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2020年６月 18日 

各 位 

会 社 名  株 式 会 社 カ ク ヤ ス 

代 表 者名  代 表 取 締 役 社 長 佐 藤 順 一 

  （コード番号：7686 東証第二部） 

問 合 せ先  執行役員財務経理部長 前垣内  洋行 

（ TEL： 03-5959-3088） 

 

 

（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日に公表しました「2020年 3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部に誤りがありまし

たので、下記のとおり訂正させていただきます。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おります。 

 

記 

 

１． 訂正理由 

 「2020年 3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」公表後の有価証券報告書の作成過程におきまして、記

載内容の一部に誤りがあることが判明しましたので、これを訂正いたします。 

 

２． 訂正内容 

 

＜決算短信 ２ページ＞ 

１.経営成績等の概況 

（２）当期の財政状態の概況 

 

【訂正前】 

（前略）純資産は、前連結会計年度末に比べ 479百万円増加し、5,162百万円となり自己資本比率は

18.1％となりました。主な要因は、親会社株主に帰属する当期純利益の計上による利益剰余金の増加

（501百万円）、東京証券取引所第二部への上場に伴う普通株式の発行等による資本金及び資本剰余金の

それぞれの増加（255百万円）、利益剰余金の配当による減少（360百万円）によるものであります。 

 

【訂正後】 

（前略）純資産は、前連結会計年度末に比べ 479百万円増加し、5,162百万円となり自己資本比率は

18.1％となりました。主な要因は、親会社株主に帰属する当期純利益の計上による利益剰余金の増加

（513百万円）、東京証券取引所第二部への上場に伴う普通株式の発行等による資本金及び資本剰余金の

それぞれの増加（255百万円）、利益剰余金の配当による減少（360百万円）によるものであります。 
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＜決算短信 11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 

 

【訂正前】 

  （単位：百万円） 

 

 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) 

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 1,282 892 

減価償却費 633 701 

のれん償却額 20 3 

減損損失 518 381 

固定資産売却損益（△は益） － △16 

株式交付費 － 4 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1 43 

賞与引当金の増減額（△は減少） △62 △44 

受取利息及び受取配当金 △17 △17 

支払利息 28 30 

売上債権の増減額（△は増加） 316 1,919 

たな卸資産の増減額（△は増加） △12 △75 

未収入金の増減額（△は増加） 80 132 

仕入債務の増減額（△は減少） △523 △1,157 

未払金の増減額（△は減少） △59 △202 

その他 37 39 

小計 2,243 2,634 

利息及び配当金の受取額 15 17 

利息の支払額 △27 △30 

法人税等の還付額 49 1 

法人税等の支払額 △305 △677 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,975 1,945 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

固定資産の取得による支出 △2,865 △1,179 

定期預金の払戻による収入 1,220 － 

投資有価証券の売却による収入 － 28 

敷金及び保証金の差入による支出 △163 △27 

敷金及び保証金の回収による収入 195 14 

資産除去債務の履行による支出 △40 △9 

その他 △45 △21 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,700 △1,195 

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） △416 1,636 

長期借入れによる収入 1,950 － 

長期借入金の返済による支出 △734 △682 

リース債務の返済による支出 △205 △201 

株式の発行による収入 － 417 

新株予約権の行使による株式の発行による収入 － 89 

セール・アンド・リースバックによる収入 178 － 

配当金の支払額 △334 △360 

財務活動によるキャッシュ・フロー 438 899 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 713 1,648 

現金及び現金同等物の期首残高 1,127 1,840 

現金及び現金同等物の期末残高 1,840 3,489 
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【訂正後】 

  （単位：百万円） 

 

 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) 

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 1,282 892 

減価償却費 633 701 

のれん償却額 20 3 

減損損失 518 381 

投資有価証券売却損益（△は益） － △16 

株式交付費 － 4 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1 43 

賞与引当金の増減額（△は減少） △62 △44 

受取利息及び受取配当金 △17 △17 

支払利息 28 30 

売上債権の増減額（△は増加） 316 1,919 

たな卸資産の増減額（△は増加） △12 △75 

未収入金の増減額（△は増加） 80 132 

仕入債務の増減額（△は減少） △523 △1,157 

未払金の増減額（△は減少） △59 △202 

その他 37 39 

小計 2,243 2,634 

利息及び配当金の受取額 15 17 

利息の支払額 △27 △30 

法人税等の還付額 49 1 

法人税等の支払額 △305 △677 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,975 1,945 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

固定資産の取得による支出 △2,865 △1,179 

定期預金の払戻による収入 1,220 － 

投資有価証券の売却による収入 － 28 

敷金及び保証金の差入による支出 △163 △27 

敷金及び保証金の回収による収入 195 14 

資産除去債務の履行による支出 △40 △9 

その他 △45 △21 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,700 △1,195 

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） △416 1,636 

長期借入れによる収入 1,950 － 

長期借入金の返済による支出 △734 △682 

リース債務の返済による支出 △205 △201 

株式の発行による収入 － 417 

新株予約権の行使による株式の発行による収入 － 89 

セール・アンド・リースバックによる収入 178 － 

配当金の支払額 △334 △360 

財務活動によるキャッシュ・フロー 438 899 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 713 1,648 

現金及び現金同等物の期首残高 1,127 1,840 

現金及び現金同等物の期末残高 1,840 3,489 

 

 

以 上 


