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１ 【新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)の訂正報告書の提出理由】

2020年５月25日付をもって提出した新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)の記載事項のうち、「第一部

企業情報 第２ 事業の状況 ３ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2) 経

営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容」、「第一部 企業情報 第５ 経理の状況 １ 財務

諸表等 (3) その他」の記載内容の一部を訂正するため、新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)の訂正報告

書を提出するものであります。

２ 【訂正事項】

第一部 企業情報 ………………………………………………………………………………………………………………１

　第２ 事業の状況 ……………………………………………………………………………………………………………１

　 ３ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 ……………………………………１

　 (2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容 ……………………………………………１

　 ② 経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容 ………………………………………………………１

　第５ 経理の状況 ……………………………………………………………………………………………………………２

　 １ 財務諸表等 ……………………………………………………………………………………………………………２

　 (3) その他 ………………………………………………………………………………………………………………２

　 ① 財務諸表 …………………………………………………………………………………………………………２

　 ロ 損益計算書 ……………………………………………………………………………………………………２

　 注記事項 ……………………………………………………………………………………………………………３

　 (金融商品関係) …………………………………………………………………………………………………３

　 (ストック・オプション等関係) ………………………………………………………………………………３

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
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第一部 【企業情報】

第２ 【事業の状況】

３ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

② 経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

(前略)

ｄ．経営成績に重要な影響を与える要因

(訂正前)

「第２ 事業の状況 ２ 事業等のリスク」に記載のとおりであります。

(訂正後)

昨今の新型コロナウイルス感染拡大の影響により、店舗の休業や外出自粛による来客数の減少、各種イベン

トの中止が見込まれており、当社ではその影響が2020年９月まで及ぶものと想定し、販売チャネル別ではTV通

販及びインターネット通販では影響を見込まず、ベンダー販売、セールスプロモーション及びデモカウにおい

ては第23期上半期の売上高の減少を見込んでおります。ただし、今後新型コロナウイルス感染の影響が長期化

した場合は、ベンダー販売及びデモカウの直営店舗における店舗休業やセールスプロモーションにおけるイベ

ント等の中止による影響を受けやすいため、当社の事業及び業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。

なお、詳細につきましては、「第２ 事業の状況 ２ 事業等のリスク」に記載のとおりであります。
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第５ 【経理の状況】

１ 【財務諸表等】

(3) 【その他】

① 【財務諸表】

ロ 【損益計算書】

(訂正前)

(単位：千円)
前事業年度

(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

当事業年度
(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

売上高 3,506,546 5,605,808

売上原価 ※１ 2,238,747 ※１ 3,614,029

売上総利益 1,267,799 1,991,778

販売費及び一般管理費 ※２ 808,849 ※２ 1,129,323

営業利益 458,949 862,455

営業外収益

受取利息及び配当金 115 101

保険解約返戻金 19,182 ―

その他 345 4,265

営業外収益合計 19,642 4,367

(後略)

(訂正後)

(単位：千円)
前事業年度

(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

当事業年度
(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

売上高 3,506,546 5,605,808

売上原価 ※１ 2,238,747 ※１ 3,614,029

売上総利益 1,267,799 1,991,778

販売費及び一般管理費 ※２ 808,849 ※２ 1,129,323

営業利益 458,949 862,455

営業外収益

受取利息及び配当金 115 101

保険解約返戻金 19,182 ―

補助金収入 ― 3,763

その他 345 501

営業外収益合計 19,642 4,367

(後略)
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【注記事項】

(金融商品関係)

当事業年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

２ 金融商品の時価等に関する事項

(訂正前)

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極

めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（(注２)を参照ください。）。

(後略)

(訂正後)

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(後略)

(ストック・オプション等関係)

当事業年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

５．ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の

合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額

(訂正前)

当事業年度末における本源的価値の合計額 30,775千円

当事業年度において権利行使された本源的価値の合計額 －千円

(訂正後)

当事業年度末における本源的価値の合計額 77,900千円

当事業年度において権利行使された本源的価値の合計額 －千円
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