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2021年８月 11日 

各      位 

  会社名 株式会社ヴィレッジヴァンガード 

コーポレーション 

代表者名  代表取締役社長  白川 篤典 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード 2769） 

問合せ先   常務取締役  佐々木 敏夫 

電話 052-769-1150 

 

（訂正・数値データ訂正） 

「2021年５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７月15日に公表いたしました「2021年５月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載内容に一

部訂正すべき事項がありましたので、下記の通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いたします。 

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】 

 「2020年５月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」提出後に、記載内容の一部に誤りがあることが判明しまし

たので、これを訂正するものであります。 

 

２．【訂正箇所】 

<添付資料３ページ> 

  （訂正前） 

(３)当期のキャッシュ・フローの概況 

（中 略） 

（中 略） 

（中 略） 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

 財務活動の結果使用した資金は1,551百万円（前連結会計年度は1,915百万円の収入）となりました。これ

は、主に長期借入れによる収入4,700百万円があったものの、短期借入金の減少額2,001百万円、長期借入金

の返済による支出3,925百万円、割賦債務の返済による支出125百万円があったためであります。 

 

   （訂正後） 

(３)当期のキャッシュ・フローの概況 

（中 略） 

（中 略） 

（中 略） 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

 財務活動の結果使用した資金は1,551百万円（前連結会計年度は1,915百万円の収入）となりました。これ

は、主に長期借入れによる収入4,600百万円があったものの、短期借入金の減少額2,001百万円、長期借入金

の返済による支出3,825百万円、割賦債務の返済による支出125百万円があったためであります。 
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<添付資料11ページ> 

（訂正前） 

（１）連結キャッシュ・フロー計算書 

  （単位：百万円） 

 
 前連結会計年度 

(自 2019 年６月１日 
 至 2020 年５月 31 日) 

 当連結会計年度 
(自 2020 年６月１日 

 至 2021 年５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（△） 

△553 43 

減価償却費 331 328 
固定資産除却損 36 14 
減損損失 128 33 
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 14 16 
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △13 △30 
貸倒引当金の増減額（△は減少） 4 2 
受取利息及び受取配当金 △0 △0 
支払利息 113 146 
営業外支払手数料 63 48 
店舗閉鎖損失 － 20 
新型コロナウイルス感染症による損失 204 20 
売上債権の増減額（△は増加） 263 △107 
たな卸資産の増減額（△は増加） 617 △381 
仕入債務の増減額（△は減少） △2,996 2,005 
未払消費税等の増減額（△は減少） 26 △83 
その他 △455 361 

小計 △2,214 2,437 

利息及び配当金の受取額 0 0 
利息の支払額 △116 △147 
新型コロナウイルス感染症による損失の支
払額 

△186 △20 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △219 △45 

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,736 2,223 

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 △150 △15 
無形固定資産の取得による支出 △115 △145 
差入保証金の差入による支出 △51 △18 
差入保証金の回収による収入 36 39 
その他 △114 △75 

投資活動によるキャッシュ・フロー △394 △214 

財務活動によるキャッシュ・フロー   
短期借入金の純増減額（△は減少） 2,200 △2,001 
長期借入れによる収入 3,920 4,700 
長期借入金の返済による支出 △3,886 △3,925 
社債の発行による収入 146 － 
社債の償還による支出 △30 △30 
営業外支払手数料の支出 △63 △48 
割賦債務の返済による支出 △142 △125 
配当金の支払額 △229 △121 
その他 1 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,915 △1,551 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △0 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,215 456 

現金及び現金同等物の期首残高 4,612 3,396 

現金及び現金同等物の期末残高 3,396 3,853 
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（訂正後） 

（１）連結キャッシュ・フロー計算書 

  （単位：百万円） 

 
 前連結会計年度 

(自 2019 年６月１日 
 至 2020 年５月 31 日) 

 当連結会計年度 
(自 2020 年６月１日 

 至 2021 年５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（△） 

△553 43 

減価償却費 331 328 
固定資産除却損 36 14 
減損損失 128 33 
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 14 16 
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △13 △30 
貸倒引当金の増減額（△は減少） 4 2 
受取利息及び受取配当金 △0 △0 
支払利息 113 146 
営業外支払手数料 63 48 
店舗閉鎖損失 － 20 
新型コロナウイルス感染症による損失 204 20 
売上債権の増減額（△は増加） 263 △107 
たな卸資産の増減額（△は増加） 617 △381 
仕入債務の増減額（△は減少） △2,996 2,005 
未払消費税等の増減額（△は減少） 26 △83 
その他 △455 361 

小計 △2,214 2,437 

利息及び配当金の受取額 0 0 
利息の支払額 △116 △147 
新型コロナウイルス感染症による損失の支
払額 

△186 △20 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △219 △45 

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,736 2,223 

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 △150 △15 
無形固定資産の取得による支出 △115 △145 
差入保証金の差入による支出 △51 △18 
差入保証金の回収による収入 36 39 
その他 △114 △75 

投資活動によるキャッシュ・フロー △394 △214 

財務活動によるキャッシュ・フロー   
短期借入金の純増減額（△は減少） 2,200 △2,001 
長期借入れによる収入 3,920 4,600 
長期借入金の返済による支出 △3,886 △3,825 
社債の発行による収入 146 － 
社債の償還による支出 △30 △30 
営業外支払手数料の支出 △63 △48 
割賦債務の返済による支出 △142 △125 
配当金の支払額 △229 △121 
その他 1 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,915 △1,551 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △0 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,215 456 

現金及び現金同等物の期首残高 4,612 3,396 

現金及び現金同等物の期末残高 3,396 3,853 

 

以上 

 


