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（百万円未満切捨て）

（１）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 ％

2022年４月期 14,164 85.5 4,191 188.6 4,149 185.9 2,793 198.0

2021年４月期 7,636 119.5 1,452 － 1,451 － 937 －

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

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

2022年４月期 93.28 － 28.4 17.9 29.6

2021年４月期 30.97 － 15.1 9.5 19.0

（参考）持分法投資損益 2022年４月期 －百万円 2021年４月期 －百万円

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

2022年４月期 9,353 6,318 67.5 210.90

2021年４月期 6,229 3,525 56.5 29.80

（参考）自己資本 2022年４月期 6,315百万円 2021年４月期 3,522百万円

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４月期 2,718 △34 △455 5,860

2021年４月期 1,350 △757 544 3,628

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
純資産
配当率第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

2021年４月期 － 0.00 － 0.00 0.00 － － －

2022年４月期 － 0.00 － 0.00 0.00 － － －

2023年４月期（予想） － 0.00 － 0.00 0.00 －

１．2022年４月期の業績（2021年５月１日～2022年４月30日）

（注）１．当社は、2021年12月１日開催の取締役会決議により、2022年１月５日付で株式１株につき15株の割合で株式分割を行っております。前

事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益を算定しております。

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの当社株式は2022年６月８日に東京証券取引所グロース

市場に上場するまで非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。

（２）財政状態

（注）当社は、2021年12月１日開催の取締役会決議により、2022年１月５日付で株式１株につき15株の割合で株式分割を行っております。前事業

年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産を算定しております。

（３）キャッシュ・フローの状況

２．配当の状況



（％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
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期
19,000

～21,000

34.1

～48.3

5,510

～6,510

31.5

～55.3

5,480

～6,480

32.1

～56.2

3,800

～4,620

36.1

～65.4

126.91

～154.29

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2022年４月期 29,943,435株 2021年４月期 30,543,435株

②  期末自己株式数 2022年４月期 －株 2021年４月期 600,000株

③  期中平均株式数 2022年４月期 29,943,435株 2021年４月期 30,266,605株

３．2023年４月期の業績予想（2022年５月１日～2023年４月30日）

(注)１．当社は年次での業務管理を行っておりますので、第２四半期（累計）の業績予想の記載を省略しております。

２．2023年４月期の業績予想については、レンジ形式により開示しております。詳細は、添付資料Ｐ．３「１．経 

営成績等の概況　（４）今後の見通し」をご覧ください。

３．2023年４月期(予想)の1株当たり当期純利益は、公募増資(50,000株)を含めた予定期中平均株式数により算定し

ております。

※  注記事項

（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更：有

②  ①以外の会計方針の変更              ：無

③  会計上の見積りの変更                ：無

④  修正再表示                          ：無

(注) 詳細は、添付資料Ｐ．10「３．財務諸表及び主な注記（５）に関する注記事項（会計方針の変更）」をご覧

ください。

（２）発行済株式数（普通株式）

(注)2021年12月１日開催の取締役会決議により、2022年１月５日付で株式１株につき15株の割合で株式分割を行っ

ております。前事業年度会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、期末発行済株式数、期末自己

株式数及び期中平均株式数を算定しております。

※  決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です。

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判

断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等

は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想に関する事項については、添付資料Ｐ．３「１．経営

成績等の概況（４）今後の見通し」をご覧ください。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

　当社は「魔法のような、新体験を」というコーポレート・ミッションのもと、新しいエンターテイメントを提供

する会社として、VTuberグループ「にじさんじ」の運営を主軸としたエンターテイメント領域での事業展開を行っ

ております。

　当事業年度における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の収束が未だ見通せない中、ワクチン接種等によ

るコロナとの共生を進めて防疫緩和措置が広がりを見せ始めたものの、ウクライナ情勢の悪化による資源価格の高

騰や金融市場の動揺といった景気の下振れ要因が顕在化し、引き続き先行き不透明な状況が続いております。そう

した状況の中においても、当社ではオンラインを中心にファンの方々に向けた事業運営を着実に進めてまいりま

す。

　国内VTuberビジネスでは、前期に引き続き所属VTuber数の増加よりも、VTuberサポート体制の拡充を優先した運

営を行っており、VTuberグループ「にじさんじ」に所属する日本国内で活動するVTuber数は109人（前年同期比6名

増）、YouTube再生時間は571百万時間（前年同期比15.1％増加）となりました。ライブストリーミング領域におい

ては、2021年８月に「にじさんじ甲子園」を、2021年の年末年始に「NJU歌謡祭」を開催しており、視聴者の皆様

からはご好評をいただいております。コマース領域においては、2021年２月27日から28日にかけて開催しました

「にじさんじ Anniversary Festival 2021」のライブBlu-rayを10月に、またライバーの衣装・装飾品の一部をその

ままのデザインでグッズ化することをコンセプトとした「そのまんまグッズ」を順次発売しており、これらの販売

などをはじめとして堅調に推移しております。イベント領域についても、2021年７月31日から８月１日にかけて完

全オンライン開催となる「にじさんじ AR STAGE“LIGHT UP TONES”」、同年10月30日及び31日には横浜ぴあアリー

ナにおいて「NIJIROCK NEXT BEAT」及び「initial step in NIJISANJI」、加えて同年11月20日にはZepp Hanedaに

て「Kuzuha Birthday Event 『Scarlet Invitation』」を開催しております。また、海外VTuberビジネスに関して

も、英語圏におけるVTuberビジネス「NIJISANJI EN」の拡大をはじめとして注力しており、VTuber数は20人、

YouTube再生時間は56百万時間となりました。

　以上の結果、当事業年度の業績は、売上高14,164,140千円、営業利益4,191,075千円、経常利益 4,149,013千

円、当期純利益2,793,063千円となりました。

　なお、当社は動画コンテンツ関連事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。

（２）当期の財政状態の概況

（資産）

　当事業年度末における流動資産は8,497,779千円となり、前事業年度末に比べ3,276,963千円増加いたしました。

これは主に現金及び預金が2,232,424千円、売掛金が674,296千円及び商品が361,842千円増加したこと等によるも

のであります。固定資産は855,546千円となり、前事業年度末に比べ153,398千円減少いたしました。これは主に、

敷金が107,142千円減少したこと等によるものであります。

　この結果、総資産は、9,353,326千円となり、前事業年度末に比べ3,123,566千円増加いたしました。

（負債）

　当事業年度末における流動負債は2,724,494千円となり、前事業年度末に比べ590,514千円増加いたしました。こ

れは主に未払法人税等が592,195千円増加し、短期借入金が200,000千円減少したこと等によるものであります。固

定負債は310,089千円となり、前事業年度末に比べ260,012千円減少いたしました。これは長期借入金が260,012千

円減少したことによるものであります。

　この結果、負債合計は、3,034,583千円となり、前事業年度末に比べ330,502千円増加いたしました。

（純資産）

　当事業年度末における純資産合計は6,318,742千円となり、前事業年度末に比べ2,793,064千円増加いたしまし

た。これは当期純利益2,793,063千円の計上により利益剰余金が増加したことによるものであります。

なお、自己株式の消却により、資本剰余金が70,000千円、利益剰余金が55,640千円及び自己株式が125,640千円減

少しております。
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（３）当期のキャッシュ・フローの概況

　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2,232,424千円

増加し、5,860,698千円となりました。

　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）

　当事業年度において営業活動により得られた資金は2,718,495千円となりました。これは主に、税引前当期純利

益3,998,682千円の計上があった一方で、売上債権の増加額674,295千円、法人税等の支払額633,049千円及び棚卸

資産の増加額361,841千円等があったこと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）

　当事業年度において投資活動により支出した資金は34,540千円となりました。これは、関係会社株式の有償減資

による収入27,000千円及び敷金の回収による収入57,141千円があった一方で、有形固定資産の取得による支出

116,818千円があったこと等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）

　当事業年度において財務活動により支出した資金は455,780千円となりました。これは、短期借入金の返済によ

る支出200,000千円及び長期借入金の返済による支出255,780千円があったことによるものであります。

（４）今後の見通し

　当社は、複数人のVTuberによるユニットプロデュース、バーチャルタレントアカデミーを通じた次世代のVTuber

育成、英語圏をはじめとした海外展開の更なる深化等を通じて、引き続き高い成長の実現を目指します。2023年４

月期の業績見通しにつきましては、新規デビューを含める当社VTuberグループに対するファンの方々からの熱量を

定量的に予想することは困難であること、及び、特に英語圏におけるVTuber市場はまだ黎明期であることを総合的

に考慮の上で一定のレンジにおいて予想を策定いたしました。

　2023年４月期は、売上高を下限値19,000百万円(前年同期比34.1％増)から上限値21,000百万円(同48.3％増)、営

業利益を下限値5,510百万円（同31.5％増）から上限値6,510百万円（同55.3％増）、経常利益を下限値5,480百万

円（同32.1％増）から上限値6,480百万円（同56.2％増）、当期純利益を下限値3,800百万円（同36.1％増）から上

限値4,620百万円（同65.4％増）と予想しております。

　また、上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績

は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。
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２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社は、国内の同業他社間の比較可能性を勘案し、当面は、日本基準に基づいて財務諸表を作成する方針でありま

す。IFRS（国際財務報告書基準）の適用につきましては、国内外の諸情勢を踏まえつつ国内の同業他社 の適用動向等

を鑑み、適切に対応していく方針であります。
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（単位：千円）

前事業年度
（2021年４月30日）

当事業年度
（2022年４月30日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,628,274 5,860,698

売掛金 1,395,309 2,069,605

商品 127,033 488,875

前渡金 7,850 －

前払費用 29,774 65,712

その他 32,574 12,888

流動資産合計 5,220,816 8,497,779

固定資産

有形固定資産

建物 152,132 164,899

減価償却累計額 △2,279 △28,872

建物（純額） 149,852 136,026

工具、器具及び備品 151,247 190,450

減価償却累計額 △52,247 △98,966

工具、器具及び備品（純額） 98,999 91,484

有形固定資産合計 248,852 227,510

無形固定資産

ソフトウエア 9,315 8,410

無形固定資産合計 9,315 8,410

投資その他の資産

関係会社株式 64,598 37,598

長期前払費用 106 963

敷金 565,623 458,481

繰延税金資産 119,249 121,275

その他 1,198 1,306

投資その他の資産合計 750,776 619,625

固定資産合計 1,008,944 855,546

資産合計 6,229,760 9,353,326

３．財務諸表及び主な注記

（１）貸借対照表
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（単位：千円）

前事業年度
（2021年４月30日）

当事業年度
（2022年４月30日）

負債の部

流動負債

買掛金 622,188 739,647

短期借入金 200,000 －

１年内返済予定の長期借入金 242,510 246,742

未払金 250,514 22,716

未払費用 280,034 367,814

未払法人税等 462,118 1,054,313

前受金 35,721 18,577

預り金 39,213 70,401

その他 1,679 204,281

流動負債合計 2,133,980 2,724,494

固定負債

長期借入金 570,101 310,089

固定負債合計 570,101 310,089

負債合計 2,704,081 3,034,583

純資産の部

株主資本

資本金 104,120 104,120

資本剰余金

資本準備金 2,476,034 2,476,034

その他資本剰余金 70,000 －

資本剰余金合計 2,546,034 2,476,034

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 997,534 3,734,957

利益剰余金合計 997,534 3,734,957

自己株式 △125,640 －

株主資本合計 3,522,048 6,315,112

新株予約権 3,630 3,630

純資産合計 3,525,678 6,318,742

負債純資産合計 6,229,760 9,353,326
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（単位：千円）

前事業年度
（自2020年５月１日

至2021年４月30日）

当事業年度
（自2021年５月１日

至2022年４月30日）

売上高 7,636,041 14,164,140

売上原価 4,699,904 8,179,805

売上総利益 2,936,137 5,984,334

販売費及び一般管理費  1,484,121  1,793,259

営業利益 1,452,015 4,191,075

営業外収益

受取利息 26 39

補助金収入 5,130 1,140

その他 1,300 312

営業外収益合計 6,456 1,491

営業外費用

支払利息 6,749 5,293

為替差損 － 6,777

損害賠償金 － 27,000

株式公開費用 － 4,482

その他 617 －

営業外費用合計 7,366 43,552

経常利益 1,451,104 4,149,013

特別利益

事業譲渡益 10,981 －

特別利益合計 10,981 －

特別損失

事務所移転損失  192,684  －

イベント中止損失 － 150,331

その他 8,136 －

特別損失合計 200,821 150,331

税引前当期純利益 1,261,264 3,998,682

法人税、住民税及び事業税 426,156 1,207,644

法人税等調整額 △102,189 △2,025

法人税等合計 323,967 1,205,619

当期純利益 937,297 2,793,063

（２）損益計算書
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（単位：千円）

株主資本

新株予約権 純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

繰越利益
剰余金

当期首残高 100,000 2,541,914 － 2,541,914 60,236 60,236 － 2,702,151 1,650 2,703,801

会計方針の変更によ
る累積的影響額

－ － － － － － － － － －

会計方針の変更を反映
した当期首残高

100,000 2,541,914 － 2,541,914 60,236 60,236 － 2,702,151 1,650 2,703,801

当期変動額

当期純利益 937,297 937,297 937,297 937,297

新株の発行 4,120 4,120 4,120 8,240 8,240

資本準備金から剰余
金への振替

△70,000 70,000 － － －

自己株式の取得 △125,640 △125,640 △125,640

自己株式の消却 － －

新株予約権の発行 1,980 1,980

当期変動額合計 4,120 △65,880 70,000 4,120 937,297 937,297 △125,640 819,897 1,980 821,877

当期末残高 104,120 2,476,034 70,000 2,546,034 997,534 997,534 △125,640 3,522,048 3,630 3,525,678

（単位：千円）

株主資本

新株予約権 純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

繰越利益
剰余金

当期首残高 104,120 2,476,034 70,000 2,546,034 997,534 997,534 △125,640 3,522,048 3,630 3,525,678

会計方針の変更によ
る累積的影響額

－ － － － － － － － － －

会計方針の変更を反映
した当期首残高

104,120 2,476,034 70,000 2,546,034 997,534 997,534 △125,640 3,522,048 3,630 3,525,678

当期変動額

当期純利益 2,793,063 2,793,063 2,793,063 2,793,063

新株の発行

資本準備金から剰余
金への振替

自己株式の取得

自己株式の消却 △70,000 △70,000 △55,640 △55,640 125,640 － － －

新株予約権の発行

当期変動額合計 － － △70,000 △70,000 2,737,423 2,737,423 125,640 2,793,063 － 2,793,063

当期末残高 104,120 2,476,034 － 2,476,034 3,734,957 3,734,957 － 6,315,112 3,630 6,318,742

（３）株主資本等変動計算書

前事業年度（自　2020年５月１日　至　2021年４月30日）

当事業年度（自　2021年５月１日　至　2022年４月30日）
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（単位：千円）

前事業年度
（自2020年５月１日

至2021年４月30日）

当事業年度
（自2021年５月１日

至2022年４月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 1,261,264 3,998,682

減価償却費及びその他の償却費 89,192 126,080

受取利息 △26 △39

支払利息 6,749 5,293

事業譲渡損益（△は益） △10,981 －

事務所移転損失 192,684 －

イベント中止損失 － 150,331

損害賠償金 － 27,000

売上債権の増減額（△は増加） △690,141 △674,295

棚卸資産の増減額（△は増加） △74,681 △361,841

仕入債務の増減額（△は減少） 221,277 117,458

その他の資産の増減額（△は増加） 19,141 △9,366

その他の負債の増減額（△は減少） 387,364 226,497

その他 8,194 △4,248

小計 1,410,039 3,601,550

利息の受取額 26 39

利息の支払額 △6,749 △5,293

事務所移転損失の支払額 △43,270 △67,420

イベント中止損失の支払額 － △150,331

損害賠償金の支払額 － △27,000

法人税等の支払額 △29,585 △633,049

法人税等の還付額 19,979 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,350,439 2,718,495

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 △152,561 △116,818

無形固定資産の取得による支出 △3,600 △1,863

関係会社株式の取得による支出 △80,598 －

関係会社株式の有償減資による収入 － 27,000

敷金の差入による支出 △521,347 －

敷金の回収による収入 217 57,141

投資活動によるキャッシュ・フロー △757,890 △34,540

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 200,000 －

短期借入金の返済による支出 △33,332 △200,000

長期借入れによる収入 700,000 －

長期借入金の返済による支出 △223,110 △255,780

株式の発行による収入 8,240 －

自己株式の取得による支出 △109,640 －

新株予約権の発行による収入 1,980 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 544,138 △455,780

現金及び現金同等物に係る換算差額 △57 4,248

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,136,628 2,232,424

現金及び現金同等物の期首残高 2,491,645 3,628,274

現金及び現金同等物の期末残高 3,628,274 5,860,698

（４）キャッシュ・フロー計算書
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（５）財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　該当事項はありません。

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年３月31日。以下、「収益認識会計基準」という。）等を

当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換

に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

なお、収益認識適用指針第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の販売において、出荷時 

から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識 

しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお

り、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余

金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

この結果、当事業年度の損益に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高への影響もありません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい 

う。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」 （企業会計

基準第10号　2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会

計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる、当事業年度の損益への影響はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　当社は動画コンテンツ関連事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。
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前事業年度
（自　2020年５月１日

至　2021年４月30日）

当事業年度
（自　2021年５月１日

至　2022年４月30日）

１株当たり純資産額 29.80円 210.90円

１株当たり当期純利益 30.97円 93.28円

前事業年度
（自　2020年５月１日

至　2021年４月30日）

当事業年度
（自　2021年５月１日

至　2022年４月30日）

当期純利益（千円） 937,297 2,793,063

普通株主に帰属しない金額（千円） − −

普通株式に係る当期純利益（千円） 937,297 2,793,063

普通株式の期中平均株式数（株） 30,266,605 29,943,435

（うち普通株式） （18,782,170） （29,943,435）

（うちＡ１種優先株式） （3,247,860） −

（うちＡ２種優先株式） （1,875,000） −

（うちＢ種優先株式） （6,361,575） −

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在

株式の概要

第２回新株予約権

新株予約の数 69個

（普通株式 103,500株）

第３回新株予約権

新株予約権の数 85個

（普通株式 127,500株）

第４回新株予約権

新株予約権の数 30,000個

（普通株式 450,000株）

第５回新株予約権

新株予約権の数 12,000個

（普通株式 180,000株）

第６回新株予約権

新株予約権の数 52,000個

（普通株式 780,000株）

第２回新株予約権

新株予約の数 69個

（普通株式 103,500株）

第３回新株予約権

新株予約権の数 85個

（普通株式 127,500株）

第４回新株予約権

新株予約権の数 30,000個

（普通株式 450,000株）

第５回新株予約権

新株予約権の数 9,000個

（普通株式 135,000株）

第６回新株予約権

新株予約権の数 30,000個

（普通株式 450,000株）

第７回新株予約権

新株予約権の数 19,000個

（普通株式 285,000株）

第８回新株予約権

新株予約権の数 50,700個

（普通株式 760,500株）

第９回新株予約権

新株予約権の数 19,600個

（普通株式 294,000株）

（１株当たり情報）

　（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は2022年６月８日

に東京証券取引所グロース市場に上場するまで非上場であり、期中平均株価を把握できないため記載してお

りません。

２．2021年12月１日開催の取締役会決議により、2022年１月５日付で株式１株につき15株の割合で株式分割を行

っておりますが、当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり純資産額及び１株当

たり当期純利益を算定しております。

３．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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①　募集方法 ：一般募集（ブックビルディング方式による募集）

②　発行する株式の種類及び数 ：普通株式　　　50,000株

③　発行価格 ：１株につき　　 1,530円

一般募集はこの価格にて行いました。

④　引受価額 ：１株につき　 1,407.6円

この価額は当社が引受人より１株当たりの新株式払込金として受け取った金額であります。

なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。

⑤　払込金額 ：１株につき　 1,266.5円

この金額は会社法上の払込金額であり、2022年５月23日開催の取締役会において決定された金額であ

ります。

⑥　資本組入額 ：１株につき　　 703.8円

⑦　発行価格の総額 ：　　　　　　76,500千円

⑧　払込金額の総額 ：　　　　　　63,325千円

⑨　資本組入額の総額 ：　　　　　　35,190千円

⑩　払込期日 ：2022年６月７日

⑪　資金の使途 ：事業拡大に係る採用費及び人件費に充当する予定であります。

（重要な後発事象）

（一般募集による新株式の発行）

　当社は、2022年６月８日付で東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この上場にあた

り、2022年４月28日及び2022年５月23日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行を決議し、2022

年６月７日に払込が完了いたしました。
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