表いたしました、「平成28年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」

に一部訂正すべき事項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。 

尚、訂正箇所には下線を付してあります。 

 

記 

 

１．訂正理由 

 四半期財務諸表のうち、「四半期連結キャッシュ・フロー計算書」について、「定期預金の預入によ

る支出」、「長期借入れによる収入」及び「長期借入金の返済による支出」について記載の誤りがあっ

たため訂正を行うものです。 

 

２．訂正の内容 
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1.当四半期決算に関する定性的情報 

（2）財政状態に関する説明 

②キャッシュ・フローの状況 

 

【訂正前】 

 当第 3 四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・

フローが 158 億 94 百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが△63億 44 百万円、財務活動

によるキャッシュ・フローが 110 億 83 百万円となりました結果、前連結会計年度末に比べ 206

億 25 百万円増加し、468 億 53 百万円となりました。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前四半期純利益、減価償却費及び  

のれん償却額の計上によるものであります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出によるもので 

あります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入金の返済による支出及び社債の償還に

よる支出があるものの、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によるもの

であります。 

 

 

 



【訂正後】 

 当第 3 四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・

フローが 158 億 94 百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが△209 億 36 百万円、財務活

動によるキャッシュ・フローが 110 億 83 百万円となりました結果、前連結会計年度末に比べ

60 億 33 百万円増加し、322 億 61 百万円となりました。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前四半期純利益、減価償却費及び  

のれん償却額の計上によるものであります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、主に定期預金の預入による支出及び有形固定資産の

取得による支出によるものであります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入金の返済による支出及び社債の償還に

よる支出があるものの、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によるもの

であります。 
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３．四半期連結財務諸表 

（3）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 

【訂正前】 

 （単位：百万円）

 

前第３四半期連結累計期間 

(自 平成26年４月１日 

 至 平成26年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成27年４月１日 

 至 平成27年12月31日) 

（省略） （省略） （省略） 

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 △4,788 △6,330 

有形固定資産の売却による収入 98 296 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

支出 
△10,404 － 

関係会社株式の取得による支出 △565 － 

敷金及び保証金の差入による支出 △920 △1,407 

敷金及び保証金の回収による収入 863 996 

その他 △655 101 

投資活動によるキャッシュ・フロー △16,371 △6,344 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 33,470 5,162 

短期借入金の返済による支出 △29,810 △2,922 

長期借入れによる収入 17,380 2,802 

長期借入金の返済による支出 △6,606 △11,830 

社債の償還による支出 △2,396 △2,689 

配当金の支払額 △591 △588 

非支配株主からの払込みによる収入 10,000 189 

非支配株主への配当金の支払額 △126 △295 

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 
－ 22,945 

その他 △1,398 △1,689 



財務活動によるキャッシュ・フロー 19,920 11,083 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2 △8 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 13,028 20,625 

現金及び現金同等物の期首残高 21,868 26,228 

現金及び現金同等物の四半期末残高 34,896 46,853 

 

【訂正後】 

 （単位：百万円）

 

前第３四半期連結累計期間 

(自 平成26年４月１日 

 至 平成26年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成27年４月１日 

 至 平成27年12月31日) 

（省略） （省略） （省略） 

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 △9 △14,604 

有形固定資産の取得による支出 △4,788 △6,330 

有形固定資産の売却による収入 98 296 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

支出 
△10,404 － 

関係会社株式の取得による支出 △565 － 

敷金及び保証金の差入による支出 △920 △1,407 

敷金及び保証金の回収による収入 863 996 

その他 △646 113 

投資活動によるキャッシュ・フロー △16,371 △20,936 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 33,470 5,162 

短期借入金の返済による支出 △29,810 △2,922 

長期借入れによる収入 17,380 780 

長期借入金の返済による支出 △6,606 △9,808 

社債の償還による支出 △2,396 △2,689 

配当金の支払額 △591 △588 

非支配株主からの払込みによる収入 10,000 189 

非支配株主への配当金の支払額 △126 △295 

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 
－ 22,945 

その他 △1,398 △1,689 

財務活動によるキャッシュ・フロー 19,920 11,083 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2 △8 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 13,028 6,033 

現金及び現金同等物の期首残高 21,868 26,228 

現金及び現金同等物の四半期末残高 34,896 32,261 

 

以上 

 

 


