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2021 年１月 19 日 

各 位 

 

 

 

（訂正・数値データ訂正）「2021 年２月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」 

の一部訂正について 

 

当社は、2021 年１月 14 日に開示いたしました「2021 年２月期 第３四半期決算短信〔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、下記のとお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

数値データも送信いたします。 

記 

 

１． 訂正の内容と理由 

「2021 年２月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の公表後、記載内容の一部に誤りがあることが判明した

ため、訂正するものであります。また、訂正箇所は下線を付して表示しております。 

 

２． 訂正の内容 

１．2021 年２月期第３四半期の連結業績（2020 年３月１日＝2020 年 11 月 30 日） 

サマリー情報 

【訂正前】 

（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)
 

 売上高 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属 
する四半期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

2021 年２月期第３四半期 18,558 △56.8 △7,528 － △7,658 － △6,286 － 

2020 年２月期第３四半期 42,976 12.5 2,019 38.7 2,086 41.9 1,072 △4.5 
 
(注) 包括利益 2021 年２月期第３四半期 △6,904百万円( －％)  2020 年２月期第３四半期 1,252百万円( 146.1％) 
  

 
１株当たり 

四半期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり 

四半期純利益 
 円 銭 円 銭 

2021 年２月期第３四半期 △410.75 － 

2020 年２月期第３四半期 70.07 － 
  

（注）１．2020 年２月期第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存
在しないため記載しておりません。また、2021 年２月期第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当た
り四半期純利益については、希薄化効果を有する潜在株式が存在するものの、１株当たり四半期純損失である
ため記載しておりません。 

２．当社は、2020 年９月１日を効力発生日として普通株式１株につき普通株式２株の割合で株式分割を行ってお
ります。前連結会計年度の期首に当該分割が行われたと仮定して１株当たり四半期純利益を算定しておりま
す。 

 

 

会 社 名 株式会社ＤＤホールディングス 

代表者名  代 表 取 締 役 社 長  松村 厚久 

（コード番号：3073 東証第一部） 

問合せ先 上席執行役員 グループ経営管理本部長  斉藤 征晃 

電話番号 03-6858-6080（代表） 
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【訂正後】 

（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)
 

 売上高 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属 
する四半期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

2021 年２月期第３四半期 18,558 △56.8 △7,528 － △7,658 － △6,286 － 

2020 年２月期第３四半期 42,976 12.5 2,019 38.7 2,086 41.9 1,072 △4.5 
 
(注) 包括利益 2021 年２月期第３四半期 △6,904百万円( －％)  2020 年２月期第３四半期 1,252百万円( 146.1％) 
  

 
１株当たり 
四半期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり 
四半期純利益 

 円 銭 円 銭 

2021 年２月期第３四半期 △410.74 － 

2020 年２月期第３四半期 70.07 － 
  

（注）１．2020 年２月期第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在
しないため記載しておりません。また、2021 年２月期第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四
半期純利益については、希薄化効果を有する潜在株式が存在するものの、１株当たり四半期純損失であるため
記載しておりません。 

２．当社は、2019 年９月１日を効力発生日として普通株式１株につき普通株式２株の割合で株式分割を行っており
ます。前連結会計年度の期首に当該分割が行われたと仮定して１株当たり四半期純利益を算定しております。 

 

※．注記事項 

（４）発行済株式数（普通株式） 

サマリー情報 

【訂正前】 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2021 年２月期３Ｑ 15,661,520株 2020 年２月期 15,642,720株 

② 期末自己株式数 2021 年２月期３Ｑ 338,751株 2020 年２月期 338,712株 

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021 年２月期３Ｑ 15,304,386株 2020 年２月期３Ｑ15,304,081株 
  

（注）当社は、2020 年９月１日を効力発生日として普通株式１株につき普通株式２株の割合で株式分割を行って
おります。これに伴い、発行済株式数（普通株式）については、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行
われたと仮定して算定しております。   

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です 
 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 

 本資料に記載されている業績予想等の将来見通しに関する記述は、当社が本資料発表日現在において入手可能
な情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づき作成したものであり、その達成を当社として約束する趣
旨のものではありません。また、実際の業績等は今後様々な要因により本資料記載の予想と異なる可能性がござ
います。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料Ｐ.４
「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

 

【訂正後】 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2021 年２月期３Ｑ 15,661,520株 2020 年２月期 15,642,720株 

② 期末自己株式数 2021 年２月期３Ｑ 338,751株 2020 年２月期 338,712株 

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021 年２月期３Ｑ 15,304,386株 2020 年２月期３Ｑ15,304,081株 
  

（注）当社は、2019 年９月１日を効力発生日として普通株式１株につき普通株式２株の割合で株式分割を行って
おります。これに伴い、発行済株式数（普通株式）については、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行
われたと仮定して算定しております。   

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です 
 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 

 本資料に記載されている業績予想等の将来見通しに関する記述は、当社が本資料発表日現在において入手可能
な情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づき作成したものであり、その達成を当社として約束する趣
旨のものではありません。また、実際の業績等は今後様々な要因により本資料記載の予想と異なる可能性がござ
います。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料Ｐ.５
「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記 

 （３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 

（企業結合等関係） 

【訂正前】 

２．実施した会計処理の概要 

ゼットンが、第三者割当増資による新株発行を行ったことにより持分変動利益 58,838 千円を特別利益に計上し

ております。また、同社に対する当社グループの持分比率が低下したことにより、同社は当社の連結子会社から

持分法適用関連会社に異動したため、同社の貸借対照表を当社の四半期連結財務諸表から除外し、当社グループ

が保有する同社株式を持分法による評価額に修正しております。 

 

【訂正後】 

２．実施した会計処理の概要 

ゼットンが、第三者割当増資による新株発行を行ったことにより持分変動利益 9,455 千円を特別利益に計上して

おります。また、同社に対する当社グループの持分比率が低下したことにより、同社は当社の連結子会社から持

分法適用関連会社に異動したため、同社の貸借対照表を当社の四半期連結財務諸表から除外し、当社グループが

保有する同社株式を持分法による評価額に修正しております。 

 

  以 上 

 


