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 2021年6月25日          

各   位 
                           会 社 名  株式会社   銀 座 山 形 屋 

                           代表者名  代表取締役   小口 弘明 

                               (ＪＡＳＤＡＱ・コード番号８２１５)     

                                 問合せ先  

                     役職・氏名 取締役管理部長 瀬戸山 英児 

                             電   話  ０３-６８６６-０２７６ 

 

（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 

 

当社は、2021年5 月13 日15 時01 分に発表した開示資料について訂正がありましたのでお知らせ 

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。なお、訂正箇

所には下線を付しております。 

 

 サマリー情報 
（参考）個別業績の概要 

【訂正前】 

（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 （％表示は対前期増減率）  
 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 ％ 

2021年３月期 271 △7.7 △25 - △536 - △593 - 

2020年３月期 294  1.2  △27  -  △160  - △213  - 

 

 
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 △343.91 - 

2020年３月期 △123.56  - 

（２）個別財政状態 

 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 

2021年３月期 3,256 2,374 72.9 1,376.69 

2020年３月期 3,401  2,715  79.8  1,573.68 
 

（参考）自己資本 
2021年３

月期 
2,374 

百万

円 
 

2020年３

月期 
2,715 

百万

円 

 

【訂正後】 

（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 （％表示は対前期増減率）  
 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 ％ 

2021年３月期 271 △7.7 △25 - △533 - △590 - 

2020年３月期 294  1.2  △27  -  △160  -  △213  - 

 

 
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 △342.18 - 

2020年３月期 △123.56  - 



- 2 - 

 

 

（２）個別財政状態 

 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 

2021年３月期 3,382 2,377 70.3 1,378.42 

2020年３月期 3,401  2,715  79.8  1,573.68 
 

（参考）自己資本 
2021年３

月期 
2,377 

百万

円 
 

2020年３

月期 
2,715 

百万

円 

 

 

【訂正前】 

１．経営成績等の概況 

 ～  中  略  ～ 

 

＜当社の営業の経過および成果＞ 

当事業年度における売上高は271百万円（前期比7.7％減）、経常損失におきましては子会社への貸付金に対する貸倒引

当金の計上等により536百万円（前期は経常損失160百万円）となりました。また、9月北海道工場閉鎖による建物・土

地の減損損失計上により当期純損失593百万円（前期は213百万円の当期純損失）となりました。 

 

【訂正後】 

 １．経営成績等の概況 

 ～  中  略  ～ 

＜当社の営業の経過および成果＞ 

当事業年度における売上高は271百万円（前期比7.7％減）、経常損失におきましては子会社への貸付金に対する貸倒引

当金の計上等により533百万円（前期は経常損失160百万円）となりました。また、9月北海道工場閉鎖による建物・土

地の減損損失計上により当期純損失590百万円（前期は213百万円の当期純損失）となりました。 

 

【訂正前】 

３．連結財務諸表及び主な注記 

（１）連結貸借対照表 

 

  (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 185,511 122,801 

未払金 189,727 101,114 

リース債務 12,146 12,031 

未払法人税等 18,711 8,153 

未払消費税等 43,199 8,345 

ポイント引当金 48,934 42,561 

資産除去債務 24,000 - 

その他 359,380 363,913 

流動負債合計 881,611 658,921 

固定負債   

リース債務 24,480 14,835 

繰延税金負債 52,843 31,920 

長期借入金 - 620,000 

役員退職慰労引当金 106,172 111,934 

退職給付に係る負債 567,996 506,659 

預り保証金 11,360 11,260 

資産除去債務 215,079 195,695 

固定負債合計 977,932 1,492,305 

負債合計 1,859,544 2,151,226 



- 3 - 

 

【訂正後】 

３．連結財務諸表及び主な注記 

（１）連結貸借対照表 

  (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 185,511 122,801 

未払金 189,727 101,114 

リース債務 12,146 12,031 

未払法人税等 18,711 8,153 

未払消費税等 43,199 8,345 

ポイント引当金 48,934 42,561 

資産除去債務 24,000 2,762 

その他 359,380 363,913 

流動負債合計 881,611 661,683 

固定負債   

リース債務 24,480 14,835 

繰延税金負債 52,843 31,920 

長期借入金 - 620,000 

役員退職慰労引当金 106,172 111,934 

退職給付に係る負債 567,996 506,659 

預り保証金 11,360 11,260 

資産除去債務 215,079 192,933 

固定負債合計 977,932 1,489,543 

負債合計 1,859,544 2,151,226 
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【訂正前】 

（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）  
  (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) 

税金等調整前当期純利益 △162,710 △723,495 

法人税、住民税及び事業税 23,783 3,000 

法人税等調整額 76,337 △36,242 

法人税等合計 100,121 △33,242 

当期純損失（△） △262,832 △690,253 

親会社株主に帰属する当期純損失（△） △262,832 △690,253 

 

 

 

 

【訂正後】 

（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）  
  (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) 

税金等調整前当期純損失（△） △162,710 △723,495 

法人税、住民税及び事業税 23,783 8,539 

法人税等還付税額 - △5,539 

法人税等調整額 76,337 △36,242 

法人税等合計 100,121 △33,242 

当期純損失（△） △262,832 △690,253 

親会社株主に帰属する当期純損失（△） △262,832 △690,253 
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【訂正前】 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

  (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（△） △162,710 △723,495 

減価償却費 90,374 61,399 

減損損失 193,630 166,271 

事業整理損 - 57,409 

店舗閉鎖損失 - 10,366 

助成金収入 △8,681 △187,667 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 11,195 △1,175 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △16,368 △61,337 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,656 5,762 

受取利息及び受取配当金 △33,089 △30,006 

投資有価証券評価損益（△は益） - 7,018 

支払利息 649 2,608 

売上債権の増減額（△は増加） 141,507 139,611 

たな卸資産の増減額（△は増加） △22,016 98,716 

仕入債務の増減額（△は減少） △115,199 △62,709 

未払金の増減額（△は減少） △71,534 △13,405 

未払消費税等の増減額（△は減少） △26,159 △34,853 

未収消費税等の増減額（△は増加） △1,247 △41,765 

前受金の増減額（△は減少） △45,559 31,884 

預り金の増減額（△は減少） 45,687 △8,913 

その他 △135 △33,085 

小計 △14,001 △617,367 

利息及び配当金の受取額 33,089 30,006 

利息の支払額 △649 △2,608 

事業整理損 - △57,409 

店舗閉鎖損失 - △10,366 

法人税等の支払額 △37,117 △2,729 

助成金の受取額 8,681 187,667 

営業活動によるキャッシュ・フロー △9,998 △472,807 

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 △93,097 △97,475 

無形固定資産の取得による支出 △56,792 △21,496 

投資有価証券の取得による支出 △1,221 △1,266 

長期前払費用の取得による支出 △448 - 

資産除去債務の履行による支出 △6,784 △38,062 

差入保証金及び敷金の預入による支出 △1,189 △818 

差入保証金及び敷金の返還による収入 25,030 131,498 

その他 △6,513 △2,337 

投資活動によるキャッシュ・フロー △141,016 △29,958 

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 - 620,000 

自己株式の取得による支出 △170 △105 

配当金の支払額 △86,736 △141 

リース債務の返済による支出 △12,582 △12,974 

財務活動によるキャッシュ・フロー △99,489 606,779 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △250,505 104,014 

現金及び現金同等物の期首残高 1,451,460 1,200,955 

現金及び現金同等物の期末残高 1,200,955 1,304,969 
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【訂正後】 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

  (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（△） △162,710 △723,495 

減価償却費 90,374 61,399 

減損損失 193,630 166,271 

事業整理損 - 59,023 

店舗閉鎖損失 - 10,366 

投資有価証券評価損益（△は益） - 7,018 

助成金収入 △8,681 △187,667 

固定資産除却損 - 2,589 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 11,195 △1,175 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △16,368 △61,337 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,656 5,762 

受取利息及び受取配当金 △33,089 △30,006 

支払利息 649 2,608 

売上債権の増減額（△は増加） 141,507 139,611 

たな卸資産の増減額（△は増加） △22,016 98,716 

仕入債務の増減額（△は減少） △115,199 △62,709 

未払金の増減額（△は減少） △71,534 △13,405 

未払消費税等の増減額（△は減少） △26,159 △34,853 

未収消費税等の増減額（△は増加） △1,247 △41,723 

前受金の増減額（△は減少） △45,559 31,884 

預り金の増減額（△は減少） 45,687 △8,913 

その他 △135 △28,537 

小計 △14,001 △608,574 

利息及び配当金の受取額 33,089 30,006 

利息の支払額 △649 △2,608 

事業整理損失の支払額 - △59,023 

店舗閉鎖損失の支払額 - △10,366 

法人税等の支払額 △37,117 △9,908 

助成金の受取額 8,681 187,667 

営業活動によるキャッシュ・フロー △9,998 △472,807 

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 △93,097 △63,660 

無形固定資産の取得による支出 △56,792 △55,311 

投資有価証券の取得による支出 △1,221 △1,266 

長期前払費用の取得による支出 △448 - 

資産除去債務の履行による支出 △6,784 △38,062 

差入保証金及び敷金の預入による支出 △1,189 △818 

差入保証金及び敷金の返還による収入 25,030 131,498 

その他 △6,513 △2,337 

投資活動によるキャッシュ・フロー △141,016 △29,958 

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 - 620,000 

自己株式の取得による支出 △170 △105 

配当金の支払額 △86,736 △141 

リース債務の返済による支出 △12,582 △12,974 

財務活動によるキャッシュ・フロー △99,489 606,779 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △250,505 104,014 

現金及び現金同等物の期首残高 1,451,460 1,200,955 

現金及び現金同等物の期末残高 1,200,955 1,304,969 
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【訂正前】 

（連結包括利益計算書関係） 

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 

 

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） 

その他有価証券評価差額金：   

当期発生額 △174,003千円 266,388千円 

組替調整額 － － 

税効果調整前 △174,003 266,388 

税効果額 36,562 △13,032 

その他有価証券評価差額金 △137,441 253,356 

  その他の包括利益合計 △137,441 253,356 

 

【訂正後】 

（連結包括利益計算書関係） 

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 

 

 

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） 

その他有価証券評価差額金：   

当期発生額 △174,003千円 259,370千円 

組替調整額 － 7,018 

税効果調整前 △174,003 266,388 

税効果額 36,562 △13,032 

その他有価証券評価差額金 △137,441 253,356 

  その他の包括利益合計 △137,441 253,356 

 

【訂正前】 

（連結株主資本等変動計算書関係） 

 ～  中  略  ～ 

 

当連結会計年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
当連結会計年度期首株

式数（株） 

当連結会計年度増加株式 

数（株） 

当連結会計年度減少株式 

数（株） 

当連結会計年度末株式 

数（株） 

発行済株式     

普通株式 1,804,471 － － 1,804,471 

合計 1,804,471 － － 1,804,471 

自己株式     

普通株式(注) 79,218 97 － 79,325 

合計 79,218 97 － 79,325 
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【訂正後】 

（連結株主資本等変動計算書関係） 

 ～  中  略  ～ 

 

 

当連結会計年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
当連結会計年度期首株

式数（株） 

当連結会計年度増加株式 

数（株） 

当連結会計年度減少株式 

数（株） 

当連結会計年度末株式 

数（株） 

発行済株式     

普通株式 1,804,471 － － 1,804,471 

合計 1,804,471 － － 1,804,471 

自己株式     

普通株式(注) 79,218 107 － 79,325 

合計 79,218 107 － 79,325 

【訂正前】 

（セグメント情報等） 

【セグメント情報】 

 

 ～  中  略  ～ 

 

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

 ～  中  略  ～ 

   

 

    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）

 報告セグメント 

合計 
 小売事業 卸売事業 

受託縫製 

事業 

売上高     

外部顧客への売上高 1,785,733 847,841 592,103 3,225,679 

セグメント間の内部売上高又は 

振替高 
- - 1,189,930 1,189,930 

計 1,785,733 847,841 1,782,033 4,415,609 

セグメント利益又はセグメント損失

(△) 
△302,242 △105,873 △279,672 △687,788 

セグメント資産 875,640 544,656 654,234 2,074,531 

その他の項目     

減価償却費 9,762 7,771 18,552 36,087 

有形固定資産及び無形固定資産 

の増加額 
6,186 2,921 3,177 12,284 
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 ～  中  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） 

                                           （単位：千円） 

利益 

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） 

報告セグメント計 67 △687,788 

棚卸資産の調整額 951 1,656 

その他の調整額 △1,147 - 

全社収益(注1.) 294,083 271,317 

全社費用(注2.) △322,022 △296,801 

連結財務諸表の営業利益又は営業損失（△） △28,067 △711,698 

（注1.）全社収益は、主に当社におけるグループ会社からの経営指導料、不動産賃貸収入等であります。   

（注2.）全社費用は、主に当社におけるグループ管理に係る費用であります。 

 

                                           （単位：千円） 

資産 
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） 

報告セグメント計 2,168,052 2,074,531 

その他の調整額 △497,809 △886,178 

本社管理部門に対する債権の相殺消去 △493,095 19,825 

全社資産 (注) 3,427,820 3,251470 

連結財務諸表の資産合計 4,604,968 4,459,648 

(注) 全社資産は、当社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る 

   資産等です。 

                                             （単位：千円） 
 

 

その他の項目 
 

報告セグメント計 調整額 連結財務諸表計上額 

前 連 結 

会計年度 

当 連 結 

会計年度 

前 連 結 

会計年度 

当 連 結 

会計年度 

前 連 結 

会計年度 

当 連 結 

会計年度 

減価償却費 75,971 36,087 14,403 25,312 90,374 61,399 

有形固定資産及び無形固定

資産の増加額 
139,309 12,284 118,694 21,286 258,003 33,570 
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【訂正後】 

（セグメント情報等） 

 

【セグメント情報】 

 

 ～  中  略  ～ 

 

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

 ～  中  略  ～ 

   

    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）

 報告セグメント 

合計 
 小売事業 卸売事業 

受託縫製 

事業 

売上高     

外部顧客への売上高 1,785,733 847,841 592,103 3,225,679 

セグメント間の内部売上高又は 

振替高 
- - 1,189,930 1,189,930 

計 1,785,733 847,841 1,782,033 4,415,609 

セグメント利益又はセグメント損失

(△) 
△302,242 △105,873 △279,672 △687,788 

セグメント資産 875,640 544,656 654,234 2,074,531 

その他の項目     

減価償却費 9,762 7,771 18,552 36,087 

有形固定資産及び無形固定資産 

の増加額 
19,734 2,921 3,176 25,832 

 

 ～  中  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） 

                                           （単位：千円） 

利益 

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） 

報告セグメント計 67 △687,788 

棚卸資産の調整額 951 1,656 

その他の調整額 △1,147 - 

全社収益(注1.) 294,083 271,317 

全社費用(注2.) △322,022 △296,884 

連結財務諸表の営業利益又は営業損失（△） △28,067 △711,698 
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（注1.）全社収益は、主に当社におけるグループ会社からの経営指導料、不動産賃貸収入等であります。    

（注2.）全社費用は、主に当社におけるグループ管理に係る費用であります。 

                                          

 

   

（単位：千円） 

資産 
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） 

報告セグメント計 2,168,052 2,074,531 

その他の調整額 △497,809 △886,178 

本社管理部門に対する債権の相殺消去 △493,095 △111,000 

全社資産 (注) 3,427,820 3,382,295 

連結財務諸表の資産合計 4,604,968 4,459,648 

(注) 全社資産は、当社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る 

   資産等です。 

                                      

                                            （単位：千円） 
 

 

その他の項目 
 

報告セグメント計 調整額 連結財務諸表計上額 

前 連 結 

会計年度 

当 連 結 

会計年度 

前 連 結 

会計年度 

当 連 結 

会計年度 

前 連 結 

会計年度 

当 連 結 

会計年度 

減価償却費 75,971 36,087 14,403 25,312 90,374 61,399 

有形固定資産及び無形固定

資産の増加額 
139,309 25,832 118,694 21,286 258,003 47,119 

 

 

 

 

 

 

以   上 


