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2021年６月17日 

各  位 

ハ ウ ス コ ム 株 式 会 社 

代 表 取 締 役 社 長  田 村  穂 

（東証第一部 コード番号：3275） 

                       問合せ先 経営企画室長 瀬戸 聖治 

電 話  0 3 - 6 7 1 7 - 6 9 3 9   

（再訂正・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４月 30日付公表の「2021年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）」につきまして、同年５月 25日に当

該資料の一部訂正をお知らせいたしましたが、再度訂正すべき事項が判明いたしましたので、下記の通りお知ら

せいたします。また、その訂正に伴い、数値データ（XBRL）にも再度訂正がございましたので、訂正後の数値デ

ータを送信いたします。 

  

記 

 

１． 訂正の理由 

「2021 年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）」につきまして、有価証券報告書の監査法人による監査過程

において、連結キャッシュ・フロー計算書の表示及び個別業績（ハウスコム株式会社単体）における潜在株式

調整後１株当たり当期純利益の表示に誤りがあることが判明したため、記載内容の一部を訂正するものであり

ます。なお、今回の訂正による連結貸借対照表、連結損益計算書への影響はありません。 

 

２． 訂正内容 

訂正箇所には下線を付して表示しております。 

 

＜サマリー情報 １ページ＞ 

 

1. 2021年3月期の連結業績（2020年4月1日～2021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 

2021年3月期 398 △1,883 △284 4,170 

2020年3月期 686 234 △301 5,940 
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 【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 

2021年3月期 252 △1,737 △284 4,170 

2020年3月期 686 234 △301 5,940 

 

＜サマリー情報 ２ページ＞ 

 

(参考)個別業績の概要 

2021年３月期の個別業績（2020年４月１日～2021年３月31日） 

 （1）個別経営成績 

 【訂正前】 

 １株当たり当期純利益 
潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益 

 円 銭 円 銭 

2021年３月期 55.66 51.20 

2020年３月期 120.17 119.17 

 

 【訂正後】 

 １株当たり当期純利益 
潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益 

 円 銭 円 銭 

2021年３月期 55.66 55.20 

2020年３月期 120.17 119.17 

 

＜添付資料 ６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】 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果獲得した資金は、398 百万円となりました。主な増加要因は、税金等調整前当期純利益

533百万円、非資金取引である減価償却費168百万円であります。主な減少要因は、法人税等の支払額319

百万円、並びに営業債務の減少額184百万円であります。 

（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、1,883百万円となりました。主な減少要因は、連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による支払額795百万円、並びに無形固定資産の取得による支払額693 百万円でありま

す。 

 

 【訂正後】 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果獲得した資金は、252百万円となりました。主な増加要因は、税金等調整前当期純利益 
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533百万円、非資金取引である減価償却費168百万円であります。主な減少要因は、法人税等の支払額319

百万円、並びに営業債務の減少額193百万円であります。 

（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、1,737百万円となりました。主な減少要因は、連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による支払額795百万円、並びに無形固定資産の取得による支払額740 百万円でありま

す。 

 

＜添付資料 19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：千円) 
          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 1,129,451 533,913 

 減価償却費 114,850 168,751 

 減損損失 53,624 42,450 

 のれん償却額 5,829 14,026 

 株式報酬費用 10,618 19,699 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,868 4,745 

 賞与引当金の増減額（△は減少） 74,519 33,671 

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 31,848 29,421 

 受取利息 △588 △326 

 受取配当金 △160,200 △202,073 

 支払利息 175 206 

 営業債権の増減額（△は増加） 121,956 28,160 

 前払費用の増減額（△は増加） △26,705 △25,955 

 その他の資産の増減額（△は増加） 24,283 216,035 

 営業債務の増減額（△は減少） △149,160 △184,593 

 未払金の増減額（△は減少） △102,177 110,040 

 未払費用の増減額（△は減少） △49,759 110,921 

 未払消費税等の増減額（△は減少） 60,885 △164,642 

 預り金の増減額（△は減少） △20,418 16,467 

 従業員預り金の増減額（△は減少） △33,754 △2,112 

 預り保証金の増減額（△は減少） 1,980 5,684 

 その他の負債の増減額（△は減少） △48,013 △240,306 

 小計 1,037,376 514,186 

 利息及び配当金の受取額 161,088 202,235 

 利息の支払額 △175 △206 

 法人税等の支払額 △521,022 △319,790 

 法人税等の還付額 9,019 1,710 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 686,286 398,134 
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           (単位：千円) 
          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) 

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 △2,050 △6,002 

 定期預金の払戻による収入 1,000,000 - 

 有形固定資産の取得による支出 △62,794 △259,506 

 投資有価証券の取得による支出 △6,357 △63,490 

 無形固定資産の取得による支出 △391,171 △693,345 

 営業保証金の回収による収入 - 5,000 

 営業保証金の預入による支出 △35,000 △25,000 

 差入保証金の回収による収入 10,440 9,464 

 差入保証金の差入による支出 △30,044 △29,452 

 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △237,915 △795,898 

 その他の支出 △10,978 △25,221 

 投資活動によるキャッシュ・フロー 234,126 △1,883,451 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 リース債務の返済による支出 △6,232 △6,219 

 自己株式の取得による支出 △18,170 - 

 配当金の支払額 △277,073 △278,208 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △301,476 △284,428 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 618,937 △1,769,745 

現金及び現金同等物の期首残高 5,321,526 5,940,463 

現金及び現金同等物の期末残高 5,940,463 4,170,718 

 

 【訂正後】 

           (単位：千円) 
          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 1,129,451 533,913 

 減価償却費 114,850 168,751 

 減損損失 53,624 42,450 

 のれん償却額 5,829 14,026 

 株式報酬費用 10,618 19,699 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,868 3,708 

 賞与引当金の増減額（△は減少） 74,519 △9,554 

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 31,848 20,874 

 受取利息 △588 △326 

 受取配当金 △160,200 △202,073 

 支払利息 175 206 

 営業債権の増減額（△は増加） 121,956 66,945 

 前払費用の増減額（△は増加） △26,705 △4,254 

 その他の資産の増減額（△は増加） 24,283 △4,708 

 営業債務の増減額（△は減少） △149,160 △193,218 

 未払金の増減額（△は減少） △102,177 59,562 

 未払費用の増減額（△は減少） △49,759 39,812 

 未払消費税等の増減額（△は減少） 60,885 △105,490 

 預り金の増減額（△は減少） △20,418 16,467 
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           (単位：千円) 
          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) 

 従業員預り金の増減額（△は減少） △33,754 △2,112 

 預り保証金の増減額（△は減少） 1,980 △3,433 

 その他の負債の増減額（△は減少） △48,013 △92,739 

 小計 1,037,376 368,507 

 利息及び配当金の受取額 161,088 202,235 

 利息の支払額 △175 △206 

 法人税等の支払額 △521,022 △319,790 

 法人税等の還付額 9,019 1,710 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 686,286 252,455 

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 △2,050 △6,002 

 定期預金の払戻による収入 1,000,000 - 

 有形固定資産の取得による支出 △62,794 △67,156 

 投資有価証券の取得による支出 △6,357 △63,490 

 無形固定資産の取得による支出 △391,171 △740,016 

 営業保証金の回収による収入 - 5,000 

 営業保証金の預入による支出 △35,000 △25,000 

 差入保証金の回収による収入 10,440 9,464 

 差入保証金の差入による支出 △30,044 △29,452 

 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △237,915 △795,898 

 その他の支出 △10,978 △25,221 

 投資活動によるキャッシュ・フロー 234,126 △1,737,772 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 リース債務の返済による支出 △6,232 △6,219 

 自己株式の取得による支出 △18,170 - 

 配当金の支払額 △277,073 △278,208 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △301,476 △284,428 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 618,937 △1,769,745 

現金及び現金同等物の期首残高 5,321,526 5,940,463 

現金及び現金同等物の期末残高 5,940,463 4,170,718 

 

以 上 


