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2022年５月27日 

各 位 

会 社 名 株式会社市進ホールディングス 

代 表 者 代表取締役社長 福住 一彦 

 (コード番号：4645 東証スタンダード市場) 

問合せ先 取締役統括本部本部長 尾和 保弘 

 電話 047（335）2840 

 

(訂正・数値データ訂正)「2022年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の 

一部訂正について 

 

2022年４月12日に公表いたしました「2022年2月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の内容につきまして一部誤りが

ありましたので、下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。また、数値データ

につきましては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〕（連結）」の提出後に、記載内容の一部に誤りがあることが判明いたしましたので、

訂正いたします。 

 

２．訂正の内容 

（１）サマリー情報 

【（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 

2022年２月期 1,752 △481 △418 3,640 

2021年２月期 526 △1,316 788 2,786 

 

（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 1,610 △481 △276 3,640 

2021年２月期 526 △1,316 788 2,786 
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（２）３ページ 

【（３）当期のキャッシュ・フローの概況】 

（訂正前） 

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、3,640百万円（前年同期比130.6％）となりました。 

（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1,752百万円の収入（前年同期比332.9％）となりました。主な要因としましては、

税金等調整前当期純利益の計上532百万円の他、減価償却費536百万円、未払消費税等の減少額241百万円を計上している

点等が挙げられます。 

（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481百万円の支出（前年同期比36.6％）となりました。主な要因としましては、

有形固定資産の取得による支出319百万円（新規教室開校の他、既存拠点のリニューアル費用等）、定期預金の増加額138

百万円、映像授業コンテンツの制作による支出133百万円を計上している点等が挙げられます。 

（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418百万円の支出（前年同期は788百万円の収入）となりました。主な要因としま

しては、長期借入金の返済による支出969百万円、長期借入れによる収入950百万円、リース債務の返済による支出312百

万円を計上している点等が挙げられます。 

 

（訂正後） 

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、3,640百万円（前年同期比130.6％）となりました。 

（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1,610百万円の収入（前年同期比305.9％）となりました。主な要因としましては、

税金等調整前当期純利益の計上532百万円の他、減価償却費536百万円を計上している点等が挙げられます。 

（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481百万円の支出（前年同期比36.6％）となりました。主な要因としましては、

有形固定資産の取得による支出319百万円（新規教室開校の他、既存拠点のリニューアル費用等）、定期預金の増加額138

百万円、映像授業コンテンツの制作による支出133百万円を計上している点等が挙げられます。 

（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276百万円の支出（前年同期は788百万円の収入）となりました。主な要因としま

しては、長期借入金の返済による支出969百万円、長期借入れによる収入950百万円、リース債務の返済による支出170百

万円を計上している点等が挙げられます。 
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（３）７ページ 

【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 2020年３月１日 
 至 2021年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 2021年３月１日 

 至 2022年２月28日) 

売上高 16,007,559 17,318,138 

売上原価 13,337,935 14,279,030 

売上総利益 2,669,623 3,039,108 

販売費及び一般管理費 2,126,498 2,208,940 

営業利益 543,125 830,167 

営業外収益   

 受取利息 8,491 6,425 

 受取配当金 10,055 7,387 

 受取保険金 49,408 － 

 助成金収入 3,772 4,596 

 自動販売機収入 3,837 3,642 

 雑収入 15,563 17,128 

 営業外収益合計 91,129 39,180 

営業外費用   

 支払利息 120,520 114,776 

 持分法による投資損失 137,059 14,365 

 子会社株式取得関連費用 64,115 － 

 控除対象外消費税等 34,541 41,686 

 雑損失 4,124 5,190 

 営業外費用合計 360,362 176,017 

経常利益 273,892 693,329 

特別利益   

 移転補償金 － 23,763 

 固定資産売却益 － 617 

 原状回復費戻入益 831 － 

 新型コロナウイルス感染症による助成金収入 104,178 15,807 

 その他 4,918 1,412 

 特別利益合計 109,927 41,600 

特別損失   

 固定資産売却損 － 5,779 

 固定資産除却損 205,614 38,732 

 減損損失 211,368 128,308 

 新型コロナウイルス感染症による損失 255,930 15,807 

 その他 19,766 13,683 

 特別損失合計 692,680 202,311 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△） 

△308,860 532,618 

法人税、住民税及び事業税 115,060 244,154 

法人税等調整額 △27,238 △139,656 

法人税等合計 87,821 104,497 

当期純利益又は当期純損失（△） △396,681 428,120 

非支配株主に帰属する当期純利益 4,621 6,557 

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（△） 

△401,303 421,563 
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（訂正後） 

           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自 2020年３月１日 
 至 2021年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 2021年３月１日 

 至 2022年２月28日) 

売上高 16,007,559 17,318,138 

売上原価 13,337,935 14,279,030 

売上総利益 2,669,623 3,039,108 

販売費及び一般管理費 2,126,498 2,208,940 

営業利益 543,125 830,167 

営業外収益   

 受取利息 8,491 6,425 

 受取配当金 10,055 7,387 

 受取保険金 49,408 － 

 助成金収入 3,772 4,977 

 自動販売機収入 3,837 3,642 

 業務受託料収入 3,013 3,428 

 雑収入 12,549 13,319 

 営業外収益合計 91,129 39,180 

営業外費用   

 支払利息 120,520 114,776 

 持分法による投資損失 137,059 14,365 

 子会社株式取得関連費用 64,115 － 

 控除対象外消費税等 34,541 41,686 

 雑損失 4,124 5,190 

 営業外費用合計 360,362 176,017 

経常利益 273,892 693,329 

特別利益   

 移転補償金 － 23,763 

 固定資産売却益 － 617 

 原状回復費戻入益 831 － 

 新型コロナウイルス感染症による助成金収入 104,178 15,807 

 その他 4,918 1,412 

 特別利益合計 109,927 41,600 

特別損失   

 固定資産売却損 － 5,779 

 固定資産除却損 205,614 38,732 

 減損損失 211,368 128,308 

 新型コロナウイルス感染症による損失 255,930 15,807 

 その他 19,766 13,683 

 特別損失合計 692,680 202,311 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△） 

△308,860 532,618 

法人税、住民税及び事業税 115,060 244,154 

法人税等調整額 △27,238 △139,656 

法人税等合計 87,821 104,497 

当期純利益又は当期純損失（△） △396,681 428,120 

非支配株主に帰属する当期純利益 4,621 6,557 

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（△） 

△401,303 421,563 
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（４）11ページ 

【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 2020年３月１日 
 至 2021年２月28日) 

当連結会計年度 
(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   

 
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期
純損失（△） 

△308,860 532,618 

 減価償却費 574,519 536,706 

 減損損失 211,368 128,308 

 のれん償却額 96,614 97,182 

 差入保証金償却額 10,955 10,955 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,768 1,256 

 賞与引当金の増減額（△は減少） 7,384 79,726 

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △12,867 △64,797 

 受取利息及び受取配当金 △18,546 △13,812 

 支払利息 120,520 114,776 

 固定資産売却損益（△は益） － 5,162 

 固定資産除却損 205,614 38,732 

 持分法による投資損益（△は益） 137,059 14,365 

 新型コロナウイルス感染症による助成金収入 △104,178 △15,807 

 新型コロナウイルス感染症による損失 255,930 15,807 

 売上債権の増減額（△は増加） △12,075 33,293 

 棚卸資産の増減額（△は増加） △23,698 25,307 

 仕入債務の増減額（△は減少） △17,227 △2,754 

 未払金の増減額（△は減少） △46,314 6,754 

 前受金の増減額（△は減少） △33,642 32,537 

 未収入金の増減額（△は増加） △149,646 236,040 

 未払消費税等の増減額（△は減少） 6,309 241,574 

 その他 △36,068 △33,243 

 小計 867,919 2,020,689 

 利息及び配当金の受取額 18,546 13,812 

 利息の支払額 △116,963 △111,726 

 
新型コロナウイルス感染症による助成金の受取
額 

101,703 15,807 

 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 △269,903 △15,807 

 法人税等の支払額 △74,906 △170,332 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 526,396 1,752,443 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の増減額（△は増加） 6,968 △138,041 

 有形固定資産の売却による収入 － 91,155 

 有形固定資産の取得による支出 △429,607 △319,233 

 映像授業コンテンツの制作による支出 △89,500 △133,444 

 投資有価証券の取得による支出 △3,574 △18,808 

 投資有価証券の売却による収入 19,086 127 

 長期貸付けによる支出 △154,000 － 

 敷金及び保証金の差入による支出 △71,573 △56,606 

 敷金及び保証金の回収による収入 103,774 78,598 

 事業譲受による収入 － 62,064 

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出 

△605,279 － 

 その他 △92,565 △47,439 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,316,270 △481,627 
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           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自 2020年３月１日 
 至 2021年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 2021年３月１日 

 至 2022年２月28日) 

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 2,229,665 950,000 

 長期借入金の返済による支出 △1,000,357 △969,403 

 自己株式の取得による支出 △177,222 － 

 配当金の支払額 △85,029 △80,631 

 リース債務の返済による支出 △171,861 △312,532 

 セールアンド割賦バック取引による支出 △6,683 △6,244 

 財務活動によるキャッシュ・フロー 788,510 △418,811 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △647 1,594 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,010 853,599 

現金及び現金同等物の期首残高 2,788,635 2,786,624 

現金及び現金同等物の期末残高 2,786,624 3,640,224 
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（訂正後） 

           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自 2020年３月１日 
 至 2021年２月28日) 

当連結会計年度 
(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   

 
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期
純損失（△） 

△308,860 532,618 

 減価償却費 574,519 536,706 

 減損損失 211,368 128,308 

 のれん償却額 96,614 97,182 

 差入保証金償却額 10,955 10,955 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,768 1,256 

 賞与引当金の増減額（△は減少） 7,384 79,726 

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △12,867 △64,797 

 受取利息及び受取配当金 △18,546 △13,812 

 支払利息 120,520 114,776 

 固定資産売却損益（△は益） － 5,162 

 固定資産除却損 205,614 38,732 

 持分法による投資損益（△は益） 137,059 14,365 

 新型コロナウイルス感染症による助成金収入 △104,178 △15,807 

 新型コロナウイルス感染症による損失 255,930 15,807 

 売上債権の増減額（△は増加） △12,075 33,293 

 棚卸資産の増減額（△は増加） △23,698 25,307 

 仕入債務の増減額（△は減少） △17,227 △2,754 

 未払金の増減額（△は減少） △46,314 6,754 

 前受金の増減額（△は減少） △33,642 32,537 

 未収入金の増減額（△は増加） △149,646 236,040 

 未払消費税等の増減額（△は減少） 6,309 99,538 

 その他 △36,068 △33,243 

 小計 867,919 1,878,653 

 利息及び配当金の受取額 18,546 13,812 

 利息の支払額 △116,963 △111,726 

 
新型コロナウイルス感染症による助成金の受取
額 

101,703 15,807 

 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 △269,903 △15,807 

 法人税等の支払額 △74,906 △170,332 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 526,396 1,610,408 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の増減額（△は増加） 6,968 △138,041 

 有形固定資産の売却による収入 － 91,155 

 有形固定資産の取得による支出 △429,607 △319,233 

 映像授業コンテンツの制作による支出 △89,500 △133,444 

 投資有価証券の取得による支出 △3,574 △18,808 

 投資有価証券の売却による収入 19,086 127 

 長期貸付けによる支出 △154,000 － 

 敷金及び保証金の差入による支出 △71,573 △56,606 

 敷金及び保証金の回収による収入 103,774 78,598 

 事業譲受による収入 － 62,064 

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出 

△605,279 － 

 その他 △92,565 △47,439 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,316,270 △481,627 
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           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自 2020年３月１日 
 至 2021年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 2021年３月１日 

 至 2022年２月28日) 

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 2,229,665 950,000 

 長期借入金の返済による支出 △1,000,357 △969,403 

 自己株式の取得による支出 △177,222 － 

 配当金の支払額 △85,029 △80,631 

 リース債務の返済による支出 △171,861 △170,497 

 セールアンド割賦バック取引による支出 △6,683 △6,244 

 財務活動によるキャッシュ・フロー 788,510 △276,776 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △647 1,594 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,010 853,599 

現金及び現金同等物の期首残高 2,788,635 2,786,624 

現金及び現金同等物の期末残高 2,786,624 3,640,224 

 

以 上  


