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（訂正・数値データ訂正）「2022 年４月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について 

 

 2022 年６月 14 日に公表いたしました「2022 年４月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」について一部に訂正を要する箇

所がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、数値データにも訂正がありましたので、訂正後の数値デ

ータも送信いたします。 

 

記 

１．訂正の理由 

「2022年４月期 決算短信〔日本基準〕（非連結）」の提出後に、記載内容の一部に誤りがあることが判明したた

め、これを訂正いたします。 

 

２．訂正の箇所及び内容 

 訂正箇所には下線を付して表示しております。 

 

（１）サマリー情報 

１．2022 年４月期の業績（2021 年５月 1日～2022 年４月 30 日） 

（１）経営成績 

 

【訂正前】 

 
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 ％ ％ ％ 

2022 年４月期 93.28 － 28.4 17.9 29.6 

2021 年４月期 30.97 － 15.1 9.5 19.0 

 

【訂正後】 

 
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 ％ ％ ％ 

2022 年４月期 93.28 － 56.8 53.3 29.6 

2021 年４月期 30.97 － 30.1 29.6 19.0 

会社名  ＡＮＹＣＯＬＯＲ株式会社  

代表者名 代表取締役ＣＥＯ 田角 陸 

 （コード番号：5032 東証グロース） 

問合せ先 取締役ＣＦＯ 兼 経営管理部長 釣井 慎也 

 （ＴＥＬ 03－4335－4850） 



（２）２ページ 当期の財政状態の概況 

【訂正前】 

（資産） 

 当事業年度末における流動資産は8,497,779千円となり、前事業年度末に比べ3,276,963千円増加いたしました。こ

れは主に現金及び預金が2,232,424千円、売掛金が674,296千円及び商品が361,842千円増加したこと等によるものであ

ります。固定資産は855,546千円となり、前事業年度末に比べ153,398千円減少いたしました。これは主に、敷金が

107,142千円減少したこと等によるものであります。 

 この結果、総資産は、9,353,326 千円となり、前事業年度末に比べ 3,123,566 千円増加いたしました。 

 

（負債） 

 当事業年度末における流動負債は2,724,494千円となり、前事業年度末に比べ590,514千円増加いたしました。これ

は主に未払法人税等が592,195千円増加し、短期借入金が200,000千円減少したこと等によるものであります。固定負

債は310,089千円となり、前事業年度末に比べ260,012千円減少いたしました。これは長期借入金が260,012千円減少し

たことによるものであります。 

 この結果、負債合計は、3,034,583千円となり、前事業年度末に比べ330,502千円増加いたしました。 

 

（純資産） 

 当事業年度末における純資産合計は6,318,742千円となり、前事業年度末に比べ2,793,064千円増加いたしました。

これは当期純利益2,793,063千円の計上により利益剰余金が増加したことによるものであります。なお、自己株式の消

却により、資本剰余金が70,000千円、利益剰余金が55,640千円及び自己株式が125,640千円減少しております。 

 

【訂正後】 

（資産） 

 当事業年度末における流動資産は8,497,779千円となり、前事業年度末に比べ3,276,963千円増加いたしました。こ

れは主に現金及び預金が2,232,424千円、売掛金が674,295千円及び商品が361,841千円増加したこと等によるものであ

ります。固定資産は855,546千円となり、前事業年度末に比べ153,397千円減少いたしました。これは主に、敷金が

107,141千円減少したこと等によるものであります。 

 この結果、総資産は、9,353,326 千円となり、前事業年度末に比べ 3,123,566 千円増加いたしました。 

 

（負債） 

 当事業年度末における流動負債は2,724,494千円となり、前事業年度末に比べ590,514千円増加いたしました。これ

は主に未払法人税等が592,195千円増加し、短期借入金が200,000千円減少したこと等によるものであります。固定負

債は310,089千円となり、前事業年度末に比べ260,012千円減少いたしました。これは長期借入金が260,012千円減少し

たことによるものであります。 

 この結果、負債合計は、3,034,583千円となり、前事業年度末に比べ330,502千円増加いたしました。 

 



（純資産） 

 当事業年度末における純資産合計は6,318,742千円となり、前事業年度末に比べ2,793,063千円増加いたしました。

これは当期純利益2,793,063千円の計上により利益剰余金が増加したことによるものであります。なお、自己株式の消

却により、資本剰余金が70,000千円、利益剰余金が55,640千円及び自己株式が125,640千円減少しております。 

 

 

（３）11 ページ （１株当たり情報） 

【訂正前】 

（注）２．2021 年 12 月１日開催の取締役会決議により、2022 年１月５日付で株式１株につき 15 株の割合で株式分割

を行っておりますが、当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり純資産額及び１

株当たり当期純利益を算定しております。 

 

【訂正後】 

（注）２．2021 年 12 月１日開催の取締役会決議により、2022 年１月５日付で株式１株につき 15 株の割合で株式分割

を行っておりますが、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり純資産額及び１

株当たり当期純利益を算定しております。 

 

  



（４）11 ページ （１株当たり情報） 

【訂正前】 

３．１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。 

 
前事業年度 

（自 2020 年５月１日 
至 2021 年４月 30 日） 

当事業年度 
（自 2021 年５月１日 
至 2022 年４月 30 日） 

当期純利益（千円） 937,297 2,793,063 

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） 937,297 2,793,063 

普通株式の期中平均株式数（株） 30,266,605 29,943,435 

（うち普通株式） （18,782,170） （29,943,435）

（うちＡ１種優先株式） （3,247,860） − 

（うちＡ２種優先株式） （1,875,000） − 

（うちＢ種優先株式） （6,361,575） − 

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 

第２回新株予約権 

新株予約の数 69 個 

（普通株式 103,500 株） 

第３回新株予約権 

新株予約権の数 85 個 

（普通株式 127,500 株） 

第４回新株予約権 

新株予約権の数 30,000 個 

（普通株式 450,000 株） 

第５回新株予約権 

新株予約権の数 12,000 個 

（普通株式 180,000 株） 

第６回新株予約権 

新株予約権の数 52,000 個 

（普通株式 780,000 株） 

第２回新株予約権 

新株予約の数 69 個 

（普通株式 103,500 株） 

第３回新株予約権 

新株予約権の数 85 個 

（普通株式 127,500 株） 

第４回新株予約権 

新株予約権の数 30,000 個 

（普通株式 450,000 株） 

第５回新株予約権 

新株予約権の数 9,000 個 

（普通株式 135,000 株） 

第６回新株予約権 

新株予約権の数 30,000 個 

（普通株式 450,000 株） 

第７回新株予約権 

新株予約権の数 19,000 個 

（普通株式 285,000 株） 

第８回新株予約権 

新株予約権の数 50,700 個 

（普通株式 760,500 株） 

第９回新株予約権 

新株予約権の数 19,600 個 

（普通株式 294,000 株） 

 

  



【訂正後】 

３．１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。 

 
前事業年度 

（自 2020 年５月１日 
至 2021 年４月 30 日） 

当事業年度 
（自 2021 年５月１日 
至 2022 年４月 30 日） 

当期純利益（千円） 937,297 2,793,063 

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） 937,297 2,793,063 

普通株式の期中平均株式数（株） 30,266,605 29,943,435 

（うち普通株式） （18,782,170） （29,943,435）

（うちＡ１種優先株式） （3,247,860） − 

（うちＡ２種優先株式） （1,875,000） − 

（うちＢ種優先株式） （6,361,575） − 

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 

第２回新株予約権 

新株予約の数 69 個 

（普通株式 103,500 株） 

第３回新株予約権 

新株予約権の数 85 個 

（普通株式 127,500 株） 

第４回新株予約権 

新株予約権の数 30,000 個 

（普通株式 450,000 株） 

第５回新株予約権 

新株予約権の数 12,500 個 

（普通株式 187,500 株） 

第６回新株予約権 

新株予約権の数 30,000 個 

（普通株式 450,000 株） 

第７回新株予約権 

新株予約権の数 21,500 個 

（普通株式 322,500 株） 

第２回新株予約権 

新株予約の数 69 個 

（普通株式 103,500 株） 

第３回新株予約権 

新株予約権の数 85 個 

（普通株式 127,500 株） 

第４回新株予約権 

新株予約権の数 30,000 個 

（普通株式 450,000 株） 

第５回新株予約権 

新株予約権の数 9,500 個 

（普通株式 142,500 株） 

第６回新株予約権 

新株予約権の数 30,000 個 

（普通株式 450,000 株） 

第７回新株予約権 

新株予約権の数 18,500 個 

（普通株式 277,500 株） 

第８回新株予約権 

新株予約権の数 50,700 個 

（普通株式 760,500 株） 

第９回新株予約権 

新株予約権の数 19,600 個 

（普通株式 294,000 株） 

 

以上 

 


