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令和３年５月 28日 

 

各  位 

 

会 社 名  夢みつけ隊株式会社    

代表者名  代表取締役 佐々木 ベジ 

(コード：2673、JASDAQ)  

問合せ先   経理・財務担当 羽沢一也 

    (TEL. 03-6635-1791)      

 

 

(訂正・数値データ訂正)「令和３年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の 

一部訂正について 
 

 

令和３年 5月 20 日に公表いたしました「令和３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につきましても送信します。 

なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。 

 

 

記 

 

 

１．訂正の理由 

 

「令和３年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の発表後、連結財務諸表等の数値に誤りが判明

したため、訂正するものであります。 

 

２．訂正の内容 

 

サマリー 1ページ 

1.令和３年３月期の連結業績(令和２年４月１日～令和３年３月31日) 

(1) 連結経営成績 

（訂正前） 

 
売上高 営業利益 経常利益 

親会社株主に帰属する

当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

3年3月期 669 29.4 24 423.5 178 31.0 189 － 

2年3月期 517 1.6 4 △66.4 135 54.9 △38 － 

(注)包括利益 3年3月期 302百万円 (247.3％)  2年3月 87百万円 (－％) 

 

 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 

自己資本 

当期純利益率 
総資産経常利益率 売上高営業利益率 

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％ 

3年3月期 18.78 － 9.6 5.5 3.7 

2年3月期 △3.82 － △2.2 4.3 0.9 

(参考)持分法投資損益  3年3月期 166百万円  2年3月期 146百万円 
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（訂正後） 

 
売上高 営業利益 経常利益 

親会社株主に帰属する

当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

3年3月期 669 29.4 21 355.7 175 28.7 187 － 

2年3月期 517 1.6 4 △66.4 135 54.9 △38 － 

(注)包括利益 3年3月期 300百万円 (244.4％)  2年3月 87百万円 (－％) 

 

 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 

自己資本 

当期純利益率 
総資産経常利益率 売上高営業利益率 

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％ 

3年3月期 18.53 － 9.5 5.4 3.2 

2年3月期 △3.82 － △2.2 4.3 0.9 

(参考)持分法投資損益  3年3月期 166百万円  2年3月期 146百万円 

 

(2) 連結財政状態 

（訂正前） 

 総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭 

3年3月期 3,253 2,125 65.3 209.90 

2年3月期 3,196 1,822 57.0 179.96 

(参考)自己資本  3年3月期 2,123百円  2年3月期 1,820百万円 

 

（訂正後） 

 総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭 

3年3月期 3,253 2,122 65.2 209.65 

2年3月期 3,196 1,822 57.0 179.96 

(参考)自己資本  3年3月期 2,120百円  2年3月期 1,820百万円 
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サマリー 2ページ 

(参考)個別業績の概要 

令和３年３月期の個別業績(令和２年４月１日～令和３年３月31日) 

(1) 個別経営成績 

（訂正前） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

3年3月期 618 33.6 32 601.9 17 － 57 － 

2年3月期 462 0.9 4 △75.0 △6 － △180 － 

 

 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 

3年3月期 5.70 － 

2年3月期 △17.81 － 

 

（訂正後） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

3年3月期 618 33.6 29 532.8 14 － 55 － 

2年3月期 462 0.9 4 △75.0 △6 － △180 － 

 

 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 

3年3月期 5.45 － 

2年3月期 △17.81 － 

 

(2) 個別財政状態 

（訂正前） 

 総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭 

3年3月期 2,014 872 43.3 86.24 

2年3月期 2,200 814 37.0 80.54 

(参考)自己資本  3年3月期 872百円  2年3月期 814百万円 

 

（訂正後） 

 総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭 

3年3月期 2,014 869 43.2 85.99 

2年3月期 2,200 814 37.0 80.54 

(参考)自己資本  3年3月期 869百円  2年3月期 814百万円 
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添付資料 1ページ 

１．経営成績・財政状態に関する分析 

(１) 当期の経営成績の概要 

＜省略＞ 

(訂正前) 

この結果、当社グループの当連結会計年度の売上高は669百万円（前連結会計年度比29.4％増）、営業利益は24百

万円（前連結会計年度比423.5％増）、経常利益は178百万円（前連結会計年度比31.0％増）、親会社株主に帰属す

る当期純利益は189百万円（前連結会計年度は当期純損失38百万円）となりました。 

各セグメントの業績は次の通りであります。 

① 通販小売事業 

通販小売事業においては、カタログの種類を絞った上でコンスタントに発行し、経費の削減を行い、安定して利

益を確保できる事業を目指しております。 

以上の結果、通販小売事業の当連結会計年度の売上高は463百万円（前連結会計年度比24.8％増）となり、セグ

メント利益は68百万円（前連結会計年度比19.1%増）となりました。 

＜省略＞ 

 

(訂正後) 

この結果、当社グループの当連結会計年度の売上高は669百万円（前連結会計年度比29.4％増）、営業利益は21

百万円（前連結会計年度比355.7％増）、経常利益は175百万円（前連結会計年度比28.7％増）、親会社株主に帰属

する当期純利益は187百万円（前連結会計年度は当期純損失38百万円）となりました。 

各セグメントの業績は次の通りであります。 

① 通販小売事業 

通販小売事業においては、カタログの種類を絞った上でコンスタントに発行し、経費の削減を行い、安定して利

益を確保できる事業を目指しております。 

以上の結果、通販小売事業の当連結会計年度の売上高は463百万円（前連結会計年度比24.8％増）となり、セグ

メント利益は66百万円（前連結会計年度比14.7%増）となりました。 

＜省略＞ 

 

 

(２)財政状態に関する分析 

＜省略＞ 

(訂正前) 

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ246百万円減少し、1,127百万円となりました。負債の主な変動要

因は、短期借入金の減少などによるものであります。 

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ302百万円増加し、2,125百万円となりました。純資産の主な変

動要因は、利益剰余金の増加などによるものであります。 

 

(訂正後) 

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ243百万円減少し、1,130百万円となりました。負債の主な変動要

因は、短期借入金の減少などによるものであります。 

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ300百万円増加し、2,122百万円となりました。純資産の主な変

動要因は、利益剰余金の増加などによるものであります。 
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添付資料 2ページ 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 

(訂正前) 

指標 
平成29年 

３月期 

平成30年 

３月期 

平成31年 

３月期 

令和２年 

３月期 

令和３年 

３月期 

自己資本比率（％） 54.8 57.3 55.2 57.0 65.3 

時価ベースの自己資本比率（％） 50.6 45.1 38.0 28.5 37.3 

キャッシュ・フロー対有利子負債

比率（年） 
11.7 21.0 － 867.4 38.5 

インタレスト・カバレッジ・レシ

オ（倍） 
3.4 1.9 － 0.1 1.1 

＜省略＞ 

 

(訂正後) 

指標 
平成29年 

３月期 

平成30年 

３月期 

平成31年 

３月期 

令和２年 

３月期 

令和３年 

３月期 

自己資本比率（％） 54.8 57.3 55.2 57.0 65.2 

時価ベースの自己資本比率（％） 50.6 45.1 38.0 28.5 37.3 

キャッシュ・フロー対有利子負債

比率（年） 
11.7 21.0 － 867.4 38.5 

インタレスト・カバレッジ・レシ

オ（倍） 
3.4 1.9 － 0.1 1.1 

＜省略＞ 
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添付資料 5ページ 

５．連結財務諸表 

（１）連結貸借対照表 

 

(訂正前) 

  (単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(令和２年３月31日) 

当連結会計年度 

(令和３年３月31日) 

〈省略〉 

負債の部   

流動負債   

〈省略〉 

その他 60,974 95,246 

流動負債合計 1,043,430 835,398 

固定負債   

長期借入金 294,546 255,766 

繰延税金負債 554 554 

その他 35,218 35,796 

固定負債合計 330,319 292,116 

負債合計 1,373,749 1,127,514 

純資産の部   

株主資本   

資本金 534,204 534,204 

資本剰余金 266,761 266,761 

利益剰余金 1,156,282 1,346,279 

自己株式 △117,739 △117,739 

株主資本合計 1,839,508 2,029,505 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △17,773 94,597 

退職給付に係る調整累計額 △1,114 △593 

その他の包括利益累計額合計 △18,887 94,004 

非支配株主持分 2,144 2,016 

純資産合計 1,822,765 2,125,525 

負債純資産合計 3,196,515 3,253,040 
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(訂正後) 

  (単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(令和２年３月31日) 

当連結会計年度 

(令和３年３月31日) 

〈省略〉 

負債の部   

流動負債   

〈省略〉 

その他 60,974 97,777 

流動負債合計 1,043,430 837,928 

固定負債   

長期借入金 294,546 255,766 

繰延税金負債 554 554 

その他 35,218 35,796 

固定負債合計 330,319 292,116 

負債合計 1,373,749 1,130,045 

純資産の部   

株主資本   

資本金 534,204 534,204 

資本剰余金 266,761 266,761 

利益剰余金 1,156,282 1,343,748 

自己株式 △117,739 △117,739 

株主資本合計 1,839,508 2,026,974 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △17,773 94,597 

退職給付に係る調整累計額 △1,114 △593 

その他の包括利益累計額合計 △18,887 94,004 

非支配株主持分 2,144 2,016 

純資産合計 1,822,765 2,122,994 

負債純資産合計 3,196,515 3,253,040 

 

 

  



- 8 - 

 

添付資料 6ページ 

（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 平成31年４月１日 

 至 令和２年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 令和２年４月１日 

 至 令和３年３月31日) 

〈省略〉 

販売費及び一般管理費 270,643 288,890 

営業利益 4,696 24,588 

〈省略〉 

経常利益 136,527 178,879 

〈省略〉 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損

失（△） 
△36,699 187,837 

法人税、住民税及び事業税 650 1,305 

法人税等調整額 1,226 △3,336 

法人税等合計 1,876 △2,030 

当期純利益又は当期純損失（△） △38,575 189,868 

非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に

帰属する当期純損失（△） 
33 △128 

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（△） 
△38,609 189,996 

 

 

(訂正後) 

  (単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(自 平成31年４月１日 

 至 令和２年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 令和２年４月１日 

 至 令和３年３月31日) 

〈省略〉 

販売費及び一般管理費 270,643 292,077 

営業利益 4,696 21,402 

〈省略〉 

経常利益 136,527 175,693 

〈省略〉 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損

失（△） 
△36,699 184,651 

法人税、住民税及び事業税 650 650 

法人税等調整額 1,226 △3,336 

法人税等合計 1,876 △2,686 

当期純利益又は当期純損失（△） △38,575 187,337 

非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に

帰属する当期純損失（△） 
33 △128 

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（△） 
△38,609 187,465 
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添付資料 7ページ 

 

（連結包括利益計算書） 

 

(訂正前) 

  （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(自 平成31年４月１日 

 至 令和２年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 令和２年４月１日 

 至 令和３年３月31日) 

当期純利益又は当期純損失（△） △38,575 189,868 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 136,385 － 

持分法適用会社に対する持分相当額 △10,625 112,891 

その他の包括利益合計 125,759 112,891 

包括利益 87,184 302,760 

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 87,150 302,888 

非支配株主に係る包括利益 33 △128 

 

 

(訂正後) 

  （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(自 平成31年４月１日 

 至 令和２年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 令和２年４月１日 

 至 令和３年３月31日) 

当期純利益又は当期純損失（△） △38,575 187,337 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 136,385 － 

持分法適用会社に対する持分相当額 △10,625 112,891 

その他の包括利益合計 125,759 112,891 

包括利益 87,184 300,229 

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 87,150 300,357 

非支配株主に係る包括利益 33 △128 

 

  



- 10 - 

 

添付資料 9ページ 

（３）連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度（自 令和２年４月１日 至 令和３年３月31日） 

(訂正前) 

    (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 534,204 266,761 1,156,282 △117,739 1,839,508 

当期変動額      

親会社株主に帰属する当期

純利益 
  189,996  189,996 

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額） 
     

当期変動額合計 － － 189,996 － 189,996 

当期末残高 534,204 266,761 1,346,279 △117,739 2,029,505 

 
      

 その他の包括利益累計額 

非支配株主持分 純資産合計 
 

その他有価証券評価

差額金 
退職給付に係る調整

累計額 
その他の包括利益累

計額合計 

当期首残高 △17,773 △1,114 △18,887 2,144 1,822,765 

当期変動額      

親会社株主に帰属する当期

純利益 
    189,996 

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額） 
112,370 521 112,891 △128 112,763 

当期変動額合計 112,370 521 112,891 △128 302,760 

当期末残高 94,597 △593 94,004 2,016 2,125,525 
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(訂正後) 

    (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 534,204 266,761 1,156,282 △117,739 1,839,508 

当期変動額      

親会社株主に帰属する当期

純利益 
  187,465  187,465 

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額） 
     

当期変動額合計 － － 187,465 － 187,465 

当期末残高 534,204 266,761 1,343,748 △117,739 2,026,974 

 
      

 その他の包括利益累計額 

非支配株主持分 純資産合計 
 

その他有価証券評価

差額金 
退職給付に係る調整

累計額 
その他の包括利益累

計額合計 

当期首残高 △17,773 △1,114 △18,887 2,144 1,822,765 

当期変動額      

親会社株主に帰属する当期

純利益 
    187,465 

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額） 
112,370 521 112,891 △128 112,763 

当期変動額合計 112,370 521 112,891 △128 300,229 

当期末残高 94,597 △593 94,004 2,016 2,122,994 
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

 

(訂正前) 

 
前連結会計年度 

(自 平成31年４月１日 

 至 令和２年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 令和２年４月１日 

 至 令和３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（△） 
△36,699 187,837 

〈省略〉 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △891 18,875 

小計 12,481 30,124 

利息及び配当金の受取額 4,213 4,263 

利息の支払額 △13,614 △9,824 

法人税等の支払額 △1,683 △885 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,397 23,677 

〈省略〉 

 

 

(訂正後) 

 
前連結会計年度 

(自 平成31年４月１日 

 至 令和２年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 令和２年４月１日 

 至 令和３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（△） 
△36,699 184,651 

〈省略〉 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △891 21,405 

小計 12,481 29,468 

利息及び配当金の受取額 4,213 4,263 

利息の支払額 △13,614 △9,824 

法人税等の支払額 △1,683 △230 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,397 23,677 

〈省略〉 
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（セグメント情報等） 

【セグメント情報】 

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

当連結会計年度（自令和２年４月１日 至令和３年３月31日） 

(訂正前) 

     

 報告セグメント 
合計 

 通販小売事業 不動産事業 介護事業 

<省略> 

セグメント利益又は損失

（△） 
68,559 26,086 △7,074 87,571 

<省略> 

 

(訂正後) 

     

 報告セグメント 
合計 

 通販小売事業 不動産事業 介護事業 

<省略> 

セグメント利益又は損失

（△） 
66,042 26,086 △7,074 85,054 

<省略> 

 

４．報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項） 

<省略> 

(訂正前) 

利益 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 72,856 87,571 

全社費用（注） △68,159 △62,982 

連結財務諸表の営業利益 4,696 24,588 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

<省略> 

 

(訂正後) 

利益 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 72,856 85,054 

全社費用（注） △68,159 △63,652 

連結財務諸表の営業利益 4,696 21,402 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

<省略> 
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（１株当たり情報） 

 

(訂正前) 

項目 

前連結会計年度 

（自 平成31年４月１日 

至 令和２年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 令和２年４月１日 

至 令和３年３月31日） 

１株当たり純資産額 179.96円 209.90円 

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり

当期純損失（△） 
△3.82円 18.78円 

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２．１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

前連結会計年度 

（自 平成31年４月１日 

至 令和２年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 令和２年４月１日 

至 令和３年３月31日） 

親会社株主に帰属する当期純利益金額又は

親会社株主に帰属する当期純損失金額 

（△）（千円） 

△38,609 189,996 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る親会社株主に帰属する当

期純利益金額又は普通株式に係る親会社

株主に帰属する当期純損失金額（△）

（千円） 

△38,609 189,996 

期中平均株式数（千株） 10,116 10,116 
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(訂正後) 

項目 

前連結会計年度 

（自 平成31年４月１日 

至 令和２年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 令和２年４月１日 

至 令和３年３月31日） 

１株当たり純資産額 179.96円 209.65円 

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり

当期純損失（△） 
△3.82円 18.53円 

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２．１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

前連結会計年度 

（自 平成31年４月１日 

至 令和２年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 令和２年４月１日 

至 令和３年３月31日） 

親会社株主に帰属する当期純利益金額又は

親会社株主に帰属する当期純損失金額 

（△）（千円） 

△38,609 187,465 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る親会社株主に帰属する当

期純利益金額又は普通株式に係る親会社

株主に帰属する当期純損失金額（△）

（千円） 

△38,609 187,465 

期中平均株式数（千株） 10,116 10,116 

 

 

 

以上 


