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平成２９年１１月２９日 

各  位 

会 社 名 株式会社コシダカホールディングス

代表者名 代表取締役社長 腰 髙  博

 （コード番号：２１５７ 東証第一部）

問合せ先
取 締 役 執 行 役 員 

グ ル ー プ 管 理 担 当 
土 井 義 人

 電話 ０２７－２８０－３３７１

 

（再訂正・数値データ訂正） 

｢平成29年8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10月11日に開示いたしました「平成29年８月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載内

容の一部について下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。 

 

記 

 

１．訂正の理由 

 平成29年8月期決算短信発表後の有価証券報告書監査の過程において、決算短信の記載内容に

誤りがあり一部訂正が生じましたので、これを訂正するものであります。 

 

２.   訂正箇所 

① サマリー情報 1. 平成 29 年 8 月期の連結業績(平成 28 年９月１日～平成 29 年８月 31 日) 
(3)連結キャッシュ・フローの状況 
 (訂正前)                           （訂正後） 

 営業活動による 

キャッシュ･フロー 

財務活動による 

キャッシュ･フロー 
 

営業活動による 

キャッシュ･フロー 

財務活動による 

キャッシュ･フロー 

29 年８月期 9,457 4,410 29 年８月期 9,209 4,659

 

② 添付資料３ページ (３)当期のキャッシュ・フローの状況 

  (訂正前) 

 (営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当連結会計年度における営業活動の結果、94億57百万円の資金増加となりました。前連結会計

年度は57億37百万円の資金増加であり、37億19百万円増加額が増えております。 

(省略)  

 (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の結果、44億10百万円の資金増加となりました。前連結会計

年度は５億32百万円の資金増加であり、38億78百万円増加額が増えております。これは主に、株

式の発行による収入が31億53百万円および自己株式の売却による収入が20億18百万円増えた一方

で、長期借入れによる収入が20億60百万円および自己株式の取得による支出が11億18百万円減っ

たことなどによるものであります。 
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(訂正後) 

 (営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当連結会計年度における営業活動の結果、92億９百万円の資金増加となりました。前連結会計

年度は57億37百万円の資金増加であり、34億71百万円増加額が増えております。 

(省略)  

 (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の結果、46億59百万円の資金増加となりました。前連結会計

年度は５億32百万円の資金増加であり、41億26百万円増加額が増えております。これは主に、株

式の発行による収入が31億26百万円および自己株式の売却による収入が22億93百万円増えた一方

で、長期借入れによる収入が20億60百万円および自己株式の取得による支出が11億18百万円減っ

たことなどによるものであります。 

 

③ 添付資料６ページ （１）連結貸借対照表 
          （訂正前）                        （訂正後） 

当連結会計年度 

（平成29年８月31日） 

当連結会計年度 

（平成29年８月31日） 

資産の部 

固定資産 

 資産の部 

固定資産 

 

 有形固定資産   有形固定資産  

建物及び構築物  20,574,705 建物及び構築物  21,143,674

減価償却累計額  △8,857,968 減価償却累計額  △9,426,936

建物及び構築物(純額)  11,716,737 建物及び構築物(純額)  11,716,737

    

リース資産  538,486 リース資産  538,486

減価償却累計額  △489,248 減価償却累計額  △489,247

リース資産(純額)  49,238 リース資産(純額)  49,238

 
 

④ 添付資料８ページ （２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書（連結損益計算書） 
           （訂正前）                        （訂正後） 

当連結会計年度 

（平成29年８月31日） 

当連結会計年度 

（平成29年８月31日） 

売上原価  40,826,941 売上原価  40,998,606

売上総利益  14,456,641 売上総利益  14,284,976

販売費及び一般管理費  8,310,171 販売費及び一般管理費  8,138,507

営業利益  6,146,469 営業利益  6,146,469

 
⑤ 添付資料 11 ページ （３）連結株主資本等変動計算書 

          当連結会計年度(自 平成 28 年９月１日 至 平成 29 年８月 31 日) 
             (訂正前)                          （訂正後） 

 
株主資本 

  
株主資本 

資本剰余金 株主資本合計 資本剰余金 株主資本合計

当期変動額  当期変動額  

 新株の発行 1,851,977 3,428,635  新株の発行 1,576,657 3,153,315

自己株式の処分 － 2,018,000 自己株式の処分 275,320 2,293,320

当期変動額合計 1,851,977 8,073,794 当期変動額合計 1,851,977 8,073,794

    

 純資産合計  純資産合計 

当期変動額  当期変動額 

 新株の発行 3,428,635   新株の発行 3,153,315

自己株式の処分 2,018,000  自己株式の処分 2,293,320

当期変動額合計 8,391,025  当期変動額合計 8,391,025

 

 



 3

⑥ 12、13 ページ （４）連結キャッシュ・フロー計算書 
 (訂正前)                            （訂正後） 

 
 
⑦ 16 ページ（セグメント情報等） 

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 
当連結会計年度(自 平成 28 年９月１日 至 平成 29 年８月 31 日) 

(訂正前)                              （訂正後） 

 調整額 
連結財務諸表

計上額 
 調整額 

連結財務諸表計

上額 

セグメント資産 6,769,202 43,696,412 セグメント資産 6,762,962 43,690,171

 
以上 

 

当連結会計年度 

（自 平成28年９月１日 

  至 平成29年８月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成28年９月１日 

  至 平成29年８月31日） 

営業活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ  営業活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ  

 その他   434,088  その他   185,522

小計  11,395,985 小計  11,147,420

営業活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ   9,457,654 営業活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ   9,209,089

財務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   

株式の発行による収入  3,153,315 株式の発行による収入  3,126,560

自己株式の売却による収入  2,018,000 自己株式の売却による収入  2,293,320

財務活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ  4,410,572 財務活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ  4,659,138

現金及び現金同等物の増減額  7,505,291 現金及び現金同等物の増減額  7,505,291


