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(百万円未満切捨て)
１．平成29年５月期の連結業績（平成28年６月１日～平成29年５月31日）
（１）連結経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年５月期 7,739 68.3 1,517 169.6 1,516 167.6 1,126 85.9

28年５月期 4,599 － 562 － 566 － 605 －
(注) 包括利益 29年５月期 1,172 百万円( 131.7 ％) 28年５月期 505 百万円( － ％)
　

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 ％ ％ ％

29年５月期 50.87 47.09 15.3 17.6 19.6

28年５月期 27.76 25.49 9.0 7.5 12.2
(参考) 持分法投資損益 29年５月期 － 百万円 28年５月期 － 百万円
　

(注) 平成28年５月期より連結財務諸表を作成しているため、平成28年５月期の対前期増減率については記載しておりま
せん。また、平成28年５月期の自己資本当期純利益率及び総資産経常利益率は連結初年度のため、それぞれ期末自己
資本及び期末総資産額に基づいて計算しております。

　

（２）連結財政状態

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

29年５月期 9,609 8,017 83.2 358.61

28年５月期 7,587 6,745 88.9 309.61
(参考) 自己資本 29年５月期 7,998 百万円 28年５月期 6,745 百万円
　

　

（３）連結キャッシュ・フローの状況
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

29年５月期 1,698 △562 70 6,576

28年５月期 532 △1,275 △191 5,369
　

　　

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
(連結)

純資産
配当率
(連結)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 ％ ％

28年５月期 － 0.00 － 0.00 0.00 － － －

29年５月期 － 0.00 － 0.00 0.00 － － －

30年５月期(予想) － － － － － －
　

(注) 平成30年５月期の配当予測につきましては、現在未定であります。
　

３．平成30年５月期の連結業績予想（平成29年６月１日～平成30年５月31日）
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期(累計) 4,812 32.2 843 35.7 843 35.8 558 2.7 25.05

通 期 10,746 38.8 2,206 45.4 2,206 45.4 1,475 31.0 66.14
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※ 注記事項
　

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) ： 無

　 新規 －社 (社名) 、除外 －社 (社名)
　　

（注）特定子会社の異動には該当しませんが、株式会社Kumarを当連結会計年度より連結の範囲に含めております。
　

（２）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
　

　

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 29年５月期 22,490,200株 28年５月期 21,973,000株

② 期末自己株式数 29年５月期 185,500株 28年５月期 185,500株

③ 期中平均株式数 29年５月期 22,134,328株 28年５月期 21,824,347株

（注）自己株式数については、株式付与ESOP信託口が所有する当社株式(28年５月期：185,500株、29年５月期：
185,500株)を含めて記載しております。

　　

(参考) 個別業績の概要
１．平成29年５月期の個別業績（平成28年６月１日～平成29年５月31日）
（１）個別経営成績 (％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 ％

29年５月期 7,478 64.4 1,613 185.9 1,619 186.3 1,236 102.2

28年５月期 4,547 43.7 564 196.8 565 267.8 611 347.9
　

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

円 銭 円 銭

29年５月期 55.85 51.69

28年５月期 28.02 25.72
　　

（２）個別財政状態

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

29年５月期 9,677 8,133 83.9 363.80

28年５月期 7,559 6,751 89.3 309.86

(参考) 自己資本 29年５月期 8,114 百万円 28年５月期 6,751 百万円
　　　

２．平成30年５月期の個別業績予想（平成29年６月１日～平成30年５月31日）
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

売上高 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 ％ 円 銭

第２四半期(累計) 4,606 30.3 880 32.4 607 2.7 27.23

通 期 10,219 36.6 2,218 37.1 1,531 23.9 68.65
　　

※ 決算短信は監査の対象外です
　

※ 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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての
注意事項等については、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

当連結会計年度における当社グループをとりまく経営環境につきましては、国内におけるスマートフォンの保有者

の割合が平成28年に56.8％と前年比3.7％増加するなど、スマートフォンは引き続き急速に普及しており（総務省調

べ）、また、平成28年の広告費は６兆2,880億円と５年連続で成長を続けております。とりわけインターネット広告費

につきましては前年比113.0％の１兆3,100億円と、広告費全体の成長を牽引する成長となりました（株式会社電通調

べ）。

このような状況の下、当社グループは、当連結会計年度において、KDDI株式会社との提携に基づき、新たな情報キ

ュレーションサービス「ニュースパス」をリリースし、順調にダウンロード（以下、「DL」という）数とアクティブ

ユーザー数を積み上げ、新たな収益源を構築いたしました。また、「グノシー」及び「ニュースパス」のユーザビリ

ティを高めるべく、日々ユーザーインターフェース/ユーザーエクスペリエンスの改善を行うとともに、広告配信のレ

スポンスタイム向上のための広告配信サーバーの刷新や、広告主の新たなニーズに応じるべく、動画広告商品や年齢

ターゲティング機能追加をはじめとした新たな商品開発にも注力してまいりました。さらに、次なる収益源の構築を

目指し、女性ユーザーを対象とする新たな情報キュレーションサービス「LUCRA（ルクラ）」を開発、リリースいたし

ました。

収益面に関しては、アクティブユーザー数の順調な積み上がりに加え、「ニュースパス」の収益化が寄与し、

Gunosy Adsに係る売上高を5,170百万円計上いたしました。また、提携メディア数の増加に伴い、アドネットワークに

係る売上高が順調に伸長し、当連結会計年度で2,308百万円を計上いたしました。

費用面に関しては、引き続きユーザーの獲得のためテレビCM等のプロモーション施策を積極的に展開し広告宣伝費

1,814百万円を計上したほか、人材の積極的な採用を実施したことにより人件費が増加し、また、従業員数増加に伴い

オフィスを増床移転したことにより地代家賃が増加いたしました。

　以上の結果、当連結会計年度における業績は、売上高7,739百万円（前年同期比68.3％増）、経常利益1,516百万円

（前年同期比167.6％増）、親会社株主に帰属する当期純利益1,126百万円（前年同期比85.9％増）となりました。

　なお、「グノシー」及び「ニュースパス」合計の国内累計DL数は当連結会計年度末において2,268万DLとなり、前連

結会計年度末比で831万DLの増加となりました。

（２）当期の財政状態の概況

　(資産)

当連結会計年度末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べて2,022百万円増加し、9,609百万円となりまし

た。

主な要因は、現金及び預金の増加（前連結会計年度末比1,206百万円の増加）、売掛金の増加（前連結会計年度末比

293百万円の増加）、流動資産のその他の増加（前連結会計年度末比129百万円の増加）、のれんの増加（前連結会計年

度末比299百万円の増加）、投資有価証券の減少（前連結会計年度末比140百万円の減少）であります。

　(負債)

当連結会計年度末の負債につきましては、前連結会計年度末に比べて749百万円増加し、1,591百万円となりました。

主な要因は、買掛金の増加（前連結会計年度末比282百万円の増加）、未払法人税等の増加（前連結会計年度末比220

百万円の増加）、流動負債のその他の増加（前連結会計年度末比235百万円の増加）であります。

　(純資産)

当連結会計年度末の純資産につきましては、前連結会計年度末に比べて1,272百万円増加し、8,017百万円となりまし

た。主な要因は、親会社株主に帰属する当期純利益計上による利益剰余金の増加（前連結会計年度末比1,126百万円の

増加）であります。

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に比べて1,206

百万円増加し、6,576百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであり

ます。

　(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度において営業活動により獲得した資金は、1,698百万円（前連結会計年度は532百万円の収入）となり
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ました。これは主に、税金等調整前当期純利益1,426百万円の計上、売上債権の増加287百万円、仕入債務の増加282百

万円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)

当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は、562百万円（前連結会計年度は1,275百万円の支出）となり

ました。これは主に、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出406百万円、敷金及び保証金の差入による

支出140百万円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)

当連結会計年度において財務活動により獲得した資金は、70百万円（前連結会計年度末は191百万円の支出）となり

ました。これは主に、新株予約権の行使による株式の発行による収入80百万円によるものであります。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成28年５月期 平成29年５月期

自己資本比率(％) 88.9 83.2

時価ベースの自己資本比率(％) 252.7 531.8

キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年) 0.0 －

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 1,614.7 5,961.8

　自己資本比率：自己資本/総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額/総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債/キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー/利払い

（注）１．当社グループは、平成28年５月期より連結財務諸表を作成しているため、平成27年５月期以前の指標につ

いては、記載しておりません。

２．いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

３. 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

４．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

５．有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象として

おります。また、利払いにつきましては、キャッシュ・フロー計算書の利息支払額を使用しております。

（４）今後の見通し

　スマートフォンの更なる普及とインターネット広告市場の成長は、次期におきましても継続が見込まれると考えてお

ります。このような経営環境を勘案し、平成30年５月期通期連結業績見通しにつきましては、売上高10,746百万円（当

連結会計年度比38.8％増）、営業利益2,206百万円（当連結会計年度比45.4％増）、経常利益2,206百万円（当連結会計

年度比45.4％増）、親会社株主に帰属する当期純利益1,475百万円（当連結会計年度比31.0％増）を見込んでおります。

　なお、平成30年５月期の業績予想の策定にあたり、DL数、売上高、費用につきまして、それぞれ下記のような策定方

法を採っております。

　(a) DL数

　新規DL数につきましては、投下予定の広告宣伝費、１DL当たりの獲得費用（広告宣伝費÷新規DL数）の過去実績及び

今後獲得効率が低下する可能性等を勘案して算出しております。なお、次期末における累積DL数は3,222万DL（「グノシ

ー」「ニュースパス」「LUCRA（ルクラ）」「Bazzary（バザリー）」合計）に達するとの前提の下、業績予想を策定し

ております。

　(b) 売上高

　Gunosy Adsに係る売上高につきましては、DL数、DLしたユーザーの継続率、継続したユーザー当たりの収益性の過去

実績等を勘案して算出しております。アドネットワークに係る売上高につきましては、過去実績等を踏まえて算出して

おります。また、その他メディアに係る売上高につきましても、過去実績等を踏まえて算出しております。

　(c) 売上原価

　人員計画から算出した人件費、サーバー費用等の過去実績を勘案して算出しております。
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　(d) 販売費及び一般管理費

　前提としている上記のDL数を獲得するために平成30年５月期において広告宣伝費2,251百万円の計上を見込むほか、の

れん償却額、人員計画から算出した人件費、その他家賃等の費用の過去実績等を勘案して算出しております。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

　当社グループは日本基準による連結決算を実施しております。今後のIFRS（国際財務報告基準）導入に関する動向を

注視しつつ適切に対応する体制の整備に努めてまいります。
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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年５月31日)

当連結会計年度
(平成29年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,369,949 6,576,906

売掛金 581,253 874,532

繰延税金資産 112,574 75,274

その他 187,712 316,754

流動資産合計 6,251,490 7,843,466

固定資産

有形固定資産 18,100 106,617

無形固定資産

のれん 262,260 561,375

その他 5,037 7,575

無形固定資産合計 267,297 568,951

投資その他の資産

投資有価証券 893,048 752,256

繰延税金資産 12,335 56,330

その他 145,183 281,843

投資その他の資産合計 1,050,567 1,090,430

固定資産合計 1,335,965 1,765,999

資産合計 7,587,456 9,609,465
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年５月31日)

当連結会計年度
(平成29年５月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 204,175 486,810

未払法人税等 95,315 315,335

その他 528,674 764,231

流動負債合計 828,164 1,566,377

固定負債

株式給付引当金 12,097 25,327

その他 1,670 －

固定負債合計 13,767 25,327

負債合計 841,932 1,591,704

純資産の部

株主資本

資本金 3,871,105 3,911,625

資本剰余金 3,870,955 3,911,475

利益剰余金 △696,580 429,471

自己株式 △199,921 △199,921

株主資本合計 6,845,557 8,052,649

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △100,033 △53,999

その他の包括利益累計額合計 △100,033 △53,999

新株予約権 － 19,111

純資産合計 6,745,524 8,017,761

負債純資産合計 7,587,456 9,609,465
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成27年６月１日
　至 平成28年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年６月１日
　至 平成29年５月31日)

売上高 4,599,811 7,739,595

売上原価 1,413,128 3,023,862

売上総利益 3,186,682 4,715,733

販売費及び一般管理費 2,623,907 3,198,411

営業利益 562,775 1,517,321

営業外収益

受取利息 2,785 555

有価証券利息 2,164 －

消費税免除益 3,064 －

講演料収入 282 343

物品売却益 18 443

その他 294 3

営業外収益合計 8,609 1,346

営業外費用

支払利息 329 284

為替差損 4,023 341

株式交付費 120 395

固定資産売却損 － 431

消費税等差額 10 291

その他 － 0

営業外費用合計 4,483 1,746

経常利益 566,901 1,516,922

特別利益

投資有価証券売却益 － 51,751

特別利益合計 － 51,751

特別損失

投資有価証券評価損 － 142,172

特別損失合計 － 142,172

税金等調整前当期純利益 566,901 1,426,500

法人税、住民税及び事業税 86,000 307,143

法人税等調整額 △124,910 △6,694

法人税等合計 △38,909 300,448

当期純利益 605,810 1,126,051

親会社株主に帰属する当期純利益 605,810 1,126,051

決算短信（宝印刷） 2017年07月14日 11時18分 9ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



株式会社Gunosy(6047) 平成29年５月期 決算短信

8

連結包括利益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成27年６月１日
　至 平成28年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年６月１日
　至 平成29年５月31日)

当期純利益 605,810 1,126,051

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △100,033 46,034

その他の包括利益合計 △100,033 46,034

包括利益 505,777 1,172,085

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 505,777 1,172,085

非支配株主に係る包括利益 － －
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（３）連結株主資本等変動計算書

　前連結会計年度（自 平成27年６月１日 至 平成28年５月31日）

(単位：千円)

株主資本 その他の包括利益累計額

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

その他有価

証券評価差

額金

その他の包括

利益累計額

合計

当期首残高 3,866,665 3,866,515 △1,302,391 － 6,430,788 － － － 6,430,788

当期変動額

新株の発行（新株予

約権の行使）
4,440 4,440 8,880 8,880

親会社株主に帰属す

る当期純利益
605,810 605,810 605,810

自己株式の取得 △199,921 △199,921 △199,921

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△100,033 △100,033 － △100,033

当期変動額合計 4,440 4,440 605,810 △199,921 414,769 △100,033 △100,033 － 314,735

当期末残高 3,871,105 3,870,955 △696,580 △199,921 6,845,557 △100,033 △100,033 － 6,745,524

　当連結会計年度（自 平成28年６月１日 至 平成29年５月31日）

(単位：千円)

株主資本 その他の包括利益累計額

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

その他有価

証券評価差

額金

その他の包括

利益累計額

合計

当期首残高 3,871,105 3,870,955 △696,580 △199,921 6,845,557 △100,033 △100,033 － 6,745,524

当期変動額

新株の発行（新株予

約権の行使）
40,520 40,520 81,040 81,040

親会社株主に帰属す

る当期純利益
1,126,051 1,126,051 1,126,051

自己株式の取得 － － －

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

46,034 46,034 19,111 65,145

当期変動額合計 40,520 40,520 1,126,051 － 1,207,091 46,034 46,034 19,111 1,272,237

当期末残高 3,911,625 3,911,475 429,471 △199,921 8,052,649 △53,999 △53,999 19,111 8,017,761
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成27年６月１日
　至 平成28年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年６月１日
　至 平成29年５月31日)

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 566,901 1,426,500

減価償却費 39,380 24,219

のれん償却額 13,803 117,741

受取利息 △2,785 △555

有価証券利息 △2,164 －

支払利息 329 284

投資有価証券評価損益（△は益） － 142,172

売上債権の増減額（△は増加） △210,896 △287,025

仕入債務の増減額（△は減少） 143,212 282,635

未払金の増減額（△は減少） 77,821 34,635

前払費用の増減額（△は増加） △116,614 △139,232

株式給付引当金の増減額（△は減少） 12,097 13,229

その他 34,301 212,888

小計 555,386 1,827,492

利息及び配当金の受取額 2,815 555

利息の支払額 △329 △284

法人税等の支払額 △25,832 △129,198

営業活動によるキャッシュ・フロー 532,040 1,698,566

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △60,775 －

有形固定資産の取得による支出 △11,289 △112,885

無形固定資産の取得による支出 △2,106 △4,336

投資有価証券の取得による支出 △920,667 －

投資有価証券の売却による収入 － 99,999

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△280,319 △406,159

敷金及び保証金の差入による支出 － △140,065

その他 － 1,189

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,275,158 △562,257

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 2,120,000 1,900,000

短期借入金の返済による支出 △2,120,000 △1,910,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入 8,760 80,644

自己株式の取得による支出 △199,921 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △191,161 70,644

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7,357 3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △941,637 1,206,956

現金及び現金同等物の期首残高 6,311,587 5,369,949

現金及び現金同等物の期末残高 5,369,949 6,576,906
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（５）連結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)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応

報告第32号 平成28年６月17日）を当連結会計年度に適用し、平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び

構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

　なお、当連結会計年度において、連結財務諸表に与える影響額は軽微であります。

(追加情報)

　(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を当連結

会計年度から適用しております。

(セグメント情報等)

　当社グループは、メディア事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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(１株当たり情報)

前連結会計年度
（自 平成27年６月１日

　 至 平成28年５月31日）

当連結会計年度
（自 平成28年６月１日

　 至 平成29年５月31日）

１株当たり純資産額 309.61円 358.61円

１株当たり当期純利益金額 27.76円 50.87円

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

25.49円 47.09円

(注) １．株主資本において自己株式として計上されている株式付与ESOP信託に残存する当社の株式は、１株当たり純

資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております。また、１株当たり当期純利

益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自

己株式に含めております。

２．１株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数は、前連結会計年度185,500株、当連結

会計年度185,500株であり、１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算

定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、前連結会計年度120,880株、当連結会計年度185,500株で

あります。

３．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。

前連結会計年度
（自 平成27年６月１日

　 至 平成28年５月31日）

当連結会計年度
（自 平成28年６月１日

　 至 平成29年５月31日）

１株当たり当期純利益金額

親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 605,810 1,126,051

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する
　当期純利益(千円)

605,810 1,126,051

普通株式の期中平均株式数(株) 21,824,347 22,134,328

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

親会社株主に帰属する当期純利益調整額(千円) － －

普通株式増加数(株) 1,944,674 1,780,744

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当
たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式
の概要

－ －

　

　

(重要な後発事象)

　該当事項はありません。
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