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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】 

  

回次 
第12期 

第１四半期 
累計期間 

第11期 

会計期間 
自2021年４月１日 
至2021年６月30日 

自2020年４月１日 
至2021年３月31日 

売上高 (千円) 78,447 514,426 

経常利益又は経常損失（△） (千円) △62,016 9,123 

四半期純損失（△）又は当期純利益 (千円) △62,089 3,690 

持分法を適用した場合の投資利益 (千円) ― ― 

資本金 (千円) 59,901 59,901 

発行済株式総数 (株)   

 普通株式  ― ― 

 乙種普通株式  2,218 2,218 

 丙種普通株式  1,900 1,900 

 Ａ種優先株式  2,334 2,334 

 Ａ２種優先株式  1,500 1,500 

純資産額 (千円) 378,237 440,327 

総資産額 (千円) 446,612 489,690 

１株当たり四半期純損失（△）又は
１株当たり当期純利益 

(円) △15.62 0.93 

潜在株式調整後１株当たり 
四半期（当期）純利益 

(円) ― ― 

１株当たり配当額 (円) ― ― 

自己資本比率 (％) 84.6 89.8 

(注)１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移について

は記載しておりません。 

    ２．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社を有していないため記載しておりません。 

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、新株予約権の残高がありますが、当社株式は非

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。 

４．当社は第11期第１四半期累計期間については四半期財務諸表を作成していないため、第11期第１四半期累計期

間に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。 

５．当社は、2021年10月14日開催の取締役会決議に基づき、2021年11月10日付で普通株式１株につき500株の株式

分割を行っておりますが、第11期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期純損失（△）

又は１株当たり当期純利益を算定しております。 

６．「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）等を当第１四半期会計期間の期首か

ら適用しており、当第１四半期累計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の

指標等となっております。 

 

２ 【事業の内容】 

当第１四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。 
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第２ 【事業の状況】 

１ 【事業等のリスク】 

当第１四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰ

の部）に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。 

 

２ 【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】 

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。なお、当社は、前第１

四半期累計期間については四半期財務諸表を作成していないため、前年同四半期累計期間との比較分析は行っておりま

せん。 

 

(1) 財政状態の状況 

 （資産） 

当第１四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末と比較し43,078千円減少し、446,612千円となりま

した。これは主に、現金及び預金が108,295千円増加したものの、売掛金が137,804千円減少したことによるもので

す。 

 

（負債） 

当第１四半期会計期間末における負債は、前事業年度末と比較し19,010千円増加し、68,374千円となりました。

これは主に、未払消費税等が9,877千円減少したものの、前受金が27,345千円増加したことによるものです。 

 

（純資産） 

当第１四半期会計期間末における純資産は、前事業年度末と比較し62,089千円減少し、378,237千円となりまし

た。これは、利益剰余金の減少によるものです。 

 

(2) 経営成績の状況 

当第１四半期累計期間における我が国経済は、新型コロナ感染症の影響により依然として厳しい状況にあります。

先行きにつきましても、引き続き国内外の感染症の動向を注視する必要があり、不透明な状況が続いております。 

当社は、「人を幸せにする評価と教育で、幸せを作る人、をつくる」をビジョンに掲げ、テクノロジーを応用した

教育・ＨＲサービスを、新しい個人の成長を支援するSociety5.0時代の産業基盤となるべく、学校法人、企業、自治

体などのコミュニティに対して展開しています。 

ＨＲ事業におきましては、AI搭載エンジンにより社員や採用候補者の気質・コンピテンシー・スキルを科学的に測

定して能力を可視化する「GROW360」を利用したサービスの提供を行っております。また、組織のDX推進における課

題を解決すべく、Digitalへの感情バイアスの可視化とDXに関する教育を行う「Dx GROW」の提供も開始しております。

新規事業といたしましては、慶應義塾大学とともに、ブロックチェーンを用いて個人情報の管理・活用を実現するた

めの「STARプロジェクト」が２期目を迎えました。 

教育事業におきましては、オンライン英語学習プラットフォーム「e-Spire」、生徒の能力と教育効果を可視化す

る評価ツール「Ai GROW」に加え、生徒のコンピテンシー育成のための動画コンテンツ「GROW Academy」の提供も開

始しております。 

コスト面におきましては、「STARプロジェクト」のプラットフォームの追加機能開発、「GROW360」「Ai GROW」の

AI精度向上や機能拡充、UI/UX改善等のソフトウエア開発及び研究開発活動に積極的に取り組んでおります。また、

業容拡大のための人材採用にも継続して取り組んでおります。一方で、テレワークを推奨し、コスト最適化に努めて

おります。 

この結果、当第１四半期累計期間の売上高は78,447千円、営業損失61,742千円、経常損失62,016千円、四半期純損

失62,089千円となりました。 

 

セグメント別の業績は次のとおりであります。 

① ＨＲ事業 

ＨＲ事業におきましては、既存顧客との継続的な取引及び取引の拡大とともに、大手企業を中心とする新規顧客の
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開拓に努めました。重点顧客との関係深化、働き方の変化に伴う新たなニーズの発生等により、組織全体・多階層で

のサービス利用や、人材育成に係る売上高が増加しております。また、新規事業の「STARプロジェクト」につきまし

ても、参画企業が増加いたしました。 

この結果、当セグメントの売上高は52,150千円、セグメント損失は18,997千円となりました。 

 

② 教育事業 

教育事業におきましては、コロナ禍での教育のデジタル化が追い風となっております。学校・教育機関向け「Ai 

GROW」につきましては、非認知能力の重要性が高まる中、採用校も全国に拡大し、受注活動も引き続き順調に推移し

ております。 

この結果、当セグメントの売上高は26,296千円、セグメント損失は3,717千円となりました。 

 

(3) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定 

新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）に記載した「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」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。 

 

(4) 経営方針・経営戦略等 

当第１四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。 

 

(5) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題 

当第１四半期累計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありま

せん。 

 

(6) 研究開発活動 

当第１四半期累計期間における研究開発活動の金額は、36,493千円であります。 

なお、当第１四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 

 

３ 【経営上の重要な契約等】 

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 
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第３ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 － 

甲種普通株式 6,500 

乙種普通株式 5,000 

丙種普通株式 5,000 

Ａ種優先株式 5,000 

Ａ２種優先株式 1,500 

計 23,000 

 (注)2021年10月５日開催の臨時株主総会、Ａ種優先株主による種類株主総会及びＡ２種優先株主による種類株主総会に

基づき、同日付で定款の一部変更を行い、甲種普通株式、乙種普通株式、丙種普通株式、Ａ種優先株式及びＡ２種

優先株式を廃止するとともに、普通株式の発行可能株式総数を31,800株としております。また、2021年10月14日開

催の取締役会決議に基づき、2021年11月10日付で普通株式１株につき500株とする株式分割を行っております。こ

れにより、普通株式の発行可能株式総数は15,900,000株となっております。 

 

② 【発行済株式】 

種類 
第１四半期会計期間 
末現在発行数(株) 
(2021年６月30日) 

提出日現在 
発行数(株) 

(2021年11月26日) 

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名 

内容 

普通株式 － 3,976,000 非上場 

完全議決権株式であり、株主

としての権利内容に何ら限定

のない当社における標準とな

る株式であります。 

なお、単元株式数は100株であ

ります。 

甲種普通株式 － － 非上場 （注）３ 

乙種普通株式 2,218 － 非上場 （注）４ 

丙種普通株式 1,900 － 非上場 （注）５ 

Ａ種優先株式 2,334 － 非上場 （注）６ 

Ａ２種優先株式 1,500 － 非上場 （注）６ 

計 7,952 3,976,000 ― ― 

 （注）１．2021年10月５日開催の臨時株主総会、Ａ種優先株主による種類株主総会及びＡ２種優先株主による種類株主

総会に基づき、同日付で定款の一部変更を行い、甲種普通株式、乙種普通株式、丙種普通株式、Ａ種優先株

式及びＡ２種優先株式を廃止するとともに、各種類株式については全て普通株式に変更しております。また、

2021年10月14日開催の取締役会決議に基づき、2021年11月10日付で普通株式１株につき500株とする株式分

割を行っております。これにより、普通株式の発行済株式数は3,968,048株増加し、3,976,000株となってお

ります。 

２．2021年10月５日開催の臨時株主総会決議に基づき、2021年11月10日付で１単元を100株とする単元株制度を

採用しております。 

３．甲種普通株式の内容は、次のとおりであります。 

(1) 種類株主総会の決議 

会社法第322条第１項の規定による種類株主総会の決議を要しない。 

(2) 単元株制度は採用しておりません。 

４．乙種普通株式の内容は、次のとおりであります。 
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(1) 株式の譲渡制限 

乙種普通株式の譲渡による取得については、株主又は取得者は、取締役会の承認を受けなければならな

い。 

(2) 種類株主総会の決議 

会社法第322条第１項の規定による種類株主総会の決議を要しない。 

(3) 単元株制度は採用しておりません。 

５．丙種普通株式の内容は、次のとおりであります。 

(1) 株式の譲渡制限 

丙種普通株式の譲渡による取得については、株主又は取得者は、取締役会の承認を受けなければならな

い。 

(2) 種類株主総会の決議 

会社法第322条第１項の規定による種類株主総会の決議を要しない。 

(3) 金銭を対価とする取得条項 

① 2016年9月26日以降において、丙種普通株式がその効力を生じた日（以下、「発行日」という。）か

ら４年以内に、丙種普通株式の株主（以下、「丙種普通株主」という。）が死亡し、又は、丙種普通

株主が当該丙種普通株式の発行日において取締役であった場合にあっては、丙種普通株主が本会社の

取締役でなくなったとき、丙種普通株主が当該丙種普通株式の発行日において従業員であった場合に

あっては、丙種普通株主が当会社を退職し、かつ、退職後、当会社との間の相談役としての役務の提

供に関する契約に基づき相談役として役務の提供を継続しないとき、丙種普通株主が当該丙種普通株

式の発行日において相談役であった場合にあっては、当会社との間の相談役としての役務の提供に関

する契約が終了するとき（以下、「取得事由」という。）に、金銭の交付と引換えに、次のａｂに掲

げる場合に応じてａｂに定めるところに従って算出した数（又は当該丙種普通株主の有する丙種普通

株式のいずれか少ない数）の丙種普通株式を取得することを請求することができるものとし、当会社

は、当該株主に対し、丙種普通株式を取得するのと引換えに、丙種普通株式１株につき、下記（注）

５の(3)の②に規定する丙種償還額の金銭を交付する。 

ａ．当該丙種普通株式の発行日から１年以内に取得事由が発生した場合 

当該丙種普通株主が当該発行日に取得した丙種普通株式の総数 

ｂ．当該丙種普通株式の発行日から１年を経過する日後に取得事由が発生した場合 

上記（注）５の(3)の①のａから、次のイの割合に次のロの割合を加算した割合を控除して算出

した割合に、当該丙種普通株主が当該発行日に取得した丙種普通株式の総数を乗じた数 

イ 当該丙種普通株式の発行日から１年を経過する日の翌日が属する月から起算して取得事由が

発生した月までの月数に3,600分の75を乗じて算出した割合 

ロ 100分の25 

② 「丙種償還額」とは、当該丙種普通株式の発行時においては、当該丙種普通株式の１株当たりの払込

金額相当額（当該丙種普通株式１株当たりの払込金額をいい、発行後株式の内容の変更により丙種普

通株式となったものについては、株式の内容を変更する前の発行時の1株当たりの払込金額相当額を

いう。）とし、当該丙種普通株式の発行後に、丙種普通株式の分割、併合又は無償割当てがあった場

合には、その都度、当該分割、併合又は無償割当ての時に、その直前の丙種償還額を次の算式により

調整する。なお、「丙種普通株式数」とは、発行済みの丙種普通株式の総数から当会社が自己株式と

して有する丙種普通株式の総数を控除したものをいう。 

調整後の丙種償還額 ＝ 調整前の丙種償還額 × 
調整前の丙種普通株式数 

調整後の丙種普通株式数 

(4) 単元株制度は採用しておりません。 

６．Ａ種優先株式、及び、Ａ２種優先株式の内容は、次のとおりであります。 

(1) Ａ種優先配当金及びＡ２種優先配当金の配当 

① 当会社は、剰余金の配当を行うときは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は

記録されたＡ種優先株式を有する株主（以下、「Ａ種優先株主」という。）又はＡ種優先株式の登録

株式質権者（以下、「Ａ種優先登録株式質権者」という。）及びＡ２種優先株式を有する株主（以下、

「Ａ２種優先株主」という。）又はＡ２種優先株式の登録株式質権者（以下、「Ａ２種優先登録株式

質権者」という。）に対して、同順位にて、普通株式の株主（以下、「普通株主」という。）又は普

通株式の登録株式質権者（以下、「普通登録株式質権者」という。）に先立ち、Ａ種優先株式１株に

つき、その時のＡ種発行価格に100分の８を乗じて算出した額（その額に１円未満の端数があるとき

は、これを切り捨てるものとする。）の剰余金の配当を行い、Ａ２種優先株式１株につき、その時の

Ａ２種発行価格に100分の８を乗じて算出した額（その額に１円未満の端数があるときは、これを切

り捨てるものとする。）の剰余金の配当を行う。 

 ただし、当該剰余金の配当に係る基準日が属する事業年度と同一の事業年度に属する日を基準日と

して、当会社が当該剰余金の配当に先立ちＡ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者及びＡ２種優先

株主又はＡ２種優先登録株式質権者に対して剰余金の配当を行ったときは、Ａ種優先株主又はＡ種優

先登録株式質権者に対し、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対する当該剰余金の配当の合

計額を控除した額（以下、「Ａ種優先配当金」という。）の剰余金の配当を行い、Ａ２種優先株主又

はＡ２種優先登録株式質権者に対し、Ａ２種優先株主又はＡ２種優先登録株式質権者に対する当該剰

余金の配当の合計額を控除した額（以下、「Ａ２種優先配当金」という。）の剰余金の配当を行う。 
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 なお、配当総額が、Ａ種優先株式数にＡ種優先配当金を乗じた額と、Ａ２種優先株式数にＡ２種優

先配当金を乗じた額の合計額に満たない場合には、Ａ種優先株式１株あたりの配当額とＡ２種優先株

式１株あたりの配当額の比率が、Ａ種優先配当金とＡ２種優先配当金の比率と同じになるように配当

する。 

② 上記（注）６の(1)の①（ただし書の場合を含む。）に基づき配当をした後さらに配当を行う場合に

は、当会社は、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者及びＡ２種優先株主又はＡ２種優先登録株

式質権者に対し、上記（注）６の(1)の①のＡ種優先配当金及びＡ２種優先配当金のほか、普通株主

に対して行う剰余金の配当の額と同額の剰余金の配当を行う。 

③ 当会社が、当会社の有価証券その他の金銭以外の財産（以下、「現物」という。）を剰余金として配

当するときは、Ａ種優先株式１株につき、当該配当において普通株式１株に対して交付する当該現物

の数量に下記のＡ種取得比率（以下、「Ａ種取得比率」という。）を乗じた数量に相当する同種の現

物を剰余金として配当を行い、Ａ２種優先株式1株につき、当該配当において普通株式１株に対して

交付する当該現物の数量に下記のＡ２種取得比率（以下、「Ａ２種取得比率」という。）を乗じた数

量に相当する同種の現物を剰余金として配当を行う。 

Ａ（Ａ２）種取得比率 ＝ 
Ａ（Ａ２）種発行価格 

Ａ（Ａ２）種取得価格 

(2) Ａ種優先分配額及びＡ２種優先分配額 

① 当会社は、残余財産の分配をするときは、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者及びＡ２種優先

株主又はＡ２種優先登録株式質権者に対して、同順位にて、Ａ種優先株式１株につき、残余財産の分

配をする時の下記（注）６の(2)の②のＡ種発行価格相当額（以下、「Ａ種優先分配額」という。）

を、Ａ２種優先株式１株につき、残余財産の分配をする時の下記（注）６の(2)の②のＡ２種発行価

格相当額（以下、「Ａ２種優先分配額」という。）を、普通株主又は普通登録株式質権者に先立って

支払う。 

② Ａ種発行価格及びＡ２種発行価格 

「Ａ種発行価格」とは、2016年9月26日現在において、150,000円とし、2016年9月26日以後に、Ａ種

優先株式に係る株式の分割、株式の併合又は株式無償割当てがあった場合には、その都度、当該株式

の分割、株式の併合又は株式無償割当ての時に、その直前のA種発行価格を次の算式により調整する。

また、「Ａ２種発行価格」とは、2017年６月30日現在において、165,000円とし、2017年６月30日以

後に、Ａ２種優先株式に係る株式の分割、株式の併合又は株式無償割当てがあった場合には、その都

度、当該株式の分割、株式の併合又は株式無償割当ての時に、その直前のＡ２種発行価格を次の算式

により、「Ａ種」を「Ａ２種」と読み替えた上で調整する。 

調整後のＡ種発行価格 ＝ 調整前のＡ種発行価格 × 
調整前のＡ種優先株式数 

調整後のＡ種優先株式数 

(3) 参加条項 

① 上記（注）６の(2)による分配の後なお残余財産がある場合には、普通株主及び普通登録株式質権者、

Ａ種優先株主及びＡ種優先登録株式質権者並びにＡ２種優先株主及びＡ２種優先登録株式質権者に対

して分配を行う。この場合、当会社は、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対しては、上記

（注）６の(2)の分配額に加え、Ａ種優先株式１株につき、普通株主又は普通登録株式質権者に対し

て普通株式１株につき分配する残余財産に、上記（注）６の(1)の③のＡ種取得比率を乗じた額（そ

の額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。）に相当する額の残余財産を分

配し、Ａ２種優先株主又はＡ２種優先登録株式質権者に対しては、上記（注）６の(2)の分配額に加

え、Ａ２種優先株式１株につき、普通株主又は普通登録株式質権者に対して普通株式１株につき分配

する残余財産に、上記（注）６の(1)の③のＡ２種取得比率を乗じた額（その額に１円未満の端数が

あるときは、これを切り捨てるものとする。）に相当する額の残余財産を分配する。 

(4) みなし清算事由 

① みなし清算事由とは、次に掲げる事由をいう。 

ａ．次に掲げる合併、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部

の承継、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得又は株式移転（以下、

「合併等」という。）。ただし、当会社又は子会社に係る合併等であって、当該合併等の直後にお

いて当該合併等の直前の当会社の総株主が合算して存続会社若しくは新設会社、株式交換完全親会

社又は株式移転設立完全親会社の議決権を過半数を有する場合は、この限りでない。 

イ 当会社が当事者となるもの 

ロ 当会社の子会社が当事者となるものであって、当該合併等に基づき当会社の株式を交付するも

の 

ｂ．当会社又は当会社の子会社による一の取引（当会社が吸収分割会社又は新設分割会社となる会社分

割を含む。以下同じ。）若しくは関連する一連の取引による当会社及びその子会社全体の財産

（GROW（就職支援サービスの総称）を含む。）の全部又は実質的に全部の譲渡、承継、賃貸、専用

実施権の設定その他の処分（当会社及び子会社全体の財産の実質的に全部が当会社の一以上の子会

社により保有されている場合にあっては、当該子会社の譲渡、賃貸その他の処分（合併その他方法

を問わない。）。ただし、当会社の完全子会社に対し当該譲渡、承継、賃貸、専用実施権の設定そ

の他の処分を行う場合は、この限りでない。 

② みなし清算事由が発生した場合には、当会社は、当該みなし清算事由が発生した日から60日以内に、
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Ａ種優先株主及びＡ２種優先株主にその旨及び当該みなし清算事由が発生した日から90日以内に下記

（注）６の(5)の①の請求をすることができる旨の通知をする。 

(5) みなし清算事由に係る金銭を対価とする取得条項 

① 上記（注）６の(4)の①のａのロ及び上記（注）６の(4)の①のｂのみなし清算事由が発生し、かつ、

当該みなし清算事由が発生した日から60日以内に当会社が解散しない場合において、合算して発行済

みのＡ種優先株式（当会社が自己株式として有するＡ種優先株式を除く。以下同じ。）の３分の２以

上を有するＡ種優先株主及び合算して発行済みのＡ２種優先株式（当会社が自己株式として有するＡ

２種優先株式を除く。以下同じ。）の３分の２以上を有するＡ２種優先株主が当該みなし清算事由が

発生した日から90日以内に当会社に書面で請求するときは、当会社は、取締役会の定める日（当該み

なし清算事由が発生した日から150日以内の日に限り、取締役会が当該みなし清算事由が発生した日

から120日以内に当該日を定めない場合には、当該みなし清算事由が発生した日から150日目の日とす

る。以下「取得日」という。）をもって、発行済みのＡ種優先株式及び発行済みのＡ２種優先株式の

全部を取得し、引換えにＡ種優先株式１株につきその時のＡ種優先分配額又はＡ種優先株式１株の公

正な価額のいずれか大きい額（以下、「Ａ種みなし清算分配額」という。）に相当する金銭を交付し、

Ａ２種優先株式１株につきその時のＡ２種優先分配額又はＡ２種優先株式１株の公正な価額のいずれ

か大きい額（以下、「Ａ２種みなし清算分配額」という。）に相当する金銭を交付する。 

② 上記（注）６の(5)の①の場合において、発行済みのＡ種優先株式数にＡ種みなし清算分配額を乗じ

た額（以下、「Ａ種みなし清算総分配額」という。）と発行済みのＡ２種優先株式数にＡ２種みなし

清算分配額を乗じた額（以下、「Ａ２種みなし清算総分配額」という。）の合計額（以下、「優先株

式みなし清算総分配額」という。）が、取得日の分配可能額（会社法第170条第５項に規定する分配

可能額をいう。以下同じ。）を超えるときは、次のａｂに掲げる優先株式ごとに、それぞれａｂに定

める数（１株未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）の優先株式を取得するものとみなして、

上記（注）６の(5)の①の規定を適用する。 

ａ．Ａ種優先株式次のイの金額をロの金額で除算して算出した数にハの割合を乗じて算出した数 

イ 当該分配可能額にＡ種みなし清算総分配額が優先株式みなし清算総分配額に占める割合を乗じて

算出した額 

ロ Ａ種みなし清算分配額 

ハ 当該Ａ種優先株主の有するＡ種優先株式の数が発行済みのＡ種優先株式の総数に占める割合 

ｂ．Ａ２種優先株式次のイの金額をロの金額で除算して算出した数にハの割合を乗じて算出した数 

イ 当該分配可能額にＡ２種みなし清算総分配額が優先株式みなし清算総分配額に占める割合を乗じ

て算出した額 

ロ Ａ２種みなし清算分配額 

ハ 当該Ａ２種優先株主の有するＡ２種優先株式の数が発行済みのＡ２種優先株式の総数に占める割

合 

③ 上記（注）６の(5)の②による取得の対象とならなかったＡ種優先株式又はＡ２種優先株式が存在す

る場合には、当会社は、取締役会の定める日（速やかにＡ種優先株式及びＡ２種優先株式の取得並び

に金銭の交付を行うことができる日とする。）をもって、その時点の発行済みのＡ種優先株式の全部

を取得し、引換えにＡ種優先株式１株につきＡ種みなし清算分配額に相当する金銭を交付し、その時

点の発行済みのＡ２種優先株式の全部を取得し、引換えにＡ２種優先株１株につきＡ２種みなし清算

分配額に相当する金銭を交付する。 

④ 当会社は、上記（注）６の(5)の①及び上記（注）６の(5)の③に基づく発行済みのＡ種優先株式の全

部及び発行済みのＡ２種優先株式の全部の取得に必要な場合には、速やかに、必要な範囲内の資本金

の減少の手続を開始する。 

⑤ 当会社が受領した当該みなし清算事由の対価（財産の譲渡又は技術に係る実施権の設定に伴い当会社

に留保された債務の額を控除した後のものをいう。）及び当会社が引換えに交付することができるそ

の他の全ての財産を上記（注）６の(5)の①及び上記（注）６の(5)の③に基づくＡ種優先株式及びＡ

２種優先株式の取得と引換えに交付する金銭に充てる。 

⑥ 当会社は、当該みなし清算事由に関し発生した費用又は通常の業務において発生する費用の支払に充

てる場合を除き、当該みなし清算事由の対価を上記（注）６の(5)の①に基づく金銭の交付以外の目

的に充てない。 

(6) 議決権 

① Ａ種優先株主は、当会社のＡ種優先株主の種類株主総会（以下、「Ａ種優先株主総会」という。）に

おいて、Ａ種優先株式１株につき１個の議決権を有する。 

② Ａ２種優先株主は、当会社のＡ２種優先株主の種類株主総会（以下、「Ａ２種優先株主総会」とい

う。）において、Ａ２種優先株式１株につき１個の議決権を有する。 

(7) 種類株主総会の決議事項 

① 次のａｂに掲げる事項については、株主総会又は取締役会の決議のほか、Ａ種優先株主総会の決議が

あることを必要とする。 

ａ．当会社の自己株式の取得。ただし、次に掲げるものを除く。 

イ 定款のＡ種優先株式に関する規定に基づくＡ種優先株式の取得 

ロ 定款のＡ２種優先株式に関する規定に基づくＡ２種優先株式の取得 

ハ 当会社の取締役、従業員若しくは相談役であった者の有する当会社の自己株式の取得であって、
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定款に定めるところに従って、当該者の死亡、取締役の地位の喪失、退職又は相談役としての役

務の提供に関する契約の終了を理由とし、かつ、発行価格と当該株式の公正な価額のいずれか小

さい額で取得する場合 

ｂ．子会社(完全子会社を除き、当該取得により子会社とする場合を含む。)の株式の直接若しくは子会

社を通じた取得若しくは保有、直接若しくは間接の子会社の株式の譲渡、その他の処分又は直接若

しくは間接の子会社による一の取引又は関連する一連の取引による当該子会社の財産の全部若しく

は実質的に全部の譲渡、貸借、専用実施権の設定その他の処分の承諾 

② 次のａからｆに掲げる事項については、株主総会又は取締役会の決議のほか、Ａ種優先株主総会にお

いて議決権を行使することができる株主の議決権の３分の２を有するＡ種優先株主が出席し、出席し

た当該株主の議決権の３分の２に当たる多数をもって行うＡ種優先株主総会の決議があることを必要

とする。 

ａ．当会社の解散、合併、株式交換、株式移転及びその他のみなし清算事由 

ｂ．株式の種類の追加、株式の内容の変更、発行可能株式総数又は発行可能種類株式総数の増加、単元

株の設定その他の定款の変更 

ｃ．新たに追加した種類株式の発行又は発行の合意 

ｄ．株式の併合又は株式の分割 

ｅ．株式無償割当て 

ｆ．新株予約権無償割当て 

③ 次のａｂに掲げる事項については、株主総会又は取締役会の決議のほか、Ａ種優先株主総会において

議決権を行使することができる株主の議決権の４分の３を有するＡ種優先株主が出席し、出席した当

該株主の４分の３以上に当たる多数をもって行うＡ種優先株主総会の決議があることを必要とする。 

ａ．上記（注）６の(4)の①のａのイのみなし清算事由のうち当会社を消滅会社等（会社法第796条第１

項に規定する消滅会社等をいう。）とする吸収合併若しくは株式交換又は当会社を消滅株式会社等

（会社法第803条第１項に規定する消滅株式会社等をいう。）とする新設合併若しくは株式移転で

あって、吸収合併の合併契約、株式交換の株式交換契約、新設合併の合併契約又は株式移転の株式

移転計画にＡ種優先株式１株につきその時のＡ種優先分配額又はＡ種優先株式１株の公正な価額の

いずれか大きい額に相当する金銭を交付することを規定していない場合 

ｂ．当会社又はその子会社の従業員若しくは取締役に発行し、又は交付する新株予約権であって、当該

発行又は交付直後の全ての新株予約権（その時までに権利行使された全ての新株予約権を含み、本

会社とTUSキャピタル１号投資事業有限責任組合との間の2016年９月21日付け第１回Ａ種優先株式

新株予約権引受契約に基づき発行された全ての新株予約権(以下「TUSキャピタル１号新株予約権」

という。）を除く。）に係る潜在普通株式の合計数が、発行済み株式総数からその時までに新株予

約権（TUSキャピタル１号新株予約権以外を除く。）の行使によって発行又は交付された株式の総

数を控除した数に占める割合が10%を超えることとなる場合又は超えている場合の当会社又はその

子会社の従業員若しくは取締役に対する新株予約権等の発行又は交付 

④ 上記（注）６の(7)の①から③に掲げる事項については、株主総会又は取締役会の決議のほか、Ａ２

種優先株主総会の決議があることを必要とするものとし、この場合、上記（注）６の(7)の①から③

までの規定（上記（注）６の(7)の①のａを除く。）中「Ａ種」とあるのは「Ａ２種」と読み替えて

適用するものとする。 

(8) 普通株式を対価とする取得請求権 

 Ａ種優先株主及びＡ２種優先株主は、それぞれ、いつでも、当会社に対し、普通株式の交付と引換

えに、その有するＡ種優先株式又はＡ２種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することが

できるものとし、当会社は、Ａ種優先株主又はＡ２種優先株主が取得を請求したＡ種優先株式又はＡ

２種優先株式を取得するのと引換えに、Ａ種優先株主がＡ種優先株式の取得を請求する場合にあって

は、Ａ種優先株主が取得を請求したＡ種優先株式の総数にＡ種優先株式１株に当該請求の時のＡ種取

得比率を乗じて算出した数（１株未満の端数が発生するときは、これを切り捨てる。）の甲種普通株

式を交付し、Ａ２種優先株主がＡ２種優先株式の取得を請求する場合にあっては、Ａ２種優先株主が

取得を請求したＡ２種優先株式の総数にＡ２種優先株式1 株に当該請求の時のＡ２種取得比率を乗じ

て算出した数（１株未満の端数が発生するときは、これを切り捨てる。）の甲種普通株式を交付する。 

(9) 金銭を対価とする取得請求権 

① Ａ種優先株主及びＡ２種優先株主は、それぞれ、次のａｂに掲げる事由（以下「取得請求権発生原

因」という。）が生じた場合には、当会社に対し、金銭の交付と引換えに、その有するＡ種優先株式

又はＡ２種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし、当会社は、Ａ

種優先株主がＡ種優先株式の取得を請求する場合にあっては、Ａ種優先株主が取得を請求したＡ種優

先株式を取得するのと引換えに、Ａ種優先株主が取得を請求したＡ種優先株式の総数に下記（注）６

の(9)の②に規定するＡ種優先株式１株当たりの額を乗じて算出した額（１円未満の端数が発生する

ときは、これを切り捨てる。）の金銭を交付し、Ａ２種優先株主がＡ２種優先株式の取得を請求する

場合にあっては、Ａ２種優先株主が取得を請求したＡ２種優先株式を取得するのと引換えに、Ａ２種

優先株主が取得を請求したＡ２種優先株式の総数に下記（注）６の(9)の③に規定するＡ２種優先株

式１株当たりの額を乗じて算出した額（１円未満の端数が発生するときは、これを切り捨てる。）の

金銭を交付する。 

 なお、一の取得請求権発生原因が生じたことによって発生した取得請求権は、当該取得請求権発生
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原因が生じた日から45日を経過するまでの期間（以下、「取得請求期間」という。）に限り行使する

ことができるものとし、取得請求期間の満了時に、その効力が生じるものとする。 

ａ．損益状況、財務状況その他の当会社の経営状況に鑑み、金融商品取引所への上場申請の要件を満た

し、上場をする場合には、上場直後の時価総額が100億円以上になると見込まれるにもかかわらず、

当会社が上場申請をしない場合 

ｂ．当会社が法令、Ａ種優先株主との間の契約又はＡ２種優先株主との間の契約に違反する場合 

② 上記（注）６の(9)の①に規定するＡ種優先株式１株当たりの額は、次に掲げる額のいずれか大きい

額とする。 

ａ．当該請求の時のＡ種発行価格 

ｂ．当会社の最終の貸借対照表上の純資産額を、発行済みの普通株式の総数、発行済みのＡ種優先株式

に係る潜在普通株式の総数及び発行済みのＡ２種優先株式に係る潜在普通株式の総数の合計数で除

算して算出した額にＡ種取得比率を乗じた額 

ｃ．第三者評価機関が算定したＡ種優先株式１株の公正な価額 

③ 上記（注）６の(9)の①に規定するＡ２種優先株式１株当たりの額は、次に掲げる額のいずれか大き

い額とする。 

ａ．当該請求の時のＡ２種発行価格 

ｂ．当会社の最終の貸借対照表上の純資産額を、発行済みの普通株式の総数、発行済みのＡ種優先株式

に係る潜在普通株式の総数及び発行済みのＡ２種優先株式に係る潜在普通株式の総数の合計数で除

算して算出した額にＡ２種取得比率を乗じた額 

ｃ．第三者評価機関が算定したＡ２種優先株式１株の公正な価額 

④ 上記（注）６の(9)の①及び②に基づき、取得請求権が行使されたＡ種優先株式の取得と引換えに交

付されるべき金銭の額（以下、「Ａ種取得総額」という。）と、上記（注）６の(9)の①及び③に基

づき、取得請求権が行使されたＡ２種優先株式の取得と引換えに交付されるべき金銭の額（以下、

「Ａ２種取得総額」という。）の合計額（以下、「優先株式取得総額」という。）が、取得請求の日

の分配可能額を超えるときは、次のａｂに掲げる優先株式ごとに、それぞれａｂに定める数（１株未

満の端数があるときは、これを切り捨てる。）の優先株式を取得するものとみなして、上記（注）６

の(9)の①の規定を適用する。 

ａ．Ａ種優先株式次のイの金額をロの金額で除算して算出した数にハの割合を乗じて算出した数 

イ 当該分配可能額にＡ種取得総額が優先株式取得総額に占める割合を乗じて算出した額 

ロ 上記（注）６の(9)の②に基づき計算される、Ａ種優先株式１株当たりの額 

ハ 当該Ａ種優先株主の有するＡ種優先株式の数が、上記（注）６の(9)の①の取得請求権が行使され

たＡ種優先株式の総数に占める割合 

ｂ．Ａ２種優先株式次のイの金額をロの金額で除算して算出した数にハの割合を乗じて算出した数 

イ 当該分配可能額にＡ２種取得総額が優先株式取得総額に占める割合を乗じて算出した額 

ロ 上記（注）６の(9)の③に基づき計算される、Ａ２種優先株式１株当たりの額 

ハ 当該Ａ２種優先株主の有するＡ２種優先株式の数が、上記（注）６の(9)の①の取得請求権が行使

されたＡ２種優先株式の総数に占める割合 

(10) 普通株式を対価とする取得条項 

 当会社は、当会社の普通株式について金融商品取引法（昭和23年年法律第25号）第２条第16項に規定

する金融商品取引所への上場の申請を行うことが取締役会で可決され、かつ、上場する普通株式が、１

株当たりの売出価格をその時のＡ種発行価格の1.5倍以上とする条件で引き受けられることになる場合に

は、取締役会の定める日をもって、発行済みのＡ種優先株式及びＡ２種優先株式の全部を取得し、Ａ種

優先株式にあっては、引換えにＡ種優先株主にＡ種優先株式１株に当該取締役会の定める日のＡ種取得

比率を乗じて算出した数(１株未満の端数が発生するときは、これを切り捨てる。)の甲種普通株式を交

付し、Ａ２種優先株式にあっては、Ａ２種優先株主にＡ２種優先株式１株に当該取締役会の定める日の

Ａ２種取得比率を乗じて算出した数（１株未満の端数が発生するときは、これを切り捨てる。) の甲種

普通株式を交付する。 

(11) 単元株制度は採用しておりません。 

 

(2) 【新株予約権等の状況】 

① 【ストックオプション制度の内容】 

該当事項はありません。 

 

② 【その他の新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 

該当事項はありません。 
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(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 

(株) 

発行済株式 
総数残高 
(株) 

資本金増減額 
(千円) 

資本金残高 
(千円) 

資本準備金 
増減額 
(千円) 

資本準備金 
残高 
(千円) 

2021年４月１日～ 
2021年６月30日 

－ 

乙種普通株式 2,218 
丙種普通株式 1,900 
Ａ種優先株式 2,334 
A2種優先株式 1,500 

－ 59,901 － 682,026 

（注）１．2021年10月５日開催の臨時株主総会、Ａ種優先株主による種類株主総会及びＡ２種優先株主による種類株主

総会に基づき、同日付で定款の一部変更を行い、甲種普通株式、乙種普通株式、丙種普通株式、Ａ種優先株

式及びＡ２種優先株式を廃止するとともに、各種類株式については全て普通株式に変更しております。 

２．2021年10月14日開催の取締役会決議に基づき、2021年11月10日付で普通株式１株につき500株の株式分割を

行っております。これにより、普通株式の発行済株式総数が3,968,048株増加し、3,976,000株となっており

ます。 

 

(5) 【大株主の状況】 

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 

 

(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

     2021年６月30日現在 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ― 

完全議決権株式(その他) 

乙種普通株式  2,218 
丙種普通株式  1,900 
Ａ種優先株式  2,334 
Ａ２種優先株式 1,500 

乙種普通株式  2,218 
丙種普通株式  1,900 
Ａ種優先株式  2,334 
Ａ２種優先株式 1,500 

１．株式等の状況 (1）株
式の総数等 ② 発行済株
式」に記載のとおりであり
ます。 

単元未満株式 ― ― ― 

発行済株式総数 7,952 ― ― 

総株主の議決権 ― 7,952 ― 

(注)１．2021年10月５日開催の臨時株主総会、Ａ種優先株主による種類株主総会及びＡ２種優先株主による種類株主総会

に基づき、同日付で定款の一部変更を行い、甲種普通株式、乙種普通株式、丙種普通株式、Ａ種優先株式及びＡ

２種優先株式を廃止するとともに、各種類株式については全て普通株式に変更しております。 

２．2021年10月14日開催の取締役会決議に基づき、2021年11月10日付で普通株式１株につき500株とする株式分割を

行っております。これにより、普通株式の発行済株式数は3,968,048株増加し、3,976,000株となっております。 

３．2021年10月５日開催の臨時株主総会決議により、2021年11月10日付で１単元を100株とする単元株制度を採用し

ております。 

 

② 【自己株式等】 

該当事項はありません。 

 

２ 【役員の状況】 

該当事項はありません。 
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第４ 【経理の状況】 

１  四半期財務諸表の作成方法について 

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)

に基づいて作成しております。 

 

２  監査証明について 

当社は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第211条第６項の規定に基づき、金融商品取引法第193条の２第

１項の規定に準じて、第１四半期会計期間(2021年４月１日から2021年６月30日まで)及び第１四半期累計期間(  2021

年４月１日から2021年６月30日まで)に係る四半期財務諸表について、太陽有限責任監査法人による四半期レビューを

受けております。 

 

３  四半期連結財務諸表について 

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。 

 

４  最初に提出する四半期報告書の記載上の特例 

当新規上場申請のための四半期報告書は、「企業内容等開示ガイドライン24の４の７－６」の規定に準じて前年同四

半期との対比は行っておりません。 
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１ 【四半期財務諸表】 

(1) 【四半期貸借対照表】 

  (単位：千円) 

 
前事業年度 

(2021年３月31日) 
当第１四半期会計期間 
(2021年６月30日) 

資産の部   

  流動資産   

    現金及び預金 203,637 311,932 

  受取手形 2,097 － 

    売掛金 220,119 82,314 

    仕掛品 － 2,041 

    前払費用 1,357 2,146 

    前渡金 605 － 

    その他 9,765 1,567 

    貸倒引当金 △105 △105 

    流動資産合計 437,477 399,897 

  固定資産   

    無形固定資産 43,742 38,274 

    投資その他の資産 ※ 8,471  ※ 8,439 

    固定資産合計 52,213 46,714 

  資産合計 489,690 446,612 

負債の部   

  流動負債   

  未払金 27,202 27,499 

    未払費用 2,940 3,781 

    未払法人税等 248 31 

    未払消費税等 12,198 2,321 

  前受金 4,644 31,990 

    預り金 2,128 2,749 

    流動負債合計 49,363 68,374 

  負債合計 49,363 68,374 

純資産の部   

  株主資本   

    資本金 59,901 59,901 

    資本剰余金 843,901 843,901 

    利益剰余金 △463,907 △525,997 

    株主資本合計 439,894 377,805 

  新株予約権 432 432 

  純資産合計 440,327 378,237 

負債純資産合計 489,690 446,612 
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(2) 【四半期損益計算書】 

【第１四半期累計期間】 

 (単位：千円) 

 
当第１四半期累計期間 
(自  2021年４月１日 
至  2021年６月30日) 

  売上高 78,447 

  売上原価 24,083 

  売上総利益 54,363 

  販売費及び一般管理費 116,105 

  営業損失（△） △61,742 

  営業外収益  

    貸倒引当金戻入益 43 

    営業外収益合計 43 

  営業外費用  

    為替差損 4 

  仮想通貨評価損 302 

    その他 11 

    営業外費用合計 318 

  経常損失（△） △62,016 

  税引前四半期純損失（△） △62,016 

  法人税、住民税及び事業税 72 

  法人税等合計 72 

  四半期純損失（△） △62,089 
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【注記事項】 

(会計方針の変更等) 

当第１四半期累計期間 
(自  2021年４月１日  至  2021年６月30日) 

(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

を当第１四半期会計期間の期首から適用し、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、当第１四半期会計期間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、当第１四半期会計

期間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。ただし、収益認識会計基準

第86項に定める方法を適用し、当第１四半期会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益

の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。 

 この結果、当第１四半期累計期間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

を当第１四半期会計期間の期首から適用し、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しております。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。 

 

 

(四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理) 

 
当第１四半期累計期間 

(自  2021年４月１日  至 2021年６月30日) 

税金費用の計算 

 

 税金費用については、当第１四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純

利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純

損失に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

 ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠

く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。 

 

(四半期貸借対照表関係) 

※ 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額 

 
前事業年度 

(2021年３月31日) 
当第１四半期会計期間 
(2021年６月30日) 

投資その他の資産 8,528千円 8,485千円 

 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係) 

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期

間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。 

  
当第１四半期累計期間 
(自  2021年４月１日 
至  2021年６月30日) 

減価償却費 5,467千円 
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(株主資本等関係) 

当第１四半期累計期間(自 2021年４月１日  至 2021年６月30日) 

１  配当金支払額 

該当事項はありません。 

 

２  基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後となる

もの 

該当事項はありません。 

 

３  株主資本の著しい変動 

該当事項はありません。 

 

(セグメント情報等) 

【セグメント情報】 

当第１四半期累計期間(自 2021年４月１日  至 2021年６月30日) 

１  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

  (単位：千円) 

 

報告セグメント 
調整額 
(注)１ 

四半期 
損益計算 
書計上額 
(注)２ 

ＨＲ事業 教育事業 計 

売上高      

  外部顧客への売上高 52,150 26,296 78,447 ― 78,447 

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高 

― ― ― ― ― 

計 52,150 26,296 78,447 ― 78,447 

セグメント損失（△） △18,997 △3,717 △22,715 △39,027 △61,742 

(注) １．セグメント損失（△）の調整額△39,027千円は全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理

費であります。 

２．セグメント損失（△）は、四半期損益計算書の営業損失（△）と調整を行っております。 

 

(収益認識関係) 

顧客との契約から生じる収益を分解した情報 

当第１四半期累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年６月30日) 

    (単位：千円) 

 

報告セグメント 

合計 

ＨＲ事業 教育事業 計 

一時点で移転される財又はサ
ービス 

37,556 3,525 41,081 41,081 

一定の期間にわたり移転され
る財又はサービス 

14,594 22,771 37,365 37,365 

顧客との契約から生じる収益 52,150 26,296 78,447 78,447 

その他の収益 ― ― ― ― 

外部顧客への売上高 52,150 26,296 78,447 78,447 
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(１株当たり情報) 

１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
当第１四半期累計期間 
(自  2021年４月１日 
至 2021年６月30日) 

１株当たり四半期純損失（△） △15円62銭 

(算定上の基礎)  

  四半期純損失（△）(千円) △62,089 

普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属しない金額(千円) － 

普通株式及び普通株式と同等の株式に係る四半期純損失（△）(千円) △62,089 

 普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平均株式数(株) 3,976,000 

 （うち乙種普通株式） (1,109,000) 

 （うち丙種普通株式） (950,000) 

 （うちＡ種優先株式） (1,167,000) 

 （うちＡ２種優先株式） (750,000) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の
算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があった
ものの概要 

― 

(注) １．Ａ種優先株式及びＡ２種優先株式は剰余金の配当請求権について普通株主と同等の権利を有しているため、

１株当たり四半期純損失の算定上、普通株式に含めて計算しております。 

２．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、新株予約権の残高がありますが、当社株式は非上場で

あり、期中平均株価が把握できないため、また、１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。 

３．2021年10月14日開催の取締役会決議に基づき、2021年11月10日付で普通株式１株につき500株とする株式分割

を行っております。期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期純損失を算定しております。 
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(重要な後発事象) 

１．種類株式の廃止 

 当社は、2021年10月５日開催の臨時株主総会、Ａ種優先株主による種類株主総会及びＡ２種優先株主による

種類株主総会に基づき、同日付で定款の一部変更を行い、甲種普通株式、乙種普通株式、丙種普通株式、Ａ種

優先株式及びＡ２種優先株式を廃止するとともに、各種類株式については全て普通株式に変更しております。 

(1）変更前の株式の種類及び数 

乙種普通株式   2,218株 

丙種普通株式   1,900株 

Ａ種優先株式   2,334株 

Ａ２種優先株式  1,500株 

(2）変更後の株式の種類及び数 

普通株式     7,952株 

２．単元株制度の導入 

 当社は、2021年10月５日開催の臨時株主総会に基づき、2021年11月10日付で定款の一部を変更し、１単元を

100株とする単元株制度を採用しております。 

３．株式分割 

 当社は、2021年10月14日開催の取締役会に基づき、当社株式の流動性向上と投資家層の拡大を図ることを目

的として、2021年11月10日付で次の株式分割を行っております。 

(1）分割の割合 

2021年11月10日における最終の株主名簿に記載された株主の所有する当社普通株式１株を500株に分割

する。 

(2）分割により増加する株式数 

①株式分割前の発行済株式総数      7,952株 

②今回の分割により増加する株式数  3,968,048株 

③株式分割後の発行済株式総数    3,976,000株 

④株式分割後の発行可能株式総数   15,900,000株 

(3）１株当たり情報に及ぼす影響 

１株当たり情報に及ぼす影響は、（１株当たり情報）に反映されております。 

 

 

２ 【その他】 

該当事項はありません。 
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 

該当事項はありません。 
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