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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】

 2021年１月15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１ 企業の概況 １ 主要な経営指標等の推移」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頁 

第１ 企業の概況 ………………………………………………………………………………………………………  1

１ 主要な経営指標等の推移 ……………………………………………………………………………………  1

 

３【訂正箇所】

 訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。

 



第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(2）提出会社の経営指標等

  （訂正前）

回次 第５期 第６期 第７期 第８期 第９期 

決算年月 2016年７月 2017年７月 2018年７月 2019年７月 2020年７月 

売上高 （千円） 269,877 534,171 2,196,417 3,467,232 4,093,679 

経常利益 （千円） 10,907 119,158 884,336 1,412,489 862,716 

当期純利益 （千円） 10,837 112,151 602,181 924,568 576,112 

資本金 （千円） 10,000 10,000 38,000 98,000 98,000 

発行済株式総数 （株） 200 200 760 22,800 22,800 

純資産額 （千円） △92,286 19,864 650,978 1,575,546 2,151,659 

総資産額 （千円） 176,091 323,711 1,178,007 2,438,174 2,761,763 

１株当たり純資産額 （円） △461,434.98 99,324.66 856,550.58 69.10 94.37 

１株当たり配当額 
（円） 

－ － － － － 

(うち１株当たり中間配当額) (－) (－) (－) (－) (－) 

１株当たり当期純利益 （円） 54,189.95 560,759.63 2,027,548.43 40.55 25.27 

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益 
（円） － － － － － 

自己資本比率 （％） － 6.1 55.3 64.6 77.9 

自己資本利益率 （％） － － 179.5 83.1 30.9 

株価収益率 （倍） － － － － － 

配当性向 （％） － － － － － 

従業員数 （名） 13 13 29 51 74 

（注記省略）
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  （訂正後）

回次 第５期 第６期 第７期 第８期 第９期 

決算年月 2016年７月 2017年７月 2018年７月 2019年７月 2020年７月 

売上高 （千円） 269,877 534,171 2,196,417 3,467,232 4,093,679 

経常利益 （千円） 10,907 119,158 884,706 1,412,489 862,716 

当期純利益 （千円） 10,837 112,151 602,181 924,568 576,112 

資本金 （千円） 10,000 10,000 38,000 98,000 98,000 

発行済株式総数 （株） 200 200 760 22,800 22,800 

純資産額 （千円） △92,286 19,864 650,978 1,575,546 2,151,659 

総資産額 （千円） 176,091 323,711 1,178,007 2,438,174 2,761,763 

１株当たり純資産額 （円） △461,434.98 99,324.66 856,550.58 69.10 94.37 

１株当たり配当額 
（円） 

－ － － － － 

(うち１株当たり中間配当額) (－) (－) (－) (－) (－) 

１株当たり当期純利益 （円） 54,189.95 560,759.63 2,027,548.43 40.55 25.27 

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益 
（円） － － － － － 

自己資本比率 （％） － 6.1 55.3 64.6 77.9 

自己資本利益率 （％） － － 179.5 83.1 30.9 

株価収益率 （倍） － － － － － 

配当性向 （％） － － － － － 

従業員数 （名） 13 13 29 51 74 

（注記省略）
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