
  

 

2022年５月 27日 

各 位 

会 社 名 株 式 会 社 オ キ サ イ ド 

代 表 者 名 代表取締役社長(CEO) 古川  保典 

（コード番号：6521 東証グロース） 

問 合 せ 先 取締役副社長(CFO)  

管理本部長 
山本  正幸 

（TEL. 0551-26-0022） 

 

（訂正・数値データ訂正） 

「2022年２月期 決算短信［日本基準］（非連結）」の一部訂正について 
 

2022年４月 13日に公表いたしました「2022 年２月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」の記載内容の

一部に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（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。 

 

記 

 

１．訂正の理由 

「2022 年２月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」の公表後、記載内容の一部に誤りがある事が判明

したため、訂正を行うものであります。なお、今回の訂正による損益への影響はございません。 

 

２．訂正の内容 

訂正の箇所は下線を付けて表示しております。 

 

〇サマリー情報 

１．2022年２月期の業績（2021 年３月１日～2022年２月 28日） 

（３）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 
2022年２月期 435 △841 1,375 2,146 
2021年２月期 568 △300 241 1,171 

 

【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 
2022年２月期 443 △849 1,375 2,146 
2021年２月期 568 △300 241 1,171 
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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】 

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前事業年度末に比べ 975

百万円増加し、当事業年度末には 2,146百万円となりました。 

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果、増加した資金は 435百万円（前事業年度は 568百万円の増加）となりました。こ

れは主に税引前当期純利益 590 百万円（前事業年度は税引前当期純利益 322 百万円）、減価償却費

268 百万円（前事業年度は減価償却費 224百万円）が生じた一方で、たな卸資産の増加額 433百万円

（前事業年度はたな卸資産の増加額 372百万円）が生じたこと等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果、減少した資金は 841百万円（前事業年度は 300百万円の減少）となりました。こ

れは主に有形固定資産の取得による支出 789 百万円（前事業年度は有形固定資産の取得による支出

244 百万円）等が生じたことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果、増加した資金は 1,375百万円（前事業年度は 241百万円の増加）となりました。

これは、株式の発行による収入 2,565 百万円（前事業年度は株式の発行による収入 11百万円）が生

じた一方、短期借入金の純減額 850百万円（前事業年度は短期借入金の純減額 150百万円）、長期借

入金の返済による支出 275 百万円（前事業年度は長期借入金の返済による支出 547 百万円）、割賦

債務の返済による支出 37 百万円（前事業年度は割賦債務の返済による支出 59 百万円）が生じたこ

と等によるものであります。 

 

【訂正後】 

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前事業年度末に比べ 975

百万円増加し、当事業年度末には 2,146百万円となりました。 

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果、増加した資金は 443百万円（前事業年度は 568百万円の増加）となりました。こ

れは主に税引前当期純利益 590 百万円（前事業年度は税引前当期純利益 322 百万円）、減価償却費

268 百万円（前事業年度は減価償却費 224百万円）が生じた一方で、たな卸資産の増加額 433百万円

（前事業年度はたな卸資産の増加額 372百万円）が生じたこと等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果、減少した資金は 849百万円（前事業年度は 300百万円の減少）となりました。こ

れは主に有形固定資産の取得による支出 789 百万円（前事業年度は有形固定資産の取得による支出

244 百万円）等が生じたことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果、増加した資金は 1,375百万円（前事業年度は 241百万円の増加）となりました。

これは、株式の発行による収入 2,565 百万円（前事業年度は株式の発行による収入 11百万円）が生

じた一方、短期借入金の純減額 850百万円（前事業年度は短期借入金の純減額 150百万円）、長期借

入金の返済による支出 275 百万円（前事業年度は長期借入金の返済による支出 547 百万円）、割賦

債務の返済による支出 37 百万円（前事業年度は割賦債務の返済による支出 59 百万円）が生じたこ

と等によるものであります。 
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３．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 2020年３月１日 
 至 2021年２月28日) 

 当事業年度 
(自 2021年３月１日 
 至 2022年２月28日) 

売上高 3,579,619 4,756,708 

売上原価   

製品期首たな卸高 82,673 43,133 

当期製品製造原価 2,455,209 3,130,094 

当期製品仕入高 1,474 1,916 

合計 2,539,357 3,175,144 

製品期末たな卸高 43,133 48,815 

売上原価合計 2,496,223 3,126,329 

売上総利益 1,083,395 1,630,379 

販売費及び一般管理費 717,640 1,033,595 

営業利益 365,755 596,784 

営業外収益   

受取利息 273 124 

受取地代家賃 － 11,084 

補助金収入 12,575 67,016 

助成金収入 3,641 590 

その他 614 3,423 

営業外収益合計 17,104 82,238 

営業外費用   

支払利息 48,535 50,323 

株式交付費 － 14,455 

その他 11,437 15,252 

営業外費用合計 59,972 80,031 

経常利益 322,887 598,991 

特別損失   

減損損失 － 8,155 

特別損失合計 － 8,155 

税引前当期純利益 322,887 590,836 

法人税、住民税及び事業税 49,715 133,993 

法人税等調整額 △37,286 △38,896 

法人税等合計 12,429 95,096 

当期純利益 310,458 495,740 

  



  

【訂正後】 

  （単位：千円） 

 
 前事業年度 

(自 2020年３月１日 
 至 2021年２月28日) 

 当事業年度 
(自 2021年３月１日 
 至 2022年２月28日) 

売上高 3,579,619 4,756,708 

売上原価   

製品期首たな卸高 82,673 43,133 

当期製品製造原価 2,455,209 3,130,094 

当期製品仕入高 1,474 1,916 

合計 2,539,357 3,175,144 

他勘定振替高 － 52 

製品期末たな卸高 43,133 48,762 

売上原価合計 2,496,223 3,126,329 

売上総利益 1,083,395 1,630,379 

販売費及び一般管理費 717,640 1,033,595 

営業利益 365,755 596,784 

営業外収益   

受取利息 273 124 

受取地代家賃 － 11,084 

補助金収入 12,575 67,016 

助成金収入 3,641 590 

その他 614 3,423 

営業外収益合計 17,104 82,238 

営業外費用   

支払利息 48,535 50,323 

株式交付費 － 14,455 

上場関連費用 － 11,716 

その他 11,437 3,535 

営業外費用合計 59,972 80,031 

経常利益 322,887 598,991 

特別損失   

減損損失 － 8,155 

特別損失合計 － 8,155 

税引前当期純利益 322,887 590,836 

法人税、住民税及び事業税 49,715 133,993 

法人税等調整額 △37,286 △38,896 

法人税等合計 12,429 95,096 

当期純利益 310,458 495,740 
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３．財務諸表及び主な注記 

（４）キャッシュ・フロー計算書 

【訂正前】 

  （単位：千円） 

 
 前事業年度 

(自 2020年３月１日 
 至 2021年２月28日) 

 当事業年度 
(自 2021年３月１日 
 至 2022年２月28日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 322,887 590,836 

減価償却費 224,765 268,881 

のれん償却額 62,095 644 

固定資産除却損 1,639 － 

減損損失 － 8,155 

賞与引当金の増減額（△は減少） 30,591 17,000 

修繕引当金の増減額（△は減少） 28,911 △67,227 

製品保証引当金の増減額（△は減少） 11,820 5,527 

未収入金の増減額（△は増加） 1,142 △9,987 

未払金の増減額（△は減少） 70,014 △47,218 

前受金の増減額（△は減少） 92,980 49,511 

為替差損益（△は益） 3,178 △4,840 

受取利息 △273 △124 

支払利息 48,535 50,323 

売上債権の増減額（△は増加） 88,478 125,321 

たな卸資産の増減額（△は増加） △372,013 △433,317 

仕入債務の増減額（△は減少） △18,174 72,011 

その他 24,226 △68,078 

小計 620,803 557,419 

利息の受取額 273 124 

利息の支払額 △46,694 △53,555 

法人税等の支払額 △6,085 △68,607 

営業活動によるキャッシュ・フロー 568,296 435,381 

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 △244,946 △789,738 

無形固定資産の取得による支出 △42,094 △36,466 

敷金及び保証金の差入による支出 △13,595 △24,959 

担保預金の預入による支出 △40,000 － 

担保預金の払戻による収入 40,000 － 

担保預金の解約による収入 － 10,000 

投資活動によるキャッシュ・フロー △300,636 △841,165 

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） △150,000 △850,000 

長期借入れによる収入 1,016,500 － 

長期借入金の返済による支出 △547,364 △275,972 

社債の償還による支出 △25,800 △23,000 

株式の発行による収入 11,550 2,565,786 

リース債務の返済による支出 △3,754 △3,096 

割賦債務の返済による支出 △59,747 △37,578 

自己株式の取得による支出 － △189 

財務活動によるキャッシュ・フロー 241,384 1,375,950 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,178 4,840 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 505,865 975,007 

現金及び現金同等物の期首残高 665,494 1,171,360 

現金及び現金同等物の期末残高 1,171,360 2,146,368 



  

【訂正後】 

  （単位：千円） 

 
 前事業年度 

(自 2020年３月１日 
 至 2021年２月28日) 

 当事業年度 
(自 2021年３月１日 
 至 2022年２月28日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 322,887 590,836 

減価償却費 224,765 268,881 

のれん償却額 62,095 644 

固定資産除却損 1,639 － 

減損損失 － 8,155 

賞与引当金の増減額（△は減少） 30,591 17,000 

修繕引当金の増減額（△は減少） 28,911 △67,227 

製品保証引当金の増減額（△は減少） 11,820 5,527 

未収入金の増減額（△は増加） 1,142 △9,987 

未払金の増減額（△は減少） 70,014 △47,218 

前受金の増減額（△は減少） 92,980 49,511 

為替差損益（△は益） 3,178 △4,840 

受取利息 △273 △124 

支払利息 48,535 50,323 

売上債権の増減額（△は増加） 88,478 125,321 

たな卸資産の増減額（△は増加） △372,013 △433,317 

仕入債務の増減額（△は減少） △18,174 72,011 

その他 24,226 △60,078 

小計 620,803 565,419 

利息の受取額 273 124 

利息の支払額 △46,694 △53,555 

法人税等の支払額 △6,085 △68,607 

営業活動によるキャッシュ・フロー 568,296 443,381 

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 △244,946 △789,738 

無形固定資産の取得による支出 △42,094 △36,466 

投資有価証券の取得による支出 － △8,000 

敷金及び保証金の差入による支出 △13,595 △24,959 

担保預金の預入による支出 △40,000 － 

担保預金の払戻による収入 40,000 － 

担保預金の解約による収入 － 10,000 

投資活動によるキャッシュ・フロー △300,636 △849,165 

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） △150,000 △850,000 

長期借入れによる収入 1,016,500 － 

長期借入金の返済による支出 △547,364 △275,972 

社債の償還による支出 △25,800 △23,000 

株式の発行による収入 11,550 2,565,786 

リース債務の返済による支出 △3,754 △3,096 

割賦債務の返済による支出 △59,747 △37,578 

自己株式の取得による支出 － △189 

財務活動によるキャッシュ・フロー 241,384 1,375,950 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,178 4,840 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 505,865 975,007 

現金及び現金同等物の期首残高 665,494 1,171,360 

現金及び現金同等物の期末残高 1,171,360 2,146,368 

 

以 上 


