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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

当社は、2021年５月14日に発表いたしました「2021年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載内容の一

部について訂正すべき事項がございましたので、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）」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、

これを訂正するものであります。

２．訂正箇所

添付資料

１．経営成績等の概況

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

　(営業活動によるキャッシュ・フロー）

３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

（３）連結資本等変動計算書

（４）連結キャッシュ・フロー計算書

　（表示方法の変更）

３．訂正内容（下線を付しております）

○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）

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は41,740千円となりました。これは主に販売用不動産の減少1,252,272千円及び

営業投資有価証券の減少209,212千円による増加があった一方で、前受金の減少656,476千円及び税金等調整前

当期純損失の計上1,687,517千円による減少があったことなどによるものであります。

（訂正後）

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は41,740千円となりました。これは主に販売用不動産の減少1,252,272千円及び

営業投資有価証券の減少209,212千円による増加があった一方で、前受金の減少656,476千円及び税金等調整前

当期純損失の計上1,690,517千円による減少があったことなどによるものであります。
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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照

（訂正前）

(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当連結会計年度
(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 249,811 263,878

売掛金 50,469 62,718

営業貸付金 424,245 204,564

営業投資有価証券 465,703 265,363

販売用不動産 713,201 105,753

仕掛販売用不動産 644,824 －

前渡金 58,428 878

その他 91,755 126,694

貸倒引当金 △24,461 △72,479

投資損失引当金 － △105,000

流動資産合計 2,673,977 852,370

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 263,954 199,329

リース資産（純額） 3,101 839

その他（純額） 59,539 6,891

有形固定資産合計 326,594 207,060

無形固定資産

のれん 331,617 245,192

その他 1,738 28,611

無形固定資産合計 333,355 273,803

投資その他の資産

長期営業債権 165,321 281,520

敷金及び保証金 94,660 81,638

その他 4,614 46,084

貸倒引当金 △165,321 △281,520

投資その他の資産合計 99,275 127,722

固定資産合計 759,225 608,586

繰延資産

株式交付費 14,863 －

その他 721 －

繰延資産合計 15,585 －

資産合計 3,448,789 1,460,957

　



(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当連結会計年度
(2021年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 38,339 36,085

短期借入金 110,000 255,000

1年内返済予定の長期借入金 646,896 8,040

未払法人税等 10,421 9,182

未払金 71,825 134,511

前受金 659,316 2,839

その他 27,582 103,597

店舗閉鎖損失引当金 － 7,650

流動負債合計 1,564,382 556,907

固定負債

長期借入金 403,767 827,133

繰延税金負債 608 3,677

その他 836 5,987

固定負債合計 405,211 836,798

負債合計 1,969,593 1,393,705

純資産の部

株主資本

資本金 1,183,398 1,341,321

資本剰余金 1,218,198 1,316,121

利益剰余金 △902,889 △2,596,663

自己株式 △24,876 △24,876

株主資本合計 1,473,832 35,902

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,150 6,953

その他の包括利益累計額合計 1,150 6,953

新株予約権 2,560 20,467

非支配株主持分 1,652 3,928

純資産合計 1,479,195 67,251

負債純資産合計 3,448,789 1,460,957

　



（訂正後）

(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当連結会計年度
(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 249,811 263,878

売掛金 50,469 62,718

営業貸付金 424,245 204,564

営業投資有価証券 465,703 265,363

販売用不動産 713,201 105,753

仕掛販売用不動産 644,824 －

前渡金 58,428 878

その他 91,755 126,694

貸倒引当金 △24,461 △72,479

投資損失引当金 － △105,000

流動資産合計 2,673,977 852,370

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 263,954 199,329

リース資産（純額） 3,101 839

その他（純額） 59,539 6,891

有形固定資産合計 326,594 207,060

無形固定資産

のれん 331,617 245,192

その他 1,738 28,611

無形固定資産合計 333,355 273,803

投資その他の資産

長期営業債権 165,321 281,520

投資有価証券 4,034 37,064

敷金及び保証金 94,660 81,638

その他 580 9,019

貸倒引当金 △165,321 △281,520

投資その他の資産合計 99,275 127,722

固定資産合計 759,225 608,586

繰延資産

株式交付費 14,863 －

その他 721 －

繰延資産合計 15,585 －

資産合計 3,448,789 1,460,957

　



(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当連結会計年度
(2021年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 38,339 36,085

短期借入金 110,000 255,000

1年内返済予定の長期借入金 646,896 8,040

未払法人税等 10,421 9,182

未払金 71,825 134,511

前受金 659,316 2,839

未払消費税等 19,941 85,548

その他 7,640 18,048

店舗閉鎖損失引当金 － 7,650

流動負債合計 1,564,382 556,907

固定負債

長期借入金 403,767 827,133

繰延税金負債 608 3,677

その他 836 5,987

固定負債合計 405,211 836,798

負債合計 1,969,593 1,393,705

純資産の部

株主資本

資本金 1,183,398 1,341,321

資本剰余金 1,218,198 1,316,121

利益剰余金 △902,889 △2,596,663

自己株式 △24,876 △24,876

株主資本合計 1,473,832 35,902

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,150 6,953

その他の包括利益累計額合計 1,150 6,953

新株予約権 2,560 20,467

非支配株主持分 1,652 3,928

純資産合計 1,479,195 67,251

負債純資産合計 3,448,789 1,460,957
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（３）連結資本等変動計算

（訂正前）

当連結会計年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,183,398 1,218,198 △902,889 △24,876 1,473,832

当期変動額

新株の発行 157,922 157,922 315,844

親会社株主に帰属す

る当期純利益
△1,693,774 △1,693,774

持分法の適用範囲の

変動
－

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△60,000 △60,000

当期変動額合計 157,922 97,922 △1,693,774 － △1,437,929

当期末残高 1,341,321 1,316,121 △2,596,663 △24,876 35,902

その他の包括利益累計額

新株予約権 非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 1,150 1,150 2,560 1,652 1,479,195

当期変動額

新株の発行 315,844

親会社株主に帰属す

る当期純利益
△1,693,774

持分法の適用範囲の

変動
－

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

5,803 5,803 17,906 2,276 △34,013

当期変動額合計 5,803 5,803 17,906 2,276 △1,411,943

当期末残高 6,953 6,953 20,467 3,928 67,251

　



（訂正後）

当連結会計年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,183,398 1,218,198 △902,889 △24,876 1,473,832

当期変動額

新株の発行 157,922 157,922 315,844

親会社株主に帰属す

る当期純損失（△）
△1,693,774 △1,693,774

持分法の適用範囲の

変動
－

子会社株式取得 △60,000 △60,000

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 157,922 97,922 △1,693,774 － △1,437,929

当期末残高 1,341,321 1,316,121 △2,596,663 △24,876 35,902

その他の包括利益累計額

新株予約権 非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 1,150 1,150 2,560 1,652 1,479,195

当期変動額

新株の発行 315,844

親会社株主に帰属す

る当期純損失（△）
△1,693,774

持分法の適用範囲の

変動
－

子会社株式取得 △60,000

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

5,803 5,803 17,906 2,276 25,986

当期変動額合計 5,803 5,803 17,906 2,276 △1,411,943

当期末残高 6,953 6,953 20,467 3,928 67,251
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（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損失（△） △481,504 △1,687,517

減価償却費 2,191 48,567

減損損失 85,938 274,024

株式報酬費用 － 20,320

雇用調整助成金 － △137,375

のれん償却額 22,888 35,453

投資損失引当金の増減額（△は減少） － 105,000

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） － 7,650

店舗閉鎖損失 － 38,914

投資有価証券評価損益（△は益） 5,967 －

事業譲渡損益（△は益） 5,850 －

社債発行費等償却 2,268 5,024

株式交付費償却 18,571 14,897

貸倒引当金の増減額（△は減少） 80,669 164,216

受取利息及び受取配当金 △19 △11

支払利息 17,468 36,224

売上債権の増減額（△は増加） 15,290 △12,248

営業債権の増減額（△は増加） 1,415 △11,210

仕入債務の増減額（△は減少） △9,704 △2,253

販売用不動産の増減額（△は増加） 168,420 1,252,272

前渡金の増減額（△は増加） 100,187 57,550

未払金の増減額（△は減少） 9,263 9,389

未払消費税等の増減額（△は減少） △10,547 65,606

未収消費税等の増減額（△は増加） △24,890 △11,785

前受金の増減額（△は減少） 654,302 △656,476

営業貸付金の増減額（△は増加） △371,601 103,482

営業投資有価証券の増減額（△は増加） △368,805 209,212

預り保証金の増減額（△は減少） △6,000 －

持分法による投資損益（△は益） △1,314 719

固定資産除却損 － 25,396

その他 6,748 △9,910

小計 △76,947 △54,865

利息及び配当金の受取額 19 11

利息の支払額 △17,468 △21,934

雇用調整助成金の受取額 － 121,114

法人税等の還付額 1,343 －

法人税等の支払額 △282 △2,584

営業活動によるキャッシュ・フロー △93,334 41,740

　



(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

有形固定資産の取得による支出 △2,239 △129,377

無形固定資産の取得による支出 － △30,083

投資有価証券の取得による支出 － △34,050

投資有価証券の売却による収入 1,500 －

差入保証金の差入による支出 △4,042 △12,062

定期預金の預入による支出 － △550

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△207,103 －

その他 － 200

事業譲渡による支出 △10,276 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △222,162 △205,922

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 110,000 485,000

短期借入金の返済による支出 △100,000 △340,000

長期借入れによる収入 497,364 475,460

長期借入金の返済による支出 △1,008,853 △690,950

新株予約権の発行による収入 6,471 9,406

新株予約権の発行による支出 △1,772 △4,643

自己新株予約権の取得による支出 － △4,754

株式の発行による収入 436,774 311,305

リース債務の返済による支出 － △2,575

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却
による収入

－ △60,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △60,015 178,248

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △375,512 14,067

現金及び現金同等物の期首残高 625,323 249,811

現金及び現金同等物の期末残高 249,811 263,878

　



（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損失（△） △481,504 △1,690,517

減価償却費 2,191 48,567

減損損失 85,938 274,024

株式報酬費用 － 20,320

雇用調整助成金 － △137,375

のれん償却額 22,888 35,453

投資損失引当金の増減額（△は減少） － 105,000

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） － 7,650

店舗閉鎖損失 － 38,914

投資有価証券評価損益（△は益） 5,967 －

事業譲渡損益（△は益） 5,850 －

社債発行費等償却 2,268 5,024

株式交付費償却 18,571 14,897

貸倒引当金の増減額（△は減少） 80,669 164,216

受取利息及び受取配当金 △19 △11

支払利息 17,468 36,224

売上債権の増減額（△は増加） 15,290 △12,248

営業債権の増減額（△は増加） 1,415 △11,210

仕入債務の増減額（△は減少） △9,704 △2,253

販売用不動産の増減額（△は増加） 168,420 1,252,272

前渡金の増減額（△は増加） 100,187 57,550

未払金の増減額（△は減少） 9,263 9,389

未払消費税等の増減額（△は減少） △10,547 65,606

未収消費税等の増減額（△は増加） △24,890 △11,785

前受金の増減額（△は減少） 654,302 △656,476

営業貸付金の増減額（△は増加） △371,601 103,482

営業投資有価証券の増減額（△は増加） △368,805 209,212

預り保証金の増減額（△は減少） △6,000 －

持分法による投資損益（△は益） △1,314 719

固定資産除却損 － 25,396

その他 6,748 △6,910

小計 △76,947 △54,865

利息及び配当金の受取額 19 11

利息の支払額 △17,468 △21,934

雇用調整助成金の受取額 － 121,114

法人税等の還付額 1,343 －

法人税等の支払額 △282 △2,584

営業活動によるキャッシュ・フロー △93,334 41,740

　



(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

有形固定資産の取得による支出 △2,239 △129,377

無形固定資産の取得による支出 － △30,083

投資有価証券の取得による支出 － △34,050

投資有価証券の売却による収入 1,500 －

差入保証金の差入による支出 △4,042 △12,062

定期預金の預入による支出 － △550

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△207,103 －

その他 － 200

事業譲渡による支出 △10,276 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △222,162 △205,922

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 110,000 485,000

短期借入金の返済による支出 △100,000 △340,000

長期借入れによる収入 497,364 475,460

長期借入金の返済による支出 △1,008,853 △690,950

新株予約権の発行による収入 6,471 9,406

新株予約権の発行による支出 △1,772 △4,643

自己新株予約権の取得による支出 － △4,754

株式の発行による収入 436,774 311,305

リース債務の返済による支出 － △2,575

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

－ △60,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △60,015 178,248

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △375,512 14,067

現金及び現金同等物の期首残高 625,323 249,811

現金及び現金同等物の期末残高 249,811 263,878
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（表示方法の変更）

（訂正前）

記載なし

（訂正後）

(連結貸借対照表)

前連結会計年度において、「投資その他の資産」の「その他」に含めていた「投資有価証券」、及び、「流

動負債」の「その他」に含めていた「未払消費税等」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独

立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替え

を行っております。

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「投資その他の資産」の「その他」に表示していた

4,614千円は、「投資有価証券」4,034千円、「その他」580千円として組み替えております。また、「流動負

債」の「その他」に表示していた27,582千円は、「未払消費税等」19,941千円、「その他」7,640千円として組

み替えております。

以 上

　


