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2020年2月17日 

各 位 

 

会 社 名 ウェルス・マネジメント株式会社 

代表者名 代表取締役社長執行役員 千野 和俊 

    （コード番号：3772 東証第二部） 

問合せ先  常務執行役員経営企画部長  近持 淳 

（電話番号 03－6229－2129） 

 

 
（訂正・数値データ訂正）「2019年3月期決算短信〔日本基準〕（連結）」の 

一部訂正に関するお知らせ 

 

 

2019年5月13日に公表しました「2019年3月期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部に訂正の必要が

生じましたので、下記の通り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

数値データも送信します。 

 
記 

 

１、 訂正の理由 

「2019年 3月期決算短信〔日本基準〕（連結）」発表後に一部記載の誤りが判明したため、訂正を行

うものです。 

 

２、 訂正箇所 

訂正箇所は＿＿で示しております。 

 

決算短信 添付資料P3 

１．経営成績等の概況 

（２）当期の財政状態の概況 

② キャッシュ・フローの状況 

 

（訂正前） 

＜前略＞ 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度末における営業活動による資金の増加は、1,326,295千円（前年同期は1,629,592

千円の資金の増加）となりました。これは主に税金等調整前当期純利益4,427,801千円の計上及び

固定資産売却益△3,178,699千円が計上されたことによるものであります。 

 

（訂正後） 

＜前略＞ 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度末における営業活動による資金の増加は、1,326,295千円（前年同期は1,629,592
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千円の資金の増加）となりました。これは主に税金等調整前当期純利益4,427,801千円の計上及び

固定資産売却益△3,178,996千円が計上されたことによるものであります。 
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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 

 

（訂正前） 

 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

 （単位：千円）

 

 前連結会計年度 

(自 2017年４月１日 

 至 2018年３月31日) 

 当連結会計年度 

(自 2018年４月１日 

 至 2019年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 1,548,284 4,427,801 

減価償却費 85,751 95,204 

のれん償却額 39,357 39,357 

賞与引当金の増減額（△は減少） △6,166 7,587 

株式報酬引当金の増減額（△は減少） － 69,066 

負ののれん発生益 － △292,255 

受取利息 △390 △1,658 

支払利息 79,901 77,626 

持分法による投資損益（△は益） △2,348 △237,328 

固定資産除却損 1,102 － 

固定資産売却損益（△は益） － △3,178,699 

信託預金の増減額（△は増加） △326 △179,238 

売上債権の増減額（△は増加） △68,813 △72,144 

未収消費税等の増減額（△は増加） 49,135 78,762 

その他の資産の増減額（△は増加） 69,548 178,511 

仕入債務の増減額（△は減少） △274 12,496 

その他の負債の増減額（△は減少） △99,956 △36,190 

その他 31,748 243,137 

小計 1,726,556 1,232,037 

利息及び配当金の受取額 239 1,724 

利息の支払額 △80,985 △88,012 

法人税等の支払額 △493,231 △171,543 

法人税等の還付額 477,013 352,089 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,629,592 1,326,295 

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 △29,272 △1,886,770 

無形固定資産の取得による支出 △1,031 △14,747 

有形固定資産の売却による収入 － 7,497,000 

投資有価証券の清算による収入 881,539 － 
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投資有価証券の取得による支出 △5,000 △1,231,100 

投資有価証券の売却による収入 － 271,100 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収

入 
－ 316,526 

その他の支出 △5,567 △13,834 

投資活動によるキャッシュ・フロー 840,668 4,938,173 

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 － 2,800,000 

短期借入金の返済による支出 △1,446,000 △1,000,000 

長期借入れによる収入 35,000 200,000 

長期借入金の返済による支出 △83,748 △7,399,164 

非支配株主からの払込みによる収入 － 300,000 

非支配株主への払戻による支出 △5,000 － 

配当金の支払額 △41,437 △82,476 

その他 △4,167 △6,042 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,545,352 △5,187,682 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 924,908 1,076,786 

現金及び現金同等物の期首残高 377,670 1,302,578 

現金及び現金同等物の期末残高 1,302,578 2,379,364 

 

 

（訂正後） 

 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

 （単位：千円）

 

 前連結会計年度 

(自 2017年４月１日 

 至 2018年３月31日) 

 当連結会計年度 

(自 2018年４月１日 

 至 2019年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 1,548,284 4,427,801 

減価償却費 85,751 95,204 

のれん償却額 39,357 39,357 

賞与引当金の増減額（△は減少） △6,166 7,587 

株式報酬引当金の増減額（△は減少） － 69,066 

負ののれん発生益 － △292,255 

受取利息 △390 △1,658 

支払利息 79,901 77,626 

持分法による投資損益（△は益） △2,348 △237,328 

固定資産除却損 1,102 － 

固定資産売却損益（△は益） － △3,178,996 

信託預金の増減額（△は増加） △326 △179,238 

売上債権の増減額（△は増加） △68,813 △72,144 

未収消費税等の増減額（△は増加） 49,135 78,762 

その他の資産の増減額（△は増加） 69,548 178,511 

仕入債務の増減額（△は減少） △274 12,496 
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その他の負債の増減額（△は減少） △99,956 △36,190 

その他 31,748 243,434 

小計 1,726,556 1,232,037 

利息及び配当金の受取額 239 1,724 

利息の支払額 △80,985 △88,012 

法人税等の支払額 △493,231 △171,543 

法人税等の還付額 477,013 352,089 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,629,592 1,326,295 

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 △29,272 △1,886,770 

無形固定資産の取得による支出 △1,031 △14,747 

有形固定資産の売却による収入 － 7,497,000 

投資有価証券の清算による収入 881,539 － 

投資有価証券の取得による支出 △5,000 △1,231,100 

投資有価証券の売却による収入 － 271,100 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収

入 
－ 316,526 

その他の支出 △5,567 △13,834 

投資活動によるキャッシュ・フロー 840,668 4,938,173 

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 － 2,800,000 

短期借入金の返済による支出 △1,446,000 △1,000,000 

長期借入れによる収入 35,000 200,000 

長期借入金の返済による支出 △83,748 △7,399,164 

非支配株主からの払込みによる収入 － 300,000 

非支配株主への払戻による支出 △5,000 － 

配当金の支払額 △41,437 △82,476 

その他 △4,167 △6,042 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,545,352 △5,187,682 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 924,908 1,076,786 

現金及び現金同等物の期首残高 377,670 1,302,578 

現金及び現金同等物の期末残高 1,302,578 2,379,364 

 

 

以 上 


