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（訂正・数値データ訂正）「2021 年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について 

 
 

2021 年５月 10 日に公表いたしました「2021 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部に訂正すべき事項
がありましたので、下記の通りお知らせいたします。訂正箇所には下線を付しております。 
 なお、数値データ（XBRL 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提出いたします。 

 
 
 
1．訂正の理由 
 「2021 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の発表後、記載内容の一部に誤りがあることが判明いたしま
したので、これを訂正いたします。 

 
 
 
２．訂正の内容 

 ○サマリー情報 

 １．2021 年３月期の連結業績（2020 年４月１日～2021 年３月 31 日） 

 
【訂正前】 

（３）連結キャッシュ・フローの状況 
 
 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 
2021 年３月期 △3,285 △5,071 9,268 6,604 
2020 年３月期 5,510 △3,667 △1,938 5,726 

 

【訂正後】 

（３）連結キャッシュ・フローの状況 
 
 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 
2021 年３月期 △4,277 △4,079 9,268 6,604 
2020 年３月期 5,510 △3,667 △1,938 5,726 

 

  



 

○添付資料４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】 

(イ) 営業活動によるキャッシュ・フロー 
営業活動の結果使用した資金は 3,285 百万円（前連結会計年度比 8,795 百万円支出増）となりました。 

収入の主な内訳は、減価償却費 1,681 百万円、減損損失 1,903 百万円、棚卸資産の減少額 3,056 百万円、助成
金の受取額 1,041 百万円であり、支出の主な内訳は、税金等調整前当期純損失 7,519 百万円、賞与引当金の減少
額 630 百万円、仕入債務の減少額 2,043 万円、その他流動負債の減少額 607 百万円および法人税等の支払額 1,021
百万円であります。 
(ロ) 投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動の結果使用した資金は 5,071 百万円（前連結会計年度比 1,404 百万円支出増）となりました。 

これは、主に新規出店、改装に伴う有形固定資産の取得による支出 1,925 百万円、および自社ネット通販サイ
ト開発等による無形固定資産の取得による支出 558 百万円等があったこと、そして連結の範囲の変更を伴う関係
会社出資金の売却による支出 2,938 百万円等によるものであります。 
(ハ) 財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動の結果得られた資金は 9,268 百万円（前連結会計年度比 11,206 百万円収入増）となりました。 

これは、短期借入金の純増加額が 11,000 百万円、配当金の支払額 1,731 百万円があったこと等によるものであ
ります。 
 
 
【訂正後】 

(イ) 営業活動によるキャッシュ・フロー 
営業活動の結果使用した資金は 4,277 百万円（前連結会計年度比 9,787 百万円支出増）となりました。 

収入の主な内訳は、減価償却費 1,681 百万円、減損損失 1,903 百万円、棚卸資産の減少額 3,056 百万円、助成
金の受取額 1,041 百万円であり、支出の主な内訳は、税金等調整前当期純損失 7,519 百万円、賞与引当金の減少
額 630 百万円、仕入債務の減少額 2,043 万円、その他流動負債の減少額 607 百万円および法人税等の支払額 1,021
百万円であります。 

(ロ) 投資活動によるキャッシュ・フロー 
投資活動の結果使用した資金は 4,079 百万円（前連結会計年度比 412 百万円支出増）となりました。 

これは、主に関係会社出資金の売却による収入 991 百万円があった一方、新規出店、改装に伴う有形固定資産
の取得による支出 1,925 百万円、および自社ネット通販サイト開発等による無形固定資産の取得による支出 558
百万円等があったこと、そして連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 2,938 百万円等による
ものであります。 

(ハ) 財務活動によるキャッシュ・フロー 
財務活動の結果得られた資金は 9,268 百万円（前連結会計年度比 11,206 百万円収入増）となりました。 

これは、短期借入金の純増加額が 11,000 百万円、配当金の支払額 1,731 百万円があったこと等によるものであ
ります。 
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５．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 2019年４月１日 
 至 2020年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2020年４月１日 

 至 2021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又は税金等調整前当期
純損失（△） 

6,221 △7,519 

 減価償却費 1,948 1,681 

 無形固定資産償却費 402 386 

 長期前払費用償却額 445 436 

 減損損失 2,509 1,903 

 賞与引当金の増減額（△は減少） △1,118 △630 

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） △101 △3 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △2 

 受取利息及び受取配当金 △0 △0 

 支払利息 18 36 

 助成金収入 - △1,041 

 売上債権の増減額（△は増加） 2,258 △897 

 たな卸資産の増減額（△は増加） △2,960 3,056 

 その他の流動資産の増減額（△は増加） △39 924 

 仕入債務の増減額（△は減少） 50 △2,043 

 その他の流動負債の増減額（△は減少） △795 △607 

 持分法による投資損益（△は益） 151 3 

 関係会社出資金売却損益（△は益） - △67 

 関係会社株式売却損益（△は益） - 457 

 その他 150 193 

 小計 9,139 △3,733 

 利息及び配当金の受取額 0 464 

 利息の支払額 △18 △36 

 助成金の受取額 - 1,041 

 法人税等の支払額 △3,611 △1,021 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 5,510 △3,285 

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 △12 - 

 定期預金の払戻による収入 - 276 

 有形固定資産の取得による支出 △1,966 △1,925 

 資産除去債務の履行による支出 △146 △184 

 無形固定資産の取得による支出 △1,158 △558 

 長期前払費用の取得による支出 △247 △282 

 差入保証金の差入による支出 △451 △361 

 差入保証金の回収による収入 415 346 

 
連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却に
よる収入 

- 547 

 
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却
による支出 

- △2,938 

 その他 △101 8 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △3,667 △5,071 

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） 2,500 11,000 

 長期借入金の返済による支出 △1,500 - 

 配当金の支払額 △2,325 △1,731 

 非支配株主への配当金の支払額 △1,604 - 

 非支配株主への持分売却による収入 991 - 

 その他 △0 - 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,938 9,268 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △17 △33 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △112 878 

現金及び現金同等物の期首残高 5,839 5,726 

現金及び現金同等物の期末残高 5,726 6,604 



 

【訂正後】 

           (単位：百万円) 
          前連結会計年度 

(自 2019年４月１日 
 至 2020年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2020年４月１日 

 至 2021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又は税金等調整前当期
純損失（△） 

6,221 △7,519 

 減価償却費 1,948 1,681 

 無形固定資産償却費 402 386 

 長期前払費用償却額 445 436 

 減損損失 2,509 1,903 

 賞与引当金の増減額（△は減少） △1,118 △630 

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） △101 △3 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △2 

 受取利息及び受取配当金 △0 △0 

 支払利息 18 36 

 助成金収入 - △1,041 

 売上債権の増減額（△は増加） 2,258 △897 

 たな卸資産の増減額（△は増加） △2,960 3,056 

 その他の流動資産の増減額（△は増加） △39 △67 

 仕入債務の増減額（△は減少） 50 △2,043 

 その他の流動負債の増減額（△は減少） △795 △607 

 持分法による投資損益（△は益） 151 3 

 関係会社出資金売却損益（△は益） - △67 

 関係会社株式売却損益（△は益） - 457 

 その他 150 193 

 小計 9,139 △4,725 

 利息及び配当金の受取額 0 464 

 利息の支払額 △18 △36 

 助成金の受取額 - 1,041 

 法人税等の支払額 △3,611 △1,021 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 5,510 △4,277 

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 △12 - 

 定期預金の払戻による収入 - 276 

 有形固定資産の取得による支出 △1,966 △1,925 

 資産除去債務の履行による支出 △146 △184 

 無形固定資産の取得による支出 △1,158 △558 

 長期前払費用の取得による支出 △247 △282 

 差入保証金の差入による支出 △451 △361 

 差入保証金の回収による収入 415 346 

 関係会社出資金の売却による収入 - 991 

 
連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却に
よる収入 

- 547 

 
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却
による支出 

- △2,938 

 その他 △101 8 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △3,667 △4,079 

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） 2,500 11,000 

 長期借入金の返済による支出 △1,500 - 

 配当金の支払額 △2,325 △1,731 

 非支配株主への配当金の支払額 △1,604 - 

 非支配株主への持分売却による収入 991 - 

 その他 △0 - 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,938 9,268 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △17 △33 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △112 878 

現金及び現金同等物の期首残高 5,839 5,726 

現金及び現金同等物の期末残高 5,726 6,604 

 


