
2020年６月22日

各 位

会 社 名 朝日放送グループホールディングス株式会社

代表者名 代表取締役社長 沖中 進

(コード：9405、東証第１部)

問合せ先 経理部長 上田 博一

(TEL.06－6458－5321)

(((((訂正訂正訂正訂正訂正・・・・・数値データ訂正数値データ訂正数値データ訂正数値データ訂正数値データ訂正)))))「「「「「22222000002222200000年年年年年３３３３３月月月月月期期期期期 決算短決算短決算短決算短決算短信信信信信［［［［［日本基日本基日本基日本基日本基準準準準準］］］］］(((((連結連結連結連結連結)))))」」」」」の一部訂正についての一部訂正についての一部訂正についての一部訂正についての一部訂正について

2020年５月22日に発表いたしました「2020年３月期 決算短信［日本基準］(連結)」について一部訂正がありまし

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。

記

１．訂正箇所および内容

（１）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 4,546 2,535 3,322 26,643

2019年３月期 3,286 △2,394 △53 16,239

【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 4,546 2,655 3,203 26,643

2019年３月期 3,286 △2,394 △53 16,239
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（２）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】

当連結会計年度のキャッシュ・フローについては、営業活動により45億４千６百万円の収入となり、投資活動

により25億３千５百万円の収入となり、財務活動により33億２千２百万円の収入となりました。・・・・・・

（投資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・フローは、有形固定資産の取得による支出の一方で、投資有価証券の売却による

収入等により、25億３千５百万円の収入 （前年同期は23億９千４百万円の支出）となりました。

（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・フローは、主に社債の発行により、33億２千２百万円の収入（前年同期は５千３

百万円の支出）となりました。

【訂正後】

当連結会計年度のキャッシュ・フローについては、営業活動により45億４千６百万円の収入となり、投資活動

により26億５千５百万円の収入となり、財務活動により32億３百万円の収入となりました。・・・・・・

（投資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・フローは、有形固定資産の取得による支出の一方で、投資有価証券の売却による

収入等により、26億５千５百万円の収入 （前年同期は23億９千４百万円の支出）となりました。

（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・フローは、主に社債の発行により、32億３百万円の収入（前年同期は５千３百万

円の支出）となりました。
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（３）添付資料10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 4,491 3,694

減価償却費 3,031 3,223

減損損失 - 1,076

のれん償却額 - 40

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △1

会場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） - 272

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △1,120 △1,229

受取利息及び受取配当金 △269 △247

支払利息 8 20

有形固定資産売却損益（△は益） △52 △922

固定資産処分損益（△は益） 19 8

投資有価証券売却損益（△は益） △23 △747

投資有価証券評価損益（△は益） 70 19

投資事業組合運用損益（△は益） 14 49

匿名組合投資損益（△は益） - 64

売上債権の増減額（△は増加） △431 1,248

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,993 624

仕入債務の増減額（△は減少） 509 △877

出資金の増減額（△は増加） - △309

その他 928 △24

小計 4,181 5,983

利息及び配当金の受取額 344 262

利息の支払額 △8 △20

法人税等の支払額 △1,230 △1,679

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,286 4,546

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 △273 △319

定期預金の払戻による収入 273 323

有価証券の売却による収入 1,400 -

有形固定資産の取得による支出 △3,185 △1,616

有形固定資産の売却による収入 563 1,720

無形固定資産の取得による支出 △530 △299

資産除去債務の履行による支出 △78 △315

投資有価証券の取得による支出 △879 △326

投資有価証券の売却による収入 227 874

投資有価証券の償還による収入 - 800

匿名組合出資金の払込による支出 - △75

匿名組合出資金の払戻による収入 - 10

子会社株式の取得による支出 - △119

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入

- 1,597

貸付けによる支出 △75 △10

貸付金の回収による収入 10 14

その他 152 279

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,394 2,535
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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 4,491 3,694

減価償却費 3,031 3,223

減損損失 - 1,076

のれん償却額 - 40

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △1

会場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） - 272

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △1,120 △1,229

受取利息及び受取配当金 △269 △247

支払利息 8 20

有形固定資産売却損益（△は益） △52 △922

固定資産処分損益（△は益） 19 8

投資有価証券売却損益（△は益） △23 △747

投資有価証券評価損益（△は益） 70 19

投資事業組合運用損益（△は益） 14 49

匿名組合投資損益（△は益） - 64

売上債権の増減額（△は増加） △431 1,248

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,993 624

仕入債務の増減額（△は減少） 509 △877

出資金の増減額（△は増加） - △309

その他 928 △24

小計 4,181 5,983

利息及び配当金の受取額 344 262

利息の支払額 △8 △20

法人税等の支払額 △1,230 △1,679

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,286 4,546

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 △273 △319

定期預金の払戻による収入 273 323

有価証券の売却による収入 1,400 -

有形固定資産の取得による支出 △3,185 △1,616

有形固定資産の売却による収入 563 1,720

無形固定資産の取得による支出 △530 △299

資産除去債務の履行による支出 △78 △315

投資有価証券の取得による支出 △879 △326

投資有価証券の売却による収入 227 874

投資有価証券の償還による収入 - 800

匿名組合出資金の払込による支出 - △75

匿名組合出資金の払戻による収入 - 10

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入

- 1,597

貸付けによる支出 △75 △10

貸付金の回収による収入 10 14

その他 152 279

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,394 2,655
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（３）添付資料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)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 1,000 140

長期借入金の返済による支出 △190 △637

社債の発行による収入 - 4,972

社債の償還による支出 - △16

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △817 △1,104

非支配株主への配当金の支払額 △13 △17

リース債務の返済による支出 △32 △14

財務活動によるキャッシュ・フロー △53 3,322

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 839 10,404

現金及び現金同等物の期首残高 15,076 16,239

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 323 -

現金及び現金同等物の期末残高 16,239 26,643

【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)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 1,000 140

長期借入金の返済による支出 △190 △637

社債の発行による収入 - 4,972

社債の償還による支出 - △16

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △817 △1,104

非支配株主への配当金の支払額 △13 △17

リース債務の返済による支出 △32 △14

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得
による支出

- △119

財務活動によるキャッシュ・フロー △53 3,203

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 839 10,404

現金及び現金同等物の期首残高 15,076 16,239

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 323 -

現金及び現金同等物の期末残高 16,239 26,643

２．訂正の理由

「2020年３月期 決算短信［日本基準］(連結)」の記載に一部誤りがありましたので、訂正するものであります。

以 上
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