
 

 

         

2022 年６月 20 日 

各     位 

会 社 名  ｼﾞｪｲ･ｴｽｺﾑﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社 

代表者名  代表取締役社長  大谷 利興 

コ ー ド ３７７９ 

問合せ先 業務管理統括本部 部長 丸山 博之 

（電話 03－5114－0761） 

 

（訂正・数値データ訂正）「2022年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）」 

の一部訂正について 

 

 2022年５月12日に公表いたしました「2022年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）」について、

一部訂正を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。 

 

記  

 

１．訂正の理由 

「2022年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載内容について誤りがあることが判明し

たため、訂正を行うものであります。 

 

２．訂正箇所（訂正箇所には下線を付しております。） 

 

・キャッシュ・フロー計算書 

【添付資料10ページ】 

３．連結財務諸表及び主な注記 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書の一部数値 

 

・セグメント情報等 

 【添付資料 14ページから 15ページ】 

  ３．連結財務諸表及び主な注記 

   （５）連結財務諸表に関する注記事項 

    （セグメント情報等）の一部数値 



 

【訂正前】 

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（△） 

△21,555 15,971 

減損損失 49,790 － 
減価償却費 787 646 
のれん償却額 16,596 － 
貸倒引当金の増減額（△は減少） △128 △19 
賞与引当金の増減額（△は減少） △198 474 
雇用調整助成金 △838 △272 
受取給付金 △3,873 △220 
受取利息及び受取配当金 △7 △2 
売上債権の増減額（△は増加） 8,531 4,009 
棚卸資産の増減額（△は増加） △244 △2,493 
仕入債務の増減額（△は減少） △797 △23,234 
未払消費税等の増減額（△は減少） 2,526 △4,488 
未収消費税等の増減額（△は増加） △1,163 1,163 
その他 △15,463 △9,135 

小計 33,961 △17,600 

利息及び配当金の受取額 7 2 
雇用調整助成金の受取額 838 272 
受取給付金の受取額 3,873 220 
法人税等の支払額 △7,688 △6,371 
法人税等の還付額 － 5,092 

営業活動によるキャッシュ・フロー 30,992 △18,385 

 

【訂正後】 

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（△） 

△21,555 15,971 

減損損失 49,790 － 
減価償却費 787 646 
のれん償却額 16,596 － 
貸倒引当金の増減額（△は減少） △128 △19 
賞与引当金の増減額（△は減少） △198 474 
雇用調整助成金 △838 △225 
受取給付金 △3,873 △713 
受取利息及び受取配当金 △7 △4 
売上債権の増減額（△は増加） 8,531 4,009 
棚卸資産の増減額（△は増加） △244 △2,493 
仕入債務の増減額（△は減少） △797 △23,234 
未払消費税等の増減額（△は減少） 2,526 △4,488 
未収消費税等の増減額（△は増加） △1,163 1,163 
その他 △15,463 △9,135 

小計 33,961 △18,048 

利息及び配当金の受取額 7 4 
雇用調整助成金の受取額 838 225 
受取給付金の受取額 3,873 713 
法人税等の支払額 △7,688 △6,371 
法人税等の還付額 － 5,092 

営業活動によるキャッシュ・フロー 30,992 △18,385 

 



 

【訂正前】 

 

当連結会計年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日） 

     （単位：千円） 

 報告セグメント 
その他

（注） 
合計 

 理美容事業 
コンサルテ 

ィング事業 

通信販売事

業 
計 

売上高       

外部顧客への売上高 223,920 47,593 664,941 936,455 829 937,284 

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ 12,000 － 12,000 1,199 13,199 

計 223,920 59,593 664,941 948,455 2,028 950,484 

セグメント利益(又はセグ

メント損失△) 
△14,147 27,420 10,432 23,706 754 24,461 

セグメント資産 247,470 57,625 367,637 672,733 2,117 674,851 

その他の項目       

減価償却費 45 22 539 606 1 608 

有形固定資産及び無形固

定資産の増加額 
－ － 456 456 170 626 

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、出版関連事

業及び代理店手数料収入等を含んでおります。 

 

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） 

 

（単位：千円） 

資産 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 610,693 672,733 

「その他」の区分の資産 2,621 2,117 

セグメント間相殺消去 △412,554 △491,512 

全社資産（注） 341,389 328,733 

連結財務諸表の資産合計 542,149 512,072 

（注）全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る資産であります。 

 



 

【訂正後】 

 

当連結会計年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日） 

     （単位：千円） 

 報告セグメント 
その他

（注） 
合計 

 理美容事業 
コンサルテ 

ィング事業 

通信販売事

業 
計 

売上高       

外部顧客への売上高 223,920 47,593 664,941 936,455 829 937,284 

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ 12,000 － 12,000 1,199 13,199 

計 223,920 59,593 664,941 948,455 2,028 950,484 

セグメント利益(又はセグ

メント損失△) 
△14,147 27,420 10,432 23,706 754 24,461 

セグメント資産 247,470 57,625 284,504 589,600 2,117 591,718 

その他の項目       

減価償却費 45 22 539 606 1 608 

有形固定資産及び無形固

定資産の増加額 
－ － 456 456 170 626 

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、出版関連事

業及び代理店手数料収入等を含んでおります。 

 

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） 

 

（単位：千円） 

資産 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 610,693 589,600 

「その他」の区分の資産 2,621 2,117 

セグメント間相殺消去 △412,554 △408,379 

全社資産（注） 341,389 328,733 

連結財務諸表の資産合計 542,149 512,072 

（注）全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る資産であります。 

 

以 上 

 


