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2022年２月24日

各 位

会 社 名 GMOアドパートナーズ株式会社

代表者名 代表取締役社長 橋口 誠

(コード：4784、JASDAQ)

問合せ先 専務取締役 菅谷 俊彦

(TEL.03－5728－7900)

(((((訂正訂正訂正訂正訂正・・・・・数値データ訂正数値データ訂正数値データ訂正数値データ訂正数値データ訂正)))))「「「「「22222000002222211111年年年年年1111122222月月月月月 決算短決算短決算短決算短決算短信信信信信〔〔〔〔〔日本基日本基日本基日本基日本基準準準準準〕〕〕〕〕(((((連結連結連結連結連結)))))」」」」」ののののの

一部訂正に関するお知ら一部訂正に関するお知ら一部訂正に関するお知ら一部訂正に関するお知ら一部訂正に関するお知らせせせせせ

当社は、2022年２月７日に開示いたしました「2021年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載内容の一部に

訂正すべき事項がございましたので、下記の通りお知らせします。また、数値データ(XBRL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します。

　

記

１．訂正の理由

2022年２月７日の発表後に、連結計算書類の作成過程において一部訂正すべき事項があることが判明したため

2021年12月期決算短信を訂正させていただくものであります。

２．訂正箇所

訂正箇所は を付して表示しております。

３．訂正の内容

＜サマリー情報＞

１．2021年12月期の連結業績（2021年１月１日～2021年12月31日）

（１）連結経営成績

【訂正前】

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 ％

2021年12月期 34,524 0.0 487 33.4 573 0.1 348 33.4

2020年12月期 34,519 △0.1 365 △18.0 573 13.4 260 8.4

(注) 包括利益 2021年12月期 104 百万円 (△79.5％) 2020年12月期 509 百万円 ( 80.7％)
　

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12月期 21.77 21.75 6.7 4.9 1.4
2020年12月期 16.26 16.24 5.1 4.9 1.1
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【訂正後】

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 ％

2021年12月期 34,524 0.0 487 33.4 542 △5.4 328 25.8

2020年12月期 34,519 △0.1 365 △18.0 573 13.4 260 8.4

(注) 包括利益 2021年12月期 108 百万円 (△78.7％) 2020年12月期 509 百万円 ( 80.7％)
　

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12月期 20.52 20.50 6.3 4.6 1.4
2020年12月期 16.26 16.24 5.1 4.9 1.1

（２）連結財政状態

【訂正前】

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12月期 11,619 5,201 44.1 325.48
2020年12月期 11,897 5,381 44.7 331.09

(参考) 自己資本 　2021年12月期 5,129百万円 　2020年12月期 5,314百万円

【訂正後】

（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

2021年12月期 11,631 5,205 44.1 325.76
2020年12月期 11,897 5,381 44.7 331.09

(参考) 自己資本 　2021年12月期 5,133百万円 　2020年12月期 5,314百万円

＜サマリー情報＞

２．配当の状況

【訂正前】

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 ％ ％

2020年12月期 0.00 0.00 0.00 8.20 8.20 131 50.4 2.6

2021年12月期 0.00 0.00 0.00 10.90 10.90 171 50.1 3.3

2022年12月期(予想) 0.00 0.00 0.00 11.00 11.00 50.3

【訂正後】

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 ％ ％

2020年12月期 0.00 0.00 0.00 8.20 8.20 131 50.4 2.6

2021年12月期 0.00 0.00 0.00 10.90 10.90 171 53.1 3.3

2022年12月期(予想) 0.00 0.00 0.00 11.00 11.00 50.3
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添付資料２ページ

１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

【訂正前】

（省略）

その結果、当社グループの当連結会計年度の売上高は34,524百万円（前年同期比0.0％増）、営業利益は487百万円

（前年同期比33.4％増）、経常利益は573百万円（前年同期比0.1％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は348百万円

（前年同期比33.4％増）となりました。

前連結会計年度は投資事業組合運用益が計上されていたことから、前年同期比で経常利益は微増となりましたが、売

上総利益の伸長が営業利益を押し上げ、親会社株主に帰属する当期純利益も同程度の増加となりました。

（省略）

【訂正後】

（省略）

その結果、当社グループの当連結会計年度の売上高は34,524百万円（前年同期比0.0％増）、営業利益は487百万円

（前年同期比33.4％増）、経常利益は542百万円（前年同期比5.4％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は328百万円

（前年同期比25.8％増）となりました。

前連結会計年度は投資事業組合運用益が計上されていたことから、前年同期比で経常利益は減少となりましたが、売

上総利益の伸長が営業利益を押し上げ、親会社株主に帰属する当期純利益は増加となりました。

　 （省略）

（２）当期の財政状況の概況

【訂正前】

（流動資産）

当社連結企業集団の当連結会計年度末の流動資産は9,624百万円（前連結会計年度末は8,771百万円）と853百万円の

増加となりました。主な要因は、関係会社預け金を長期から短期を振り替えたことにより860百万円（前連結会計年度

末は零）と860百万円の増加、受取手形及び売掛金が3,877百万円（前連結会計年度末は3,671百万円）と205百万円増

加した一方で、現金及び預金が4,714百万円（前連結会計年度末は5,011百万円）と296百万円減少したこと等によるも

のであります。なお、関係会社預け金はGMOインターネットグループ全体で資金運用を行うために導入しているキャッ

シュマネジメントシステム（CMS）を利用しているものであります。

（固定資産）

固定資産につきましては1,994百万円（前連結会計年度末は3,125百万円）と1,131百万円の減少となりました。主な

要因は、長期から振り替えたことにより関係会社長期預け金が零（前連結会計年度末は860百万円）と860百万円の減

少、投資有価証券が703百万円（前連結会計年度末は1,035百万円）と331百万円減少した一方で、無形固定資産その他

が124百万円（前連結会計年度末は69百万円）と55百万円増加したこと等によるものであります。

　この結果、総資産は11,619百万円（前連結会計年度末は11,897百万円）と277百万円の減少となりました。

（流動負債）

流動負債につきましては5,923百万円（前連結会計年度末は5,823百万円）と100百万円の増加となりました。主な要

因は、未払消費税等が158百万円（前連結会計年度末は101百万円）と57百万円増加した一方で、未払法人税等が59百

万円（前連結会計年度末は121百万円）と62百万円の減少、未払金が363百万円（前連結会計年度末は369百万円）と6

百万円減少したこと等によるものであります。

（固定負債）

固定負債につきましては494百万円（前連結会計年度末は692百万円）と198百万円の減少となりました。主な要因

は、固定負債その他が329百万円（前連結会計年度末は489百万円）と160百万円減少、繰延税金負債が15百万円（前連

結会計年度末は47百万円）と32百万円減少したこと等によるものであります。
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この結果、負債合計は6,418百万円（前連結会計年度末は6,515百万円）と97百万円の減少となりました。

（純資産）

純資産合計につきましては5,201百万円（前連結会計年度末は5,381百万円）と180百万円の減少となりました。主な

要因は、利益剰余金の増加216百万円（親会社株主に帰属する当期純利益の計上により348百万円の増加、配当金の支

払いにより131百万円の減少）、自己株式の増加142百万円、その他有価証券評価差額金の減少261百万円を計上したこ

と等によるものであります。

【訂正後】

（流動資産）

当社連結企業集団の当連結会計年度末の流動資産は9,633百万円（前連結会計年度末は8,771百万円）と861百万円の

増加となりました。主な要因は、関係会社預け金を長期から短期を振り替えたことにより860百万円（前連結会計年度

末は零）と860百万円の増加、受取手形及び売掛金が3,877百万円（前連結会計年度末は3,671百万円）と205百万円増

加した一方で、現金及び預金が4,714百万円（前連結会計年度末は5,011百万円）と296百万円減少したこと等によるも

のであります。なお、関係会社預け金はGMOインターネットグループ全体で資金運用を行うために導入しているキャッ

シュマネジメントシステム（CMS）を利用しているものであります。

（固定資産）

固定資産につきましては1,997百万円（前連結会計年度末は3,125百万円）と1,128百万円の減少となりました。主な

要因は、長期から振り替えたことにより関係会社長期預け金が零（前連結会計年度末は860百万円）と860百万円の減

少、投資有価証券が707百万円（前連結会計年度末は1,035百万円）と328百万円減少した一方で、無形固定資産その他

が124百万円（前連結会計年度末は69百万円）と55百万円増加したこと等によるものであります。

　この結果、総資産は11,631百万円（前連結会計年度末は11,897百万円）と266百万円の減少となりました。

（流動負債）

流動負債につきましては5,922百万円（前連結会計年度末は5,823百万円）と99百万円の増加となりました。主な要

因は、未払消費税等が158百万円（前連結会計年度末は101百万円）と57百万円増加した一方で、未払法人税等が58百

万円（前連結会計年度末は121百万円）と62百万円の減少、未払金が362百万円（前連結会計年度末は369百万円）と6

百万円減少したこと等によるものであります。

（固定負債）

固定負債につきましては502百万円（前連結会計年度末は692百万円）と189百万円の減少となりました。主な要因

は、固定負債その他が329百万円（前連結会計年度末は489百万円）と160百万円減少、繰延税金負債が23百万円（前連

結会計年度末は47百万円）と24百万円減少したこと等によるものであります。

この結果、負債合計は6,425百万円（前連結会計年度末は6,515百万円）と90百万円の減少となりました。

（純資産）

純資産合計につきましては5,205百万円（前連結会計年度末は5,381百万円）と175百万円の減少となりました。主な

要因は、利益剰余金の増加196百万円（親会社株主に帰属する当期純利益の計上により328百万円の増加、配当金の支

払いにより131百万円の減少）、自己株式の増加142百万円、その他有価証券評価差額金の減少237百万円を計上したこ

と等によるものであります。

　



5

添付資料４ページ

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

【訂正前】

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度における営業活動による資金は195百万円の増加（前連結会計年度は1,233百万円の増加）となりまし

た。主な増加要因としては、税金等調整前当期純利益596百万円、減価償却費135百万円、未払又は未収消費税等の増減

額69百万円等によるものであります。一方、減少要因としては、法人税等の支払額242百万円、預り保証金の増減額160

百万円、売上債権の増減額129百万円等によるものであります。

【訂正後】

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度における営業活動による資金は195百万円の増加（前連結会計年度は1,233百万円の増加）となりまし

た。主な増加要因としては、税金等調整前当期純利益565百万円、減価償却費135百万円、未払又は未収消費税等の増減

額69百万円等によるものであります。一方、減少要因としては、法人税等の支払額242百万円、預り保証金の増減額160

百万円、売上債権の増減額129百万円等によるものであります。

添付資料４ページ

（４）今後の見通し

【訂正前】

2021年12月期
実績

2022年12月期
予想

前年同期比

増減額 （％）

売上高(旧基準)※ 34,524 35,000 ＋475 1.3

売上高(新基準)※ ― 15,000 ― ―

営業利益 487 540 ＋52 10.8

経常利益 573 575 ＋1 0.2

親会社株主に帰属する
当期純利益

348 350 ＋1 0.5

【訂正後】

2021年12月期
実績

2022年12月期
予想

前年同期比

増減額 （％）

売上高(旧基準)※ 34,524 35,000 ＋475 1.3

売上高(新基準)※ ― 15,000 ― ―

営業利益 487 540 ＋52 10.8

経常利益 542 575 ＋32 6.0

親会社株主に帰属する
当期純利益

328 350 ＋21 6.6
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添付資料６ページ

３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

【訂正前】

(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当連結会計年度
(2021年12月31日)

資産の部

流動資産

（中略）

その他 123,640 201,302

貸倒引当金 △37,743 △35,908

流動資産合計 8,771,633 9,624,969

固定資産

（中略）

投資その他の資産

投資有価証券 1,035,550 703,828

関係会社長期預け金 860,000 ―

繰延税金資産 207,271 200,273

その他 419,046 403,091

貸倒引当金 △31,435 △27,537

投資その他の資産合計 2,490,433 1,279,655

固定資産合計 3,125,884 1,994,773

資産合計 11,897,518 11,619,743

【訂正後】

(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当連結会計年度
(2021年12月31日)

資産の部

流動資産

（中略）

その他 123,640 209,958

貸倒引当金 △37,743 △35,908

流動資産合計 8,771,633 9,633,626

固定資産

（中略）

投資その他の資産

投資有価証券 1,035,550 707,338

関係会社長期預け金 860,000 ―

繰延税金資産 207,271 199,620

その他 419,046 403,091

貸倒引当金 △31,435 △27,537

投資その他の資産合計 2,490,433 1,282,512

固定資産合計 3,125,884 1,997,630

資産合計 11,897,518 11,631,256
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添付資料７ページ

３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

【訂正前】

(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当連結会計年度
(2021年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 3,991,323 4,036,487

未払金 369,515 363,169

未払法人税等 121,586 59,439

（中略）

流動負債合計 5,823,256 5,923,680

固定負債

繰延税金負債 47,949 15,286

（中略）

固定負債合計 692,580 494,501

負債合計 6,515,837 6,418,182

純資産の部

株主資本

（中略）

利益剰余金 1,701,274 1,917,794

自己株式 △253,016 △395,741

株主資本合計 4,883,395 4,960,743

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 430,628 168,887

その他の包括利益累計額合計 430,628 168,887

新株予約権 38,539 34,928

非支配株主持分 29,119 37,001

純資産合計 5,381,681 5,201,560

負債純資産合計 11,897,518 11,619,743

【訂正後】

(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当連結会計年度
(2021年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 3,991,323 4,036,487

未払金 369,515 362,854

未払法人税等 121,586 58,660

（中略）

流動負債合計 5,823,256 5,922,587

固定負債

繰延税金負債 47,949 23,582

（中略）

固定負債合計 692,580 502,798

負債合計 6,515,837 6,425,385

純資産の部

株主資本
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（中略）

利益剰余金 1,701,274 1,897,880

自己株式 △253,016 △395,741

株主資本合計 4,883,395 4,940,829

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 430,628 193,112

その他の包括利益累計額合計 430,628 193,112

新株予約権 38,539 34,928

非支配株主持分 29,119 37,001

純資産合計 5,381,681 5,205,871

負債純資産合計 11,897,518 11,631,256
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添付資料８ページ

３．連結財務諸表及び主な注記

（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

【訂正前】

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2020年１月１日
　至 2020年12月31日)

当連結会計年度
(自 2021年１月１日
　至 2021年12月31日)

　（中略）

営業利益 365,413 487,350

営業外収益

投資事業組合運用益 160,049 44,138

その他 9,540 8,876

営業外収益合計 219,889 88,255

　（中略）

経常利益 573,224 573,925

　（中略）

税金等調整前当期純利益 392,997 596,974

法人税、住民税及び事業税 215,294 138,867

法人税等調整額 △99,441 92,073

法人税等合計 115,853 230,941

当期純利益 277,144 366,033

非支配株主に帰属する当期純利益 16,151 17,905

親会社株主に帰属する当期純利益 260,993 348,127

【訂正後】

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2020年１月１日
　至 2020年12月31日)

当連結会計年度
(自 2021年１月１日
　至 2021年12月31日)

　（中略）

営業利益 365,413 487,350

営業外収益

投資事業組合運用益 160,049 12,732

その他 9,540 8,876

営業外収益合計 219,889 56,849

　（中略）

経常利益 573,224 542,519

　（中略）

税金等調整前当期純利益 392,997 565,568

法人税、住民税及び事業税 215,294 129,117

法人税等調整額 △99,441 90,331

法人税等合計 115,853 219,449

当期純利益 277,144 346,119

非支配株主に帰属する当期純利益 16,151 17,905

親会社株主に帰属する当期純利益 260,993 328,213
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添付資料９ページ

３．連結財務諸表及び主な注記

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結包括利益計算書

【訂正前】

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2020年１月１日
　至 2020年12月31日)

当連結会計年度
(自 2021年１月１日
　至 2021年12月31日)

当期純利益 277,144 366,033

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 232,306 △261,740

その他の包括利益合計 232,306 △261,740

包括利益 509,450 104,292

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 493,299 86,387

非支配株主に係る包括利益 16,151 17,905

【訂正後】

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2020年１月１日
　至 2020年12月31日)

当連結会計年度
(自 2021年１月１日
　至 2021年12月31日)

当期純利益 277,144 346,119

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 232,306 △237,515

その他の包括利益合計 232,306 △237,515

包括利益 509,450 108,603

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 493,299 90,697

非支配株主に係る包括利益 16,151 17,905
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添付資料11ページ

３．連結財務諸表及び主な注記

（３）連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度(自 2021年１月１日 至 2021年12月31日)

【訂正前】

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本

合計

当期首残高 1,301,568 2,133,568 1,701,274 △253,016 4,883,395

当期変動額

剰余金の配当 △131,607 △131,607

連結子会社株式の取

得による持分の増減
― ―

親会社株主に帰属す

る当期純利益
348,127 348,127

自己株式の取得 △164,500 △164,500

自己株式の処分 3,553 21,775 25,328

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 ― 3,553 216,519 △142,724 77,348

当期末残高 1,301,568 2,137,121 1,917,794 △395,741 4,960,743

その他の包括利益累計額

新株予約権
非支配

株主持分

純資産

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 430,628 430,628 38,539 29,119 5,381,681

当期変動額

剰余金の配当 △131,607

連結子会社株式の取

得による持分の増減
― ―

親会社株主に帰属す

る当期純利益
348,127

自己株式の取得 △164,500

自己株式の処分 25,328

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△261,740 △261,740 △3,610 7,882 △257,468

当期変動額合計 △261,740 △261,740 △3,610 7,882 △180,120

当期末残高 168,887 168,887 34,928 37,001 5,201,560
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【訂正後】

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本

合計

当期首残高 1,301,568 2,133,568 1,701,274 △253,016 4,883,395

当期変動額

剰余金の配当 △131,607 △131,607

連結子会社株式の取

得による持分の増減
― ―

親会社株主に帰属す

る当期純利益
328,213 328,213

自己株式の取得 △164,500 △164,500

自己株式の処分 3,553 21,775 25,328

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 ― 3,553 196,605 △142,724 57,434

当期末残高 1,301,568 2,137,121 1,897,880 △395,741 4,940,829

その他の包括利益累計額

新株予約権
非支配

株主持分

純資産

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 430,628 430,628 38,539 29,119 5,381,681

当期変動額

剰余金の配当 △131,607

連結子会社株式の取

得による持分の増減
― ―

親会社株主に帰属す

る当期純利益
328,213

自己株式の取得 △164,500

自己株式の処分 25,328

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△237,515 △237,515 △3,610 7,882 △233,244

当期変動額合計 △237,515 △237,515 △3,610 7,882 △175,810

当期末残高 193,112 193,112 34,928 37,001 5,205,871
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添付資料12ページ

３．連結財務諸表及び主な注記

（４）連結キャッシュ・フロー計算書

【訂正前】

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2020年１月１日
　至 2020年12月31日)

当連結会計年度
(自 2021年１月１日
　至 2021年12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 392,997 596,974

（中略）

投資事業組合運用損益（△は益） △160,049 △44,138

（省略）

【訂正後】

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2020年１月１日
　至 2020年12月31日)

当連結会計年度
(自 2021年１月１日
　至 2021年12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 392,997 565,568

（中略）

投資事業組合運用損益（△は益） △160,049 △12,732

（省略）

添付資料16ページ

３．連結財務諸表及び主な注記

（５）連結財務諸表に関する注記事項

（１株当たり情報）

【訂正前】

前連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)

当連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)

１株当たり純資産額 331円09銭 １株当たり純資産額 325円48銭

１株当たり当期純利益 16円26銭 １株当たり当期純利益 21円77銭

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

16円24銭
潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

21円75銭

(注) １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、下記のとおりでありま

す。

　

前連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)

当連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)

１株当たり当期純利益

　親会社株主に帰属する当期純利益
　(千円)

260,993 348,127

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)

260,993 348,127
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普通株式の期中平均株式数(株) 16,048,459 15,989,717

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

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) 20,401 15,112

　(うち新株予約権(株)) 20,401 15,112

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６回ストックオプション
　（新株予約権）
　 普通株式 300,100株

　第６回ストックオプション
　（新株予約権）
　 普通株式 266,200株

【訂正後】

前連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)

当連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)

１株当たり純資産額 331円09銭 １株当たり純資産額 325円76銭

１株当たり当期純利益 16円26銭 １株当たり当期純利益 20円52銭

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

16円24銭
潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

20円50銭

(注) １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、下記のとおりでありま

す。

　

前連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)

当連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)

１株当たり当期純利益

　親会社株主に帰属する当期純利益
　(千円)

260,993 328,213

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)

260,993 328,213

普通株式の期中平均株式数(株) 16,048,459 15,989,717

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

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) 20,401 15,112

　(うち新株予約権(株)) 20,401 15,112

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６回ストックオプション
　（新株予約権）
　 普通株式 300,100株

　第６回ストックオプション
　（新株予約権）
　 普通株式 266,200株

以 上

　


