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（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 ％

2021年７月期 8,326 △7.7 309 59.6 319 24.4 244 32.2

2020年７月期 9,017 △7.2 193 △70.8 257 △59.4 184 △65.6

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 ％ ％ ％

2021年７月期 185.46 - 26.3 5.4 3.7

2020年７月期 140.29 - 24.7 4.5 2.2

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

2021年７月期 5,798 1,041 18.0 790.32

2020年７月期 6,069 815 13.4 618.86

（参考）自己資本 2021年７月期 1,041百万円 2020年７月期 815百万円

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

2021年７月期 782 △109 △760 1,334

2020年７月期 △713 △155 1,270 1,421

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 ％ ％

2020年７月期 - - - 14.00 14.00 18 10.0 2.5

2021年７月期 - - - 19.00 19.00 25 10.2 2.7

2022年７月期（予想） - 0.00 - - - -

（％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 9,164 - 411 - 430 - 281 - 213.31

１．2021年７月期の業績（2020年８月１日～2021年７月31日）

（注）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、当社株式は非上場であるため、期
中平均株価が把握できませんので記載しておりません。

（２）財政状態

（３）キャッシュ・フローの状況

２．配当の状況

（注）当社は定款において第２四半期末日及び期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では期末日における配当

予想額は未定です。

３．2022年７月期の業績予想（2021年８月１日～2022年７月31日）

（注）2022年7月期の期首より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号）等を適用するため、上記の業績予

想は当該会計基準等を適用した後の金額となっており、対前期増減率は記載しておりません。



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年７月期 1,751,372株 2020年７月期 1,751,372株

②  期末自己株式数 2021年７月期 434,061株 2020年７月期 434,061株

③  期中平均株式数 2021年７月期 1,317,311株 2020年７月期 1,317,311株

※  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：無

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

（２）発行済株式数（普通株式）

※  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

（将来に関する記述等についてのご注意）

　　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。

（決算説明会に関する説明）

　　当期の決算説明会は、オンデマンド方式の決算説明動画を2021年10月上旬に当社ウェブサイトへ掲載いたしま

す。
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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拡大の影響により、2021年７月には東京都に４度目と

なる緊急事態宣言が発出されるなど社会・経済活動への影響が長期化する中、企業業績や個人消費は低迷し、景気の

先行きは極めて不透明な状況が続いております。

　当社が属するオーダースーツ業界におきましても、新型コロナウイルスの感染拡大による消費マインドの悪化や大

企業を中心とした出社制限、在宅勤務の広がりなど、働き方の変化によるスーツ需要の落ち込み等の影響は大きく、

厳しい事業環境が続いております。

　このような状況の下、当社におきましては、「Enjoy Order　すべてのお客様にオーダーメイドを楽しんでいただ

く」のコンセプトのもと、新規出店やGSオンラインオーダーサービスでの積極的な営業施策等を推進してまいりまし

た。

　まず、新規出店といたしましては、2020年９月の「GINZA Global Style COMFORT　表参道店」、10月の「GINZA 

Global Style COMFORT　札幌パルコ店」に続き、12月には「GINZA Global Style COMFORT　クラックス仙台店」を出

店いたしました。さらに、2021年４月には「GINZA Global Style COMFORT　大名古屋ビルヂング店」を増床リニュー

アルいたしました。これら店舗の出店等は、同エリアでの新規顧客獲得に大きく貢献しております。

　上記新規出店等を含め、当事業年度末の店舗数は27店舗となりました。

　また、GSオンラインオーダーサービスでの営業施策といたしましては、当サービスでの限定フェアの開催や積極的

なウェブ広告施策を推進いたしました。今後も当サービスの更なる充実のため、サービス対応人員の増員や対応商品

の拡充に取り組んでまいります。

　一方で、新型コロナウイルス感染拡大の影響は大きく、緊急事態宣言の発出に伴う一部店舗での休業実施や時間短

縮での営業を余儀なくされました。

　以上の結果、当事業年度の売上高は、8,326百万円（前年同期比7.7％減）となりました。

　販売費及び一般管理費につきましては、ウェブ広告施策実施による広告宣伝費の増加、新規出店に伴う地代家賃の

増加、人件費の減少により3,992百万円（同0.5％増）となりました。

　利益面につきましては、売上総利益率が5.4ポイント改善したことにより、営業利益309百万円（同59.6％増）、経

常利益319百万円（同24.4％増）、当期純利益244百万円（同32.2％増）となりました。

　なお、当社はオーダースーツの販売店舗を運営する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

　当事業年度末の資産は、前事業年度末に比べ271百万円減少し、5,798百万円となりました。

　流動資産につきましては、前事業年度末に比べ455百万円減少し、3,637百万円となりました。主な変動要因は、原

材料及び貯蔵品が336百万円、現金及び預金が87百万円それぞれ減少したことによるものであります。また、固定資

産につきましては、新規出店等により前事業年度末に比べ184百万円増加し、2,161百万円となりました。

　負債につきましては、前事業年度末に比べ496百万円減少し、4,757百万円となりました。

　流動負債につきましては、前事業年度末に比べ728百万円減少し、3,052百万円となりました。主な変動要因は、そ

の他流動負債が76百万円増加した一方で、短期借入金が550百万円、1年内返済予定の長期借入金が243百万円、買掛

金が106百万円それぞれ減少したことによるものであります。また、固定負債につきましては、前事業年度末に比べ

231百万円増加し、1,704百万円となりました。主な変動要因は、社債が110百万円、長期リース債務が72百万円、そ

の他固定負債が133百万円それぞれ増加した一方で、役員退職慰労引当金が99百万円減少したことによるものであり

ます。

　純資産につきましては、前事業年度末に比べ225百万円増加し、1,041百万円となりました。前期の期末配当18百万

円を実施した一方で、当期純利益を244百万円計上したことにより、利益剰余金が225百万円増加したことによるもの

であります。

（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、営業活動により782百万円増加、投資活

動で109百万円減少し、財務活動により760百万円減少いたしました。その結果、前事業年度末に比べ87百万円減少

し、当事業年度末の資金残高は1,334百万円となりました。

　当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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）

　営業活動の結果得られた資金は782百万円となりました。これは、主に税引前当期純利益319百万円、減価償却費

198百万円、たな卸資産の減少額390百万円、未払金の増加額128百万円があったものの、法人税等の支払額が90百万

円、仕入債務の減少額106百万円及び役員退職慰労引当金の減少額99百万円等の要因によるものであります。
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（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は109百万円となりました。これは、主に投資不動産の賃貸による収入51百万円があ

ったものの、有形固定資産取得による支出83百万円、敷金の差入による支出76百万円等の要因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）

　財務活動の結果使用した資金は760百万円となりました。これは、主に長期借入による収入500百万円、社債の発行

による収入200百万円があったものの、長期借入金の返済による支出684百万円、短期借入金の純減少額550百万円、

リース債務の返済による支出158百万円及び社債の償還による支出49百万円等の減少によるものであります。

（４）今後の見通し

　今後の見通しにつきましては、引き続き新型コロナウイルス感染拡大に伴う経済活動への影響等により、当社が属

するオーダースーツ業界を取り巻く経営環境は依然厳しい状況が続くことを想定しております。

　このような状況の下、当社におきましては、「好条件な店舗立地へ出店」、「オーダーアイテムの更なる充実」、

「レディスオーダースーツ取扱い店舗の拡充」、「オンラインオーダーサービスの販売強化」等を推進し、積極的に

事業を展開してまいります。

　これらの施策を推進することにより、当社の次期の業績予想につきましては、売上高9,164百万円、営業利益411百

万円、経常利益430百万円、当期純利益281百万円を見込んでおります。

　なお、上記売上高予想の前提条件といたしましては、新型コロナウイルスの影響が依然として残ることを想定し、

既存店売上高は2021年7月期と同水準とし、年間３店舗程度の新規出店による売上高増加分を加味しております。

（注）当社における既存店の定義は、前期末時点で出店済みであることを条件としております。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

　当社は、財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、当面は、日本基準で財務諸表を作成する方針

であります。

　なお、国際財務報告基準（ＩＦＲＳ）の適用につきましては、国内外の諸情勢を考慮の上、適切に対応していく方針

であります。

- 3 -

タンゴヤ株式会社（7126）2021年7月期 決算短信（非連結）



（単位：千円）

前事業年度
（2020年７月31日）

当事業年度
（2021年７月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,421,969 1,334,807

受取手形 5,816 3,998

売掛金 270,958 270,927

商品及び製品 237,116 192,265

仕掛品 66,012 56,309

原材料及び貯蔵品 2,025,563 1,689,122

前払費用 56,045 62,941

その他 19,954 37,036

貸倒引当金 △10,421 △10,028

流動資産合計 4,093,015 3,637,380

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 986,174 1,078,050

車両運搬具（純額） 1,463 1,118

工具、器具及び備品（純額） 260,341 312,471

土地 85,770 85,770

リース資産（純額） 10,096 2,797

建設仮勘定 3,943 1,890

有形固定資産合計 1,347,790 1,482,098

無形固定資産

のれん 57,638 37,295

ソフトウエア 94,599 57,554

その他 10,203 80,168

無形固定資産合計 162,441 175,019

投資その他の資産

投資有価証券 650 380

出資金 6,240 3,830

従業員に対する長期貸付金 1,701 349

破産更生債権等 157 -

長期前払費用 11,902 14,683

敷金 446,118 485,117

貸倒引当金 △157 -

投資その他の資産合計 466,613 504,361

固定資産合計 1,976,845 2,161,479

資産合計 6,069,860 5,798,859

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
（2020年７月31日）

当事業年度
（2021年７月31日）

負債の部

流動負債

買掛金 445,357 338,361

短期借入金 1,800,000 1,250,000

１年内償還予定の社債 29,400 69,400

１年内返済予定の長期借入金 485,480 241,722

リース債務 122,166 166,161

未払金 133,432 128,624

未払費用 41,059 57,671

未払法人税等 61,347 86,476

前受金 462,415 421,897

預り金 12,010 21,433

前受収益 5,166 3,619

ポイント引当金 155,181 163,044

その他 27,929 104,365

流動負債合計 3,780,946 3,052,778

固定負債

社債 61,400 172,000

長期借入金 803,674 863,382

リース債務 253,520 325,713

繰延税金負債 42,800 1,691

退職給付引当金 78,869 54,991

役員退職慰労引当金 99,745 -

資産除去債務 119,878 140,294

その他 13,795 146,914

固定負債合計 1,473,683 1,704,987

負債合計 5,254,630 4,757,765

純資産の部

株主資本

資本金 80,000 80,000

資本剰余金

資本準備金 26,634 26,634

その他資本剰余金 87,608 87,608

資本剰余金合計 114,242 114,242

利益剰余金

利益準備金 112,500 112,500

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金 213,309 213,309

繰越利益剰余金 729,239 955,102

利益剰余金合計 1,055,049 1,280,912

自己株式 △434,061 △434,061

株主資本合計 815,230 1,041,093

純資産合計 815,230 1,041,093

負債純資産合計 6,069,860 5,798,859
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（単位：千円）

 前事業年度
(自　2019年８月１日
　至　2020年７月31日)

 当事業年度
(自　2020年８月１日
　至　2021年７月31日)

売上高 9,017,925 8,326,296

売上原価 4,851,083 4,024,675

売上総利益 4,166,841 4,301,620

販売費及び一般管理費 3,973,274 3,992,620

営業利益 193,567 309,000

営業外収益

受取利息 800 25

受取配当金 130 130

為替差益 224 365

賃貸料収入 50,347 53,316

物品売却収入 13,003 9,528

役員退職慰労引当金戻入額 41,830 -

その他 20,517 9,331

営業外収益合計 126,852 72,697

営業外費用

支払利息 27,937 33,625

賃貸収入原価 11,962 13,429

物品購入費用 6,115 4,330

支払手数料 2,396 3,758

長期前払費用償却 9,915 4,159

その他 4,993 2,642

営業外費用合計 63,322 61,945

経常利益 257,098 319,752

特別利益

固定資産売却益 - 2,999

雇用調整助成金 17,158 6,420

家賃支援給付金 - 6,000

協力金収入 - 2,220

その他 - 2,251

特別利益合計 17,158 19,892

特別損失

固定資産除却損 5,618 8,648

減損損失 8,369 -

臨時休業による損失 14,009 10,718

その他 301 1,200

特別損失合計 28,298 20,566

税引前当期純利益 245,957 319,078

法人税、住民税及び事業税 61,376 115,880

法人税等調整額 △218 △41,108

法人税等合計 61,158 74,772

当期純利益 184,799 244,305

（２）損益計算書
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前事業年度
（自2019年８月１日

至2020年７月31日）

当事業年度
（自2020年８月１日

至2021年７月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
(％)

金額（千円）
構成比
(％)

Ⅰ　期首商品及び製品たな卸高    274,225 237,116

Ⅱ　当期商品仕入高    127,905 58,152

Ⅲ　製造原価

　1 　材料費  1,526,840 32.6 1,338,381 33.9

　2 　外注費  3,157,382 67.4 2,609,450 66.1

　　　当期製造費用  4,684,222 100.0 3,947,831 100.0

　　　期首仕掛品たな卸高    104,502 66,012

　　　計 4,788,724 4,013,843

　　　期末仕掛品たな卸高     66,012 4,722,712 56,309 3,957,534

　　　合計 5,124,842 4,252,802

Ⅳ　期末商品及び製品たな卸高 238,501 194,658

　　　たな卸資産評価損 1,385 2,393

　　　他勘定振替高 ※     36,643 35,861

　　売上原価  4,851,083 4,024,675

項目
前事業年度

（自2019年８月１日
至2020年７月31日）

当事業年度
（自2020年８月１日

至2021年７月31日）

工具、器具及び備品（千円） 　　　　　　　　　　　21,418 28,681

販売促進費（千円） 　　　　　　　　　　　15,200 6,220

その他（千円） 　　　　　　　　　　　　　24 959

合計（千円） 　　　　　　　　　　　36,643 35,861

売上原価明細書

      ※　他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
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（単位：千円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本
準備金

その他資
本

剰余金

資本
剰余金合

計

利益
準備金

その他利益剰余金

退職
積立金

配当準備
積立金

別途
積立金

固定資産
圧縮
積立金

繰越利益
剰余金

当期首残高 80,000 26,634 87,608 114,242 112,500 365,000 107,000 728,000 213,309 △602,867

当期変動額

剰余金の配当 △52,692

当期純利益 184,799

退職積立金の取崩 △365,000 365,000

配当準備積立金の取崩 △107,000 107,000

別途積立金の取崩 △728,000 728,000

当期変動額合計 - - - - - △365,000 △107,000 △728,000 - 1,332,107

当期末残高 80,000 26,634 87,608 114,242 112,500 - - - 213,309 729,239

株主資本

純資産
合計

利益剰余金

自己株式
株主資本

合計利益剰余金
合計

当期首残高 922,941 △434,061 683,122 683,122

当期変動額

剰余金の配当 △52,692 △52,692 △52,692

当期純利益 184,799 184,799 184,799

退職積立金の取崩 - - -

配当準備積立金の取崩 - - -

別途積立金の取崩 - - -

当期変動額合計 132,107 - 132,107 132,107

当期末残高 1,055,049 △434,061 815,230 815,230

（３）株主資本等変動計算書

前事業年度（自  2019年８月１日　至  2020年７月31日）
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（単位：千円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本
準備金

その他資
本

剰余金

資本
剰余金合

計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計
固定資産

圧縮
積立金

繰越利益
剰余金

当期首残高 80,000 26,634 87,608 114,242 112,500 213,309 729,239 1,055,049

当期変動額

剰余金の配当 △18,442 △18,442

当期純利益 244,305 244,305

当期変動額合計 - - - - - - 225,863 225,863

当期末残高 80,000 26,634 87,608 114,242 112,500 213,309 955,102 1,280,912

株主資本
純資産
合計

自己株式
株主資本

合計

当期首残高 △434,061 815,230 815,230

当期変動額

剰余金の配当 △18,442 △18,442

当期純利益 244,305 244,305

当期変動額合計 - 225,863 225,863

当期末残高 △434,061 1,041,093 1,041,093

当事業年度（自  2020年８月１日　至  2021年７月31日）
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（単位：千円）

 前事業年度
(自　2019年８月１日
　至　2020年７月31日)

 当事業年度
(自　2020年８月１日
　至　2021年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 245,957 319,078

減価償却費 182,354 198,578

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,963 △549

受取利息及び受取配当金 △930 △155

支払利息 27,937 33,625

賃貸料収入 △50,347 △53,316

賃貸収入原価 11,962 13,429

助成金収入 △17,158 △6,420

給付金収入 - △6,000

協力金収入 - △2,220

減損損失 8,369 -

有形固定資産売却損益（△は益） - △2,999

有形固定資産除却損 5,618 8,648

売上債権の増減額（△は増加） 108,395 1,849

たな卸資産の増減額（△は増加） △427,048 390,994

仕入債務の増減額（△は減少） △555,570 △106,399

未払金の増減額（△は減少） 45,893 128,583

未払費用の増減額（△は減少） △56,771 16,974

未払消費税等の増減額（△は減少） △84,486 76,436

前受金の増減額（△は減少） △283,341 △40,517

ポイント引当金の増減額（△は減少） 10,122 7,863

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,077 △23,878

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △28,074 △99,745

その他 △416 29,927

小計 △865,575 883,783

利息及び配当金の受取額 52,558 154

利息の支払額 △27,969 △32,645

助成金の受取額 8,801 14,777

給付金の受取額 - 6,000

協力金の受取額 - 1,480

法人税等の還付額 120,602 -

法人税等の支払額 △2,161 △90,751

営業活動によるキャッシュ・フロー △713,742 782,799

投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付けによる支出 - △535

貸付金の回収による収入 112,080 2,191

有形固定資産の取得による支出 △181,523 △83,643

有形固定資産の売却による収入 - 3,000

無形固定資産の取得による支出 △35,874 △4,895

敷金の差入による支出 △96,652 △76,622

敷金の回収による収入 - 6,850

資産除去債務の履行による支出 - △2,350

投資不動産の賃貸による支出 △5,004 △6,739

投資不動産の賃貸による収入 49,621 51,053

その他の支出 2,200 1,810

投資活動によるキャッシュ・フロー △155,153 △109,881

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 850,000 △550,000

長期借入れによる収入 782,418 500,000

長期借入金の返済による支出 △147,150 △684,050

社債の発行による収入 - 200,000

社債の償還による支出 △29,400 △49,400

リース債務の返済による支出 △132,910 △158,408

配当金の支払額 △52,692 △18,442

（４）キャッシュ・フロー計算書
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財務活動によるキャッシュ・フロー 1,270,265 △760,300

現金及び現金同等物に係る換算差額 △209 220

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 401,159 △87,161

現金及び現金同等物の期首残高 1,020,809 1,421,969

現金及び現金同等物の期末残高 1,421,969 1,334,807
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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。

（追加情報）

　　（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り）

　　　新型コロナウイルス感染症の拡大による、外出自粛、営業時間短縮などが、来店客数ひいては売上に影響する状況

　　が続いております。

　　　新型コロナウイルス感染症の収束時期を見通すのは困難な状況でありますが、当社は2022年７月期の一定期間にわ

　　たり当該影響が継続するものと仮定して、固定資産の減損会計及び繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを

　　行っております。

（持分法損益等）

　該当事項はありません。

（セグメント情報）

　当社は、オーダースーツの販売店舗を運営する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。

前事業年度
（自2019年８月１日

至2020年７月31日）

当事業年度
（自2020年８月１日

至2021年７月31日）

１株当たり純資産額 618.86円 790.32円

１株当たり当期純利益 140.29円 185.46円

前事業年度
（自2019年８月１日

至2020年７月31日）

当事業年度
（自2020年８月１日

至2021年７月31日）

当期純利益（千円） 184,799 244,305

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） 184,799 244,305

普通株式の期中平均株式数（株） 1,317,311 1,317,311

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

2018年２月21日臨時株主総会

決議の第１回新株予約権

2,211個

2018年２月21日臨時株主総会

決議の第１回新株予約権

2,203個

（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、当社株式は非上場で

あるため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。

２．１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。

- 12 -

タンゴヤ株式会社（7126）2021年7月期 決算短信（非連結）



（重要な後発事象）

（公募による自己株式の処分及び株式の売出し）

　当社は、2021年８月24日付で東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）市場に株式を上場いたしました。こ

の上場にあたり、2021年７月16日及び2021年８月３日開催の取締役会において、次のとおり自己株式の処分及び株

式の売出しを決議し、2021年８月23日に払込が完了いたしました。

（１）一般募集による自己株式の処分

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　　　140,000株

③　発行価格　　　　　　　　　　　　：１株につき　　　1,600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　　　1,472円

この価額は当社が引受人より１株当たりの株式払込金として受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　　　1,309円

この金額は会社法上の払込金額であり、2021年８月３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

　自己株式の処分により行われるものであり、払込金額の総額は資本組入れされません。

⑦　発行価額の総額　　　　　　　　　：　　　　　　183,260千円

発行価額の総額は会社法上の払込金額の総額であります。

⑧　引受価額の総額　　　　　　　　　：　　　　　　206,080千円

⑨　資本組入額の総額

　自己株式の処分により行われるものであり、払込金額の総額は資本組入れされません。

⑩　払込期日　　　　　　　　　　　　：2021年８月23日

⑪　資金の使途　　　　　　　　　　　：設備資金として①事業拡大に向けた新規出店の販売設備、②事業拡大

に対応するための基幹システムの開発資金に充当する予定でありま

す。

(２）当社株式の売出し（引受人の買取引受による売出し）

①　売出株式の種類及び数　　　　　　：　　　普通株式 70,000株

②　売出価格　　　　　　　　　　　　：　 　１株につき 1,600円

③　売出価額の総額　　　　　　　　　：  　　　　　112,000千円

④　売出株式の所有者及び売出株式数　： 　　田城弘志　70,000株

⑤　売出方法　　　　　　　　　　　　：引受人の買取引受による売出し

⑥　受渡期日　　　　　　　　　　　　：2021年８月24日
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