
2021年６月30日

各 位

会 社 名 マーチャント・バンカーズ株式会社

代表者名 代表取締役 小 船 賢 一

（コード3121 東証2部）

問合せ先 取締役CFO兼財務経理部長 髙 﨑 正 年

（TEL 03-5224-4900）

(((((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)))))

「「「「「22222000002222211111年年年年年３３３３３月期決算短月期決算短月期決算短月期決算短月期決算短信信信信信〔〔〔〔〔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

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）」の記載内容に一部

訂正すべき箇所がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、数値データ（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。

なお、訂正箇所につきましては下線を付して表示しております。

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ました

ので、これを訂正いたします。

２．訂正の内容

訂正箇所につきましては、訂正前と訂正後を記載のうえ、下線を付して表示しております。

＜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）

（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 540 △21 △268 520

2020年３月期 461 △464 △291 270

【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 555 △36 △268 520

2020年３月期 461 △464 △291 270
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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】

　＜略＞

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローは540百万円の収入（前年同期比17.0％増）となりました。収支の主な内訳は、

減損損失159百万円、減価償却費197百万円、利息の支払額103百万円の計上などであります。

（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21百万円の支出（前年同期比95.4％減）となりました。

　収支の主な内訳は、子会社株式の取得による支出49百万円、有形固定資産の取得による支出34百万円の計上などで

あります。

（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268百万円の支出（前年同期比7.7％減）となりました。

　収支の主な内訳は、長期借入金の返済による支出540百万円、長期借入れによる収入309百万円の計上などでありま

す。

【訂正後】

　＜略＞

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローは555百万円の収入（前年同期比20.3％増）となりました。収支の主な内訳は、

減損損失159百万円、減価償却費197百万円、営業投資有価証券の増減額105百万円の計上などであります。

（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36百万円の支出（前年同期比92.2％減）となりました。

　収支の主な内訳は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出34百万円、有形固定資産の取得による支

出34百万円の計上などであります。

（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268百万円の支出（前年同期比7.7％減）となりました。

　収支の主な内訳は、長期借入金の返済による支出540百万円、長期借入れによる収入309百万円の計上などでありま

す。
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３．連結財務諸表及び主な注記

　（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

　 連結損益計算書

【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)

売上高 2,448,693 1,635,788

売上原価 1,346,789 787,930

売上総利益 1,101,904 847,857

販売費及び一般管理費 886,267 627,942

営業利益 215,636 219,915

営業外収益

受取利息 10 7

受取配当金 － 11

持分法による投資利益 6,386 18,293

その他 7,720 10,773

営業外収益合計 14,117 29,086

営業外費用

支払利息 106,991 103,469

支払手数料 10,890 8,504

その他 3,749 4,166

営業外費用合計 121,631 116,140

経常利益 108,121 132,860

特別利益

助成金収入 － ※１ 35,538

保険差益 330 －

新株予約権戻入益 － 5,499

特別利益合計 330 41,038

特別損失

固定資産除却損 1,412 －

新型コロナウイルス感染症による損失 － ※２ 28,460

投資有価証券売却損 229 113

投資有価証券評価損 3,602 9,980

事業整理損 － 7,827

減損損失 － ※３ 159,645

その他 － 4,728

特別損失合計 5,245 210,755

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失(△)

103,207 △36,855

法人税、住民税及び事業税 22,217 6,095

法人税等調整額 △2,537 1,275

法人税等合計 19,679 7,371

当期純利益又は当期純損失(△) 83,527 △44,227

非支配株主に帰属する当期純損失（△） － △139

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に
帰属する当期純損失（△）

83,527 △44,087

　



【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)

売上高 2,448,693 1,635,788

売上原価 1,346,789 787,930

売上総利益 1,101,904 847,857

販売費及び一般管理費 886,267 627,942

営業利益 215,636 219,915

営業外収益

受取利息 10 57

受取配当金 － 11

持分法による投資利益 6,386 18,293

その他 7,720 10,722

営業外収益合計 14,117 29,086

営業外費用

支払利息 106,991 103,469

支払手数料 10,890 8,504

その他 3,749 4,166

営業外費用合計 121,631 116,140

経常利益 108,121 132,860

特別利益

助成金収入 － ※１ 35,538

保険差益 330 －

新株予約権戻入益 － 5,499

特別利益合計 330 41,038

特別損失

固定資産除却損 1,412 －

新型コロナウイルス感染症による損失 － ※２ 28,460

投資有価証券売却損 229 113

投資有価証券評価損 3,602 9,980

事業整理損 － 7,827

減損損失 － ※３ 159,645

その他 － 4,728

特別損失合計 5,245 210,755

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失(△)

103,207 △36,855

法人税、住民税及び事業税 22,217 6,095

法人税等調整額 △2,537 1,275

法人税等合計 19,679 7,371

当期純利益又は当期純損失(△) 83,527 △44,227

非支配株主に帰属する当期純損失（△） － △139

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に
帰属する当期純損失（△）

83,527 △44,087
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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 103,207 △36,855

減価償却費 197,059 197,243

減損損失 ― 159,645

のれん償却額 27,750 12,137

投資有価証券売却損益(△は益) 229 113

投資有価証券評価損益（△は益） 3,602 9,980

持分法による投資損益（△は益） △6,386 △18,293

賞与引当金の増減額（△は減少） 9,300 △9,300

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 720 △720

株主優待引当金の増減額(△は減少) △1,135 -

受取利息及び受取配当金 △10 △69

支払利息 106,991 103,469

新株予約権戻入益 － △5,499

事業整理損 － 7,827

売上債権の増減額(△は増加) 31,549 △335

棚卸資産の増減額（△は増加） 291,871 52,937

営業投資有価証券の増減額(△は増加) △105,000 105,000

未収入金の増減額（△は増加） △102,196 95,373

立替金の増減額（△は増加） － △16,271

仕入債務の増減額(△は減少) △10,390 △3,095

未払金及び未払費用の増減額(△は減少) △25,139 7,455

その他 69,848 617

小計 591,873 661,359

利息及び配当金の受取額 10 18

利息の支払額 △111,985 △103,607

法人税等の還付額 － 1,604

法人税等の支払額 △18,209 △18,996

営業活動によるキャッシュ・フロー 461,688 540,378

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入 17,317 27,608

投資有価証券の取得による支出 △110,045 △10,324

投資有価証券の償還による収入 － 30,000

有形固定資産の取得による支出 △366,175 △34,375

無形固定資産の取得による支出 － △2,549

子会社株式の取得による支出 － △49,480

定期預金の払戻による収入 － 17,250

定期預金の預入による支出 △4,801 －

預り敷金保証金の増減額(△は減少) △46,148 △13,505

敷金及び保証金の差入による支出 △1,190 －

敷金及び保証金の回収による収入 48,000 365

その他 △1,000 13,840

投資活動によるキャッシュ・フロー △464,042 △21,170

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 310,000 309,000

長期借入金の返済による支出 △534,542 △540,210

配当金の支払額 △55,548 △28,011

その他 △11,090 △9,475

財務活動によるキャッシュ・フロー △291,181 △268,697

現金及び現金同等物に係る換算差額 △330 △515

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △293,866 249,994

現金及び現金同等物の期首残高 564,453 270,587

現金及び現金同等物の期末残高 270,587 520,582

　



【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又は税金等調整前当期
純損失（△）

103,207 △36,855

減価償却費 197,059 197,243

減損損失 ― 159,645

のれん償却額 27,750 12,137

投資有価証券売却損益(△は益) 229 113

投資有価証券評価損益（△は益） 3,602 9,980

持分法による投資損益（△は益） △6,386 △18,293

賞与引当金の増減額（△は減少） 9,300 △9,300

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 720 △720

株主優待引当金の増減額(△は減少) △1,135 -

受取利息及び受取配当金 △10 △69

支払利息 106,991 103,469

新株予約権戻入益 － △5,499

売上債権の増減額(△は増加) 31,549 △335

棚卸資産の増減額（△は増加） 291,871 52,937

営業投資有価証券の増減額(△は増加) △105,000 105,000

未収入金の増減額（△は増加） △102,196 95,181

仕入債務の増減額(△は減少) △10,390 △3,095

未払金及び未払費用の増減額(△は減少) △25,139 15,267

その他 69,848 △316

小計 591,873 676,489

利息及び配当金の受取額 10 18

利息の支払額 △111,985 △103,607

法人税等の還付額 － 1,604

法人税等の支払額 △18,209 △18,996

営業活動によるキャッシュ・フロー 461,688 555,508

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入 17,317 27,608

投資有価証券の取得による支出 △110,045 △10,324

投資有価証券の償還による収入 － 30,000

有形固定資産の取得による支出 △366,175 △34,375

無形固定資産の取得による支出 － △2,549

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

－ △34,580

短期貸付けによる支出 － △16,000

定期預金の払戻による収入 － 17,250

定期預金の預入による支出 △4,801 －

預り敷金保証金の増減額(△は減少) △46,148 △13,505

敷金及び保証金の差入による支出 △1,190 －

敷金及び保証金の回収による収入 48,000 365

その他 △1,000 △190

投資活動によるキャッシュ・フロー △464,042 △36,301

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 310,000 309,000

長期借入金の返済による支出 △534,542 △540,210

配当金の支払額 △55,548 △28,011

その他 △11,090 △9,475

財務活動によるキャッシュ・フロー △291,181 △268,697

現金及び現金同等物に係る換算差額 △330 △515

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △293,866 249,994

現金及び現金同等物の期首残高 564,453 270,587

現金及び現金同等物の期末残高 270,587 520,582
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４．個別財務諸表及び主な注記

　（２）損益計算書

【訂正前】

(単位：千円)
前事業年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当事業年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

売上高 1,893,511 1,408,599

売上原価 1,233,158 750,512

売上総利益 660,352 658,087

販売費及び一般管理費 398,962 387,367

営業利益 261,390 270,719

営業外収益

受取利息 8 5

受取配当金 － 11

関係会社業務受託料 12,000 4,000

その他 7,475 10,257

営業外収益合計 19,483 14,275

営業外費用

支払利息 106,799 102,891

関係会社支払利息 719 944

支払手数料 10,890 8,504

その他 3,749 3,984

営業外費用合計 122,158 116,324

経常利益 158,715 168,669

特別利益

新株予約権戻入益 － 5,499

保険差益 330 －

助成金収入 － 1,976

特別利益合計 330 7,476

特別損失

新型コロナウイルス感染症による損失 － 6,217

投資有価証券評価損 3,602 9,980

投資有価証券売却損 229 113

関係会社株式評価損 － 398,498

その他 － 4,728

特別損失合計 3,832 419,537

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 155,213 △243,391

法人税、住民税及び事業税 29,320 15,932

法人税等調整額 △211 △211

法人税等合計 29,108 15,721

当期純利益又は当期純損失（△） 126,104 △259,112

　



【訂正後】

(単位：千円)
前事業年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当事業年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

売上高 1,893,511 1,408,599

売上原価 1,233,158 750,512

売上総利益 660,352 658,087

販売費及び一般管理費 398,962 387,367

営業利益 261,390 270,719

営業外収益

受取利息 8 96

受取配当金 － 11

関係会社業務受託料 12,000 4,000

その他 7,475 10,167

営業外収益合計 19,483 14,275

営業外費用

支払利息 106,799 102,891

関係会社支払利息 719 944

支払手数料 10,890 8,504

その他 3,749 3,984

営業外費用合計 122,158 116,324

経常利益 158,715 168,669

特別利益

新株予約権戻入益 － 5,499

保険差益 330 －

助成金収入 － 1,976

特別利益合計 330 7,476

特別損失

新型コロナウイルス感染症による損失 － 6,217

投資有価証券評価損 3,602 9,980

投資有価証券売却損 229 113

関係会社株式評価損 － 398,498

その他 － 4,728

特別損失合計 3,832 419,537

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 155,213 △243,391

法人税、住民税及び事業税 29,320 15,932

法人税等調整額 △211 △211

法人税等合計 29,108 15,721

当期純利益又は当期純損失（△） 126,104 △259,112

　


