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【公表書類】 発行者情報 

【公表日】 2021年９月 30日 

【発行者の名称】 
琉球アスティーダスポーツクラブ株式会社 

RYUKYU ASTEEDA Sports Club Co., Ltd. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役 早川 周作 

【本店の所在の場所】 沖縄県中頭郡中城村字南上原 1112 番地１ 

【電話番号】 （098）851-8701（代表） 

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 平田 史隆 

【担当Ｊ－Ａｄｖｉｓｅｒの名称】 フィリップ証券株式会社 

【担当Ｊ－Ａｄｖｉｓｅｒの代表者の役職氏名】 代表取締役社長 永堀 真 

【担当Ｊ－Ａｄｖｉｓｅｒの本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋兜町４番２号 

【担当Ｊ－Ａｄｖｉｓｅｒの財務状況が公表さ

れるウェブサイトのアドレス】 
https://www.phillip.co.jp/ 

【電話番号】 (03)3666-2101 

【取引所金融商品市場等に関する事項】 東京証券取引所 TOKYO PRO Market 

また、振替機関の名称及び住所は下記のとおりです。 

名称：株式会社証券保管振替機構 

住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号 

【公表されるホームページのアドレス】 琉球アスティーダスポーツクラブ株式会社 

https://www.ryukyuasteeda.jp/ 

株式会社東京証券取引所 

httpｓ://www.jpx.co.jp/ 
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【投資者に対する注意事項】  

１ TOKYO PRO Marketは、特定投資家等を対象とした市場であり、その上場会社は、高い投資リスク

を含んでいる場合があります。投資者は、TOKYO PRO Marketの上場会社に適用される上場適格性要

件及び適時開示基準並びに市場価格の変動に関するリスクに留意し、自らの責任で投資を行う必要

があります。また、投資者は、発行者情報により公表された情報を慎重に検討した上で投資判断を

行う必要があります。特に、第一部 第３ ４【事業等のリスク】において公表された情報を慎重

に検討する必要があります。 

２ 発行者情報を公表した発行者のその公表の時における役員（金融商品取引法（以下「法」という。）

第21条第１項第１号に規定する役員（取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又はこれらに準ず

る者）をいう。）は、発行者情報のうちに重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表すべき

重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けていたとき

は、法第27条の34において準用する法第22条の規定に基づき、当該有価証券を取得した者に対し、

情報が虚偽であり又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責任を負います。ただし、当該

有価証券を取得した者がその取得の申込みの際に、情報が虚偽であり、又は欠けていることを知っ

ていたときは、この限りではありません。また、当該役員は、情報が虚偽であり又は欠けているこ

とを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかったことを証明したと

きは、上記賠償責任を負いません。 

３ TOKYO PRO Marketにおける取引所規則の枠組みは、基本的な部分において日本の一般的な取引所

金融商品市場に適用される取引所規則の枠組みと異なっています。すなわち、TOKYO PRO Marketに

おいては、J-Adviserが重要な役割を担います。TOKYO PRO Marketの上場会社は、特定上場有価証

券に関する有価証券上場規程の特例（以下「特例」という。）に従って、各上場会社のために行動

するJ-Adviserを選任する必要があります。J-Adviserの役割には、上場適格性要件に関する助言及

び指導、並びに上場申請手続のマネジメントが含まれます。これらの点について、投資者は、東京

証券取引所のホームページ等に掲げられるTOKYO PRO Marketに係る諸規則に留意する必要がありま

す。 

４ 東京証券取引所は、発行者情報の内容（発行者情報に虚偽の情報があるか否か、又は公表すべき

事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けているか否かとい

う点を含みますが、これらに限られません。）について、何らの表明又は保証等をしておらず、前

記賠償責任その他の一切の責任を負いません。 
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第一部【企業情報】 

 

第１【本国における法制等の概要】 

該当事項はありません。 

 

第２【企業の概況】 

 

１【主要な経営指標等の推移】 

連結経営指標等 

回次 第４期中 第２期 第３期 

決算年月 自 2021年１月１日 
至 2021年６月30日 

自 2019年１月１日 
至 2019年12月31日 

自 2020年１月１日 
至 2020年12月31日 

売上高 (千円) 140,699 - - 

経常損失（△） （千円） △76,415 - - 

親会社株主に帰属する 
中間純損失（△） 

（千円） △76,794 - - 

中間包括利益 （千円） △77,284 - - 

純資産額 （千円） 2,555 - - 

総資産額 (千円) 246,309 - - 

１株当たり純資産額 （円） 1.26 - - 

１株当たり配当額 
(うち１株当たり中間配当
額） 

（円） 
- 

（-） 
- 

（-） 
- 

(-) 

１株当たり中間 
純損失（△） 

（円） △55.11 - - 

潜在株式調整後１株当たり 
中間純利益 

（円） - - - 

自己資本比率 （％） 0.7 - - 

自己資本利益率 （％） - - - 

株価収益率 （％） - - - 

配当性向 （％） - - - 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

（千円） △67,886 - - 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

（千円） △23,265 - - 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

（千円） 38,428 - - 

現金及び現金同等物の 
中間期末残高 

（千円） 63,671 - - 

従業員数 
〔外、平均臨時雇用者数〕 

（名） 25[43] - - 

（注）１．当社は第４期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。   

３．1 株当たり配当額及び配当性向は、配当を行っていないため記載しておりません。 

４．潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式は存在するものの 1株当たり中間純

損失を計上しているため記載しておりません。  

５．自己資本利益率については、親会社株主に帰属する中間純損失を計上しているため記載しており

ません。  

６．株価収益率については、親会社株主に帰属する中間純損失を計上しているため、記載しておりま

せん。 

７．従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数は期中の平均人員を〔 〕外数で記載しております。 
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２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容に重要な変更

はありません。 

 

３ 【関係会社の状況】 

 

名称 住所 資本金 
（百万円） 

主要な事業の内容 
議決権の所有 
（又は被所有） 

割合（%） 
関係内容 

（連結子会社） 

九州アスティーダ株式会社 

（注）２．４． 

福岡県 

博多市 
21 スポーツ関連事業 97.7 

当社が一部業務受

託をしております。 

（注）１．「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。 

   ２．特定子会社であります。 

   ３．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。 

   ４．2021 年４月 19 日付で、九州アスティーダ株式会社を設立し、連結の範囲に含めております。 

 

４【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

2021年６月 30日現在 

セグメントの名称 従業員数（名） 

スポーツ関連事業 ６〔-〕 

飲食事業 15〔43〕 

全社（共通） ４〔-〕 

合計 25〔43〕 

  （注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、当中間連結会計期間の平均人員を〔 〕外数       

      で記載しております。 

２．全社（共通）は、総務及び経理等の管理部門の従業員であります。 

  

(2) 発行者の状況 

                                 2021年６月 30日現在 

従業員数（名） 25[43] 

 

セグメントの名称 従業員数（名） 

スポーツ関連事業 ６〔-〕 

飲食事業 15〔43〕 

全社（共通） ４〔-〕 

合計 25〔43〕 

 （注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、当中間連結会計期間の平均人員を〔 〕外数 

      で記載しております。 

２．全社（共通）は、総務及び経理等の管理部門の従業員であります。 

 

(3) 労働組合の状況 

当社グループにおいて労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 
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第３【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

 

当社グループは、当中間連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、前連結会計年度との比

較・分析の記載はしておりません。 

 

(1) 業績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、依然として厳し

い状況にあります。また、感染拡大防止のため緊急事態宣言が発出され、人の移動制限や営業制限がされ

たことにより経済活動が停滞いたしました。 

当社グループが事業展開を行うスポーツ業界におきましては、各スポーツ団体の試合において人数制限

による開催が行われるなどの影響が出ました。Ｔリーグに関しても、同様に人数制限による開催が行われ

ました。このような状況の中、スポーツ関連事業におきましては、Ｔリーグ2020-2021シーズンで初めての

日本一を獲得することができました。それにより、各種メディア取材が急増し、知名度が急拡大しました。 

一方、飲食事業におきましては、沖縄県の要請に従い営業時間を短縮して運営を行ってまいりました。

また、５月に直営店としてお土産店「アスティーダショップ」（沖縄県那覇市）１店舗の運営を開始しまし

た。 

以上の結果、当中間連結会計期間における売上高は140,699千円、営業損失は120,140千円、経常損失は

76,415千円、親会社株主に帰属する中間純損失は76,794千円となりました。 

 

セグメントごとの業績を示すと、次のとおりであります。 

（スポーツ関連事業） 

スポーツ関連事業においては、Ｔリーグ日本一による影響もあり、スポンサー数が増加しました。

一方で、選手報酬や営業人員の増加により、費用も増加しました。以上の結果、売上高は80,043千円、

セグメント損失は9,326千円となりました。 

（飲食事業） 

飲食事業においては、上記の通り直営店が１店舗増加しました。新型コロナウイルス感染症の拡大

により既存店の売上が低調であったことに加え、人件費や広告宣伝費などの増加により販管費も増加

しました。以上の結果、売上高は60,928千円、セグメント損失は43,841千円となりました。 

 

 

 

(2) キャッシュ・フローの状況  

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）の残高は、63,671 千円

となりました。 

当中間連結会計期間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） 

営業活動により使用した資金は67,886千円となりました。これは主に税金等調整前中間純損失76,415千円、

未払消費税等の減少額17,384千円、仕入債務の減少額9,968千円があった一方で、売上債権の減少額37,706

千円、前払費用の減少額13,059千円があったこと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） 

投資活動により使用した資金は23,265千円となりました。これは主に、長期前払費用の取得による支出

20,000千円、敷金の差入による支出2,500千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） 

財務活動により獲得した資金は38,428千円となりました。これは主に長期借入れによる収入40,000千円に

よるものであります。 
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２【生産、受注及び販売の状況】 

（1）生産実績 

 当社グループは生産を行っておりませんので、生産実績は記載しておりません。 

 

（2） 仕入実績 

当中間連結会計期間における仕入実績をセグメントごとに示すと、次の通りであります。なお、当中間連

結会計期間は中間連結財務諸表の作成初年度であるため、前年同期との比較は行っておりません。 

 

セグメントの名称 仕入高（千円） 前年同期比（％） 

スポーツ関連事業 748 - 

飲食事業 23,375 - 

合計 24,123 - 

（注） １．金額は、仕入価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

（3） 受注実績 

 当社グループは受注生産を行っておりませんので、受注実績は記載しておりません。 

 

（4） 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。なお、当中間

連結会計期間は中間連結財務諸表の作成初年度であるため、前年同期との比較は行っておりません。 

 

セグメントの名称 販売高（千円） 前年同期比（％） 

スポーツ関連事業 80,043 - 

飲食事業 60,928 - 

合計 140,972 - 

（注） １．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．販売実績の総販売実績に対する割合が100分の10以上を占める相手先がないため、主な相手先別

の販売実績の記載を省略しております。 
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３【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当社グループの経営方針及び対処すべき課題について、重要な変更はあり

ません。 

 

４【事業等のリスク】 

 当中間連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は 2021 年３月 31 日に公表した発行

者情報に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありませんが、株式会社東京証券取引所が

運営を行っております証券市場 TOKYO PRO Market の上場維持の前提となる契約に関し、以下に記載い

たします。 

 

担当 J－Adviserとの契約の解除に関する事項について 

特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例第 102条の定めにより、TOKYO PRO Market 上

場企業は、東京証券取引所より認定を受けたいずれかの担当 J-Adviserと、株式上場の適格性審査

および株式上場後の上場適格性を維持するための指導、助言、審査等の各種業務を委託する契約(以

下、「J-Adviser 契約」とします。)を締結する義務があります。本発行者情報公表日時点において、

当社が J-Adviser契約を締結しているのはフィリップ証券株式会社（以下、「同社」とします。）で

あり、同社との J-Adviser 契約において当社は、下記の義務の履行が求められております。下記の

義務の履行を怠り、又は契約に違反した場合、相手方は、相当の期間(特段の事情のない限り１か月)

を定めてその義務の履行又は違反の是正を書面で催告し、その催告期間内にその義務の履行又は違

反の是正がなされなかったときは、J-Adviser 契約を解除することができる旨の定めがあります。

また、上記にかかわらず、当社及び同社は、両当事者による書面による合意又は相手方に対する１

か月前以上の書面による通知を行うことにより、いつでも J-Adviser 契約を解約することができる

旨の定めがあります。当社が同社より上記の解除にかかる催告期間中において、下記の義務の履行

又は違反の是正が果たせない場合、または同社に代わる担当 J-Adviserを確保できない場合は、当

社普通株式の TOKYO PRO Market 上場廃止につながる可能性があります。 

 

＜J-Adviser 契約上の義務＞ 

・特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例第 113条に定める上場適格性要件を継続的に

満たすこと 

・特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例及び特定上場有価証券に関する有価証券上 

場規程の特例の施行規則に従い、投資者への適時適切な会社情報の開示に努めること 

・特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例に定める上場会社及び新規上場申請者の義務

を履行すること 

また、当社において下記の事象が発生した場合には、同社からの催告無しで J-Adviser 契約を

解除することができるものと定められております。 

① 債務超過 

当社が上場会社となった後に、その事業年度の末日に、債務超過の状態である場合（上場後

３年間に終了する事業年度において債務超過の状態となった場合を除く。）において、１年以

内に債務超過の状態でなくならなかったとき 

② 銀行取引の停止 

当社が発行した手形等が不渡りとなり、銀行取引が停止された場合又は停止されることが確

実となった場合 

③ 破産手続、再生手続又は更生手続 

当社が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続又は更生手続を必要とするに至った場

合又はこれに準ずる状態になった場合(但し、当社が同社に対して同社が合理的に満足する再

建計画を開示した場合を除く。) 

④ 事業活動の停止 

当社が事業活動を停止した場合又はこれに準ずる状態になった場合 

⑤ 不適当な合併等 

当社が非上場会社の吸収合併又はこれに類する行為(イ：非上場会社を完全子会社とする株

式交換、ロ：非上場会社を子会社化する株式交付、ハ：会社分割による非上場会社からの事業

の継承、ニ：非上場会社からの事業の譲受け、ホ：会社分割による他への事業の継承、ヘ：他

の者への事業の譲渡、ト：非上場会社との業務上の提携、チ：第三者割当による株式若しくは

優先出資の割当て、リ：その他非上場会社の吸収合併又はこれらイからチまでと同等の効果を
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もたらすと認められる行為)を行った場合において、当該上場会社が実質的な存続会社でない

と同社が認めたとき 

⑥ 支配株主との取引の健全性の毀損 

第三者割当増資により支配株主が異動した場合(当該割当により支配株主が異動した場合及

び当該割当により交付された募集株式などの転換又は行使により支配株主が異動する見込み

がある場合)において、支配株主との取引に関する健全性が著しく毀損されていると同社が認

めるとき 

⑦ 有価証券報告書又は四半期報告書ならびに発行者情報等の提出遅延 

当社が提出の義務を有する有価証券報告書又は四半期報告書ならびに発行者情報等につき、

法令及び特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例等に定める期間内に提出しなか

った場合で、同社がその遅延理由が適切でないと判断した場合 

⑧ 虚偽記載又は不適正意見など次のイ又はロに該当する場合 

イ 当社が開示書類等に虚偽記載を行い、かつその影響が重大であると同社が認める場合 

ロ 当社が財務諸表等に添付される監査報告書等において、公認会計士等によって、監査報告

書については「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨（天災地変等、当社の責めに

帰すべからざる事由によるものである場合を除く。）が記載され、かつ、その影響が重大で

あると同社が認める場合 

⑨ 法令違反及び上場規程違反等 

当社が重大な法令違反又は上場規程に関する重大な違反を行った場合 

⑩ 株式事務代行機関への委託 

当社が株式事務を東京証券取引所の承認する株式事務代行機関に委託しないこととなった

場合又は委託しないこととなることが確実となった場合 

⑪ 株式の譲渡制限 

当社が当社株式の譲渡につき制限を行うこととした場合 

⑫ 完全子会社化 

当社が株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となる場合 

⑬ 指定振替機関における取扱い 

当社が指定振替機関の振替業における取扱いの対象とならないこととなった場合 

⑭ 株主の権利の不当な制限 

株主の権利内容及びその行使が不当に制限されていると同社が認めた場合で、かつ株主及び

投資家の利益を侵害する恐れが大きいと同社が認める場合、その他株主の権利内容及びその行

使が不当に制限されていると同社が認めた場合 

⑮ 全部取得 

当社が当社株式の全部を取得する場合 

⑯ 反社会的勢力の関与 

当社が、反社会的勢力の関与を受けている事実が判明した場合において、その実態が TOKYO 

PRO Market に対する株主及び投資者の信頼を著しく毀損したと同社が認めるとき。 

⑰ その他 

前各号のほか、公益又は投資者保護のため、同社若しくは東京証券取引所が当社の上場廃止

を適当と認めた場合 

 

＜J-Adiviser 契約解除に係る事前催告に関する事項＞ 

① いずれかの当事者が、本契約に基づく義務の履行を怠り、又はその他本契約違反を犯した場

合、相手方は、相当の期間（特段の事情のない限り１か月とする。）を定めてその違反の是正

又は義務の履行を書面で催告し、その催告期間内にその違反の是正又は義務の履行がなされ

なかったときは本契約を解除することができる。 

② 前項の定めにかかわらず、当社及び同社は、合意により本契約期間中いつでも本契約を解除

することができる。また、いずれかの当事者から相手方に対し、１か月前に書面で通知する

ことにより本契約を解除することができる。 

③ 契約解除する場合、特段の事情のない限り同社は、あらかじめ本契約を解除する旨を東京証

券取引所に通知しなければならない。 

 

なお、本中間発行者情報公表日時点において、J-Adviser契約の解約につながる可能性のある上

記の事象は発生しておりません。 
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５ 【経営上の重要な契約等】 

１．当社は Tリーグに参加するため、一般社団法人 Tリーグと契約を行っております。その概要は以下の

通りです。 

契約内容の概要 当社が一般社団法人 T リーグへの入会と、Tリーグに参加する資格 

契約の期間 １年間 

契約の更新 自動１年更新（前年のシーズンの６月 30日までに申請しない場合） 

 

（注）Tリーグ規約のうち、下記の条文については、T リーグ理事会の承認により、株式上場を条件として例

外的な取り扱いを認められております。 

  

【Tリーグ規約】 

条文番号 条文 T リーグ理事会に承認された内容 

第 18 条第１項 

T リーグチーム運営法人は、人件費、運営費

その他の経費の設定に際し、健全な財政状態

の維持に配慮しなければならず、違反した場

合、T リーグによって指導が行われ、または

制裁規程に基づく制裁が科され得るほか、理

事会は必要な措置を講ずることができ、Tリ

ーグチーム運営法人はそれらに従わなけれ

ばならない。 

第 18 条１項及び同条２項の適用について、T

リーグチーム運営法人が金融商品取引所等

に上場している場合、その上場している期間

は、Ｔリーグチーム運営法人の業務等に関す

る金融商品取引法166条１項に該当する重要

事実について、対象外とする。 

第 18 条第２項 

T リーグチーム運営法人は T リーグに対し、

T リーグが指定した書類を定められた期限ま

でに提出しなければならない。 

第 18 条１項及び同条２項の適用について、T

リーグチーム運営法人が金融商品取引所等

に上場している場合、その上場している期間

は、T リーグチーム運営法人の業務等に関す

る金融商品取引法166条１項に該当する重要

事実について、対象外とする。 

第 18 条第４項 

T リーグは、Tリーグチーム運営法人の事前

の同意がない限り、第２項の書類を第三者に

開示しないものとする。ただし、Tリーグお

よび Tリーグチーム運営法人の状況を社会

に告知するために、実行委員会の承認を得た

うえで、提出書類に内包された情報をもとに

作成された資料を、個別の T リーグチームの

運営に支障を来たさない限りにおいて開示

することができる。 

第 18 条４項ただし書きに基づく開示につい

て、T リーグは、金融商品取引法 166条１項

に該当する重要事実に関してTリーグチーム

運営法人が公表する前に、行うことはできな

い。 

T リーグは、金融商品取引法 166条、167条

の２その他に鑑み、入手した情報について、

売買等その他不正行為をせず、第三者にさせ

ず、その情報保有に、細心の注意を払うもの

とする。 

制裁規定 12 条（２）の運用・解釈について

も、18条の上記運用・解釈に応じる。 

第 19 条第１項 

T リーグチーム運営法人は、Tリーグからの

指示に基づき、Tリーグに対し、各事業年度

終了時における株主名簿（チームが公益社団

法人、一般社団法人または特定非営利活動法

第 19 条１項、２項及び７項の適用について、

T リーグチーム運営法人が金融商品取引所に

上場している場合、その上場している期間

は、適用外とする。 
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人である場合には社員名簿）の写しを提出し

なければならない。 

制裁規定 12 条（３）の運用・解釈について

も、19条の上記運用・解釈に応じる。 

第 19 条第２項 

 T リーグチーム運営法人は、当該 Tリーグチ

ーム運営法人の支配状況に影響を及ぼすこ

ととなる株式の譲渡または株式の新規発行

を行う場合には、当該株式の譲渡先または新

規株式の割当先を決定する前に理事会に報

告をし、理事会の承認を得るなど理事会が必

要と認めた手続きを経なければならない。本

項において、株式とは、別段の定めがない限

り、株式のほか、新株予約権、新株予約権付

社債その他の株式を取得できる権利（なお、

当該権利により将来発行され得る株式を以

下「潜在株式」という。）を含み、議決権と

は、別段の定めがない限り、潜在株式に係る

議決権を含むものとする。また、公益法人ま

たは一般法人であるTリーグチーム運営法人

が、支配状況に影響を及ぼすこととなる社員

の変更または社員の追加をする場合も同様

とする。 

第 19 条１項、２項及び７項の適用について、

T リーグチーム運営法人が金融商品取引所に

上場している場合、その上場している期間

は、適用外とする。 

制裁規定 12 条（３）の運用・解釈について

も、19条の上記運用・解釈に応じる。 

第 19 条第７項 

本条第１項から第４項までの規定は、理事会

にて例外の取り扱いを承認されたチームま

たはチェアマンが特に必要性が高いものと

認めたチームに対しては、１年間を上限とし

て適用を猶予することができる。 

第 19 条１項、２項及び７項の適用について、

T リーグチーム運営法人が金融商品取引所に

上場している場合、その上場している期間

は、適用外とする。 

制裁規定 12 条（３）の運用・解釈について

も、19条の上記運用・解釈に応じる。 

 

【制裁規程（Tリーグ規約）】 

条文番号 条文 T リーグ理事会に承認された内容 

第 12 条第２項 

次の各号のいずれかに該当する場合は、

2,000 万円以下の制裁金を科す。 

（２）同第 18 条（Tリーグチーム運営法人

の健全経営）第１項に違反した場合 

制裁規定 12 条（２）の運用・解釈について

も、T リーグ規約 18条の上記運用・解釈に応

じる。 

第 12 条第３項 

次の各号のいずれかに該当する場合は、

2,000 万円以下の制裁金を科す。  

（３）同第 19 条（Tリーグチームの株主）

第２項から第３項まで及び第６項のいずれ

かに違反した場合 

制裁規定 12 条（３）の運用・解釈について

も、T リーグ規約 19条の上記運用・解釈に応

じる。 

 

 ２．当社はフランチャイジーとの間に「フランチャイズ契約書」を締結しております。 

フランチャイズ店（「バルコラボ」）は、当中間連結会計期間末において８社と契約し、うち７店舗が

営業を開始しております。 

契約期間：５年間  

契約内容：フランチャイジーに対し、当社が開発した飲食運営のための独自のノウハウや商標等を使

用して、店舗所在地で飲食業を行う権利を与えるとともに、店舗運営に関する指導を行っ

ております。対価として、一定料率のロイヤリティを受け取っております。 
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（注）当期末のフランチャイジーの契約社数は８社でありますが、フランチャイジーによって発効日

が異なりますので、発効日の記載を省略しております。 
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６ 【研究開発活動】 

該当事項はありません。 

 

７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 

文中における将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び

連結子会社)が判断したものであります。 

 

（1）重要な会計方針及び見積り 

当社グループの中間連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基

づき作成されております。この中間連結財務諸表の作成にあたりまして、経営者による会計上の見積り

を必要とします。経営者はこれらの見積りについて過去の実績や現状等を総合的に勘案し合理的に判断

しておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があ

ります。 

 

(2)財政状態の分析 

 当中間連結会計期間末における、資産、負債および純資産の状況は、次のとおりであります。 

（流動資産） 

当中間連結会計期間末における流動資産の残高は、157,883千円となりました。主な内訳は、現金及

び預金が63,671千円、売掛金が36,371千円、未収入金が34,228千円であります。 

（固定資産） 

 当中間連結会計期間末における固定資産の残高は、86,175千円となりました。主な内訳は、のれんが

38,907千円、長期前払費用が28,945千円であります。 

（流動負債） 

  当中間連結会計期間末における流動負債の残高は、74,782千円となりました。主な内訳は、買掛金が

13,327千円、１年内返済予定の長期借入金が11,462千円、未払金が16,783千円、前受金が29,160千円で

あります。 

（固定負債） 

当中間連結会計期間末における固定負債の残高は、168,972千円となりました。主な内訳は、長期借

入金が167,628千円であります。 

（純資産） 

  当中間連結会計期間末における純資産の残高は、2,555千円となりました。主な内訳は、資本金が

68,750千円、資本剰余金が30,855千円、利益剰余金が△97,844千円であります。 

 

(3)経営成績の分析 

 「１【業績等の概要】 （１）業績」に記載の通りであります。 

 

(4)キャッシュ・フローの分析 

 「１【業績等の概要】 (２)キャッシュ・フローの状況」に記載の通りであります。 

 

(5)経営成績に重要な影響を与える要因 

「４【事業等のリスク】」をご参照ください。 
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第４【設備の状況】 

 

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

 

２【設備の新設、除却等の計画】 

前事業年度末において、計画中又は実施中の重要な設備の新設、除却等はありません。また、当中間

連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。 
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第５【発行者の状況】 

 

１【株式等の状況】 

(1)【株式の総数等】 

記名・無記名

の別、額面・

無額面の別

及び種類 

発行可能

株式総数 

（株） 

未発行 

株式数 

(株) 

中間連結会計

期間末現在発

行数（株） 

（2021年 

６月30日） 

公表日現在

発行数（株） 

（2021年 

９月30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 4,500,000 3,106,500 1,393,500 1,492,500 

東京証券取引所 

（TOKYO PRO 

Market） 

単元株式数は100

株であります。 

計 4,500,000 3,106,500 1,393,500 1,492,500 −  −  

(注)１．当社株式は 2021年３月 30日付で東京証券取引所 TOKYO PRO Market に上場いたしました。 

２．2021 年９月 16 日を払込期日とする有償第三者割当増資による新株式発行により、発行済株式総数

が 99,000株増加しております。 

３．「公表日現在発行数」には、2021年９月１日から本中間発行者情報公表日までの新株予約権の行使

により発行された株式数は含まれておりません。 

 

(2)【新株予約権等の状況】 

  会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。 

 

第１回新株予約権（2019年３月 29日定時株主総会決議） 

区 分 
最近中間連結会計期間末現在 

（2021年６月30日） 
公表日の前月末現在 
（2021年８月31日） 

新株予約権の数 1,100 1,100 

新株予約権のうち自己新株
予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株
式の種類 

普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株
式の数（株） 

33,000（注）１、３ 33,000（注）１、３ 

新株予約権の行使時の払込
金額（円） 334（注）２、３ 同左 

新株予約権の行使期間 
2021年４月27日から 
2029年３月28日まで 

同左 

新株予約権の行使により株
式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額
（円） 

発行価格 334（注）３ 
資本組入額 167（注）３ 

同左 

新株予約権の行使の条件 （注）４ 同左 

新株予約権の譲渡に関する
事項 

新株予約権を譲渡するとき
は、当社取締役会の決議によ
る承認を要するものとする。 

同左 

代用払込みに関する事項 −  － 

組織再編成行為に伴う新株
予約権の交付に関する事項 

−  － 

（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、30株であります。 

   ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与

株式数を調整、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てます。 
 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率 
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２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を

調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。 
 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
１ 

分割・併合の比率 
 

  また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場

合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。 
 

 

調整後払込金額 

 

＝ 

 

調整前払込金額 

 

× 

既発行 

株式数 
＋ 

新株発行（処分）株式数×１株当たり払込金額 

１株当たり時価 

既発行株式数＋新株発行（処分）株式数 

 

   ３．2019 年 11 月 13 日開催の取締役会決議により、2019 年 11 月 22 日付で普通株式１株につき 30

株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権

の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本

組入額」を調整しております。 

 

   ４．新株予約権の行使条件は次のとおりであります。 

（１）本新株予約権の割当日において当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又

は従業員（以下「当社の取締役等」という。）のいずれかの地位を有していた本新株予約権

者は、権利行使時においても、当社の取締役等のいずれかの地位を有することを要する。た

だし、任期満了もしくは定年退職の場合又は、その他本新株予約権者の退任もしくは退職後

の権利行使につき正当な理由があると当社取締役会の決議により認めた場合は、この限りで

はない。 

（２）本新株予約権者は、当社普通株式がいずれかの株式公開市場に上場した場合のみ本新株予約

権を行使することができる。ただし、当社取締役会の決議により認めた場合は、この限りで

ない。 

（３）本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認め

られないものとし、当該本新株予約権は会社法第 287条の定めに基づき消滅するものとする。 

（４）本新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、本新株予

約権の１個未満の行使はできないものとする。 

（５）本新株予約権の割当日において当社の取締役等のいずれかの地位を有していた本新株予約権

者が、当社の取締役等のいずれの地位も有しなくなった場合（任期満了もしくは定年退職の

場合を除く。）、当社は、当社取締役会の決議で当該本新株予約権の権利行使を認めることが

ない旨を決定することができる。この場合においては、当該本新株予約権は会社法第 287 条

の定めに基づき消滅するものとする。 

 

   ５．新株予約権の取得事由 

（１）本新株予約権の割当日において当社の取締役等のいずれかの地位を有していた本新株予約権

者が、当社の取締役等のいずれの地位も有しなくなった場合（任期満了もしくは定年退職の

場合を除く。）、当社は、当社取締役会の決議により別途定める日にその本新株予約権者が保

有する本新株予約権を無償で取得することができる。 

（２）以下の議案が株主総会で決議された場合（株主総会が不要の場合は、当社取締役会の決議が

あった場合）、当社は、当社取締役会の決議により別途定める日に本新株予約権を無償で取

得することができる。 

    ①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 

      ②当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案 

      ③当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案 

（３）当社は、当社取締役会の決議により別途定める日が到来したときに、本新株予約権の全部又

は一部を無償で取得することができる。なお、本新株予約権の一部を取得する場合は、当社

取締役会の決議によってその取得する本新株予約権の一部を決定する。 

 

第２回新株予約権（2019年 11 月 22日臨時株主総会決議） 
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区 分 
最近中間連結会計期間末現在 

（2021年６月30日） 
公表日の前月末現在 
（2021年８月31日） 

新株予約権の数 23,000 同左 

新株予約権のうち自己新株
予約権の数（個） - - 

新株予約権の目的となる株
式の種類 

普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株
式の数（株） 

23,000（注）１ 同左 

新株予約権の行使時の払込
金額（円） 492（注）２ 同左 

新株予約権の行使期間 
2019年12月20日から 
2029年12月19日まで 

同左 

新株予約権の行使により株
式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額
（円） 

発行価格 500 
資本組入額 250 

同左 

新株予約権の行使の条件 （注）３ 同左 

新株予約権の譲渡に関する
事項 

新株予約権を譲渡するとき
は、当社取締役会の決議によ
る承認を要するものとする。 

同左 

代用払込みに関する事項 −  −  

組織再編成行為に伴う新株
予約権の交付に関する事項 

−  −  

（注） １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株であります。 

  ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与

株式数を調整、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てます。 
 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率 
 

 

２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調

整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。 
 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
１ 

分割・併合の比率 
 

  また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場

合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。 
 

 

調整後払込金額 

 

＝ 

 

調整前払込金額 

 

× 

既発行 

株式数 
＋ 

新株発行（処分）株式数×１株当たり払込金額 

１株当たり時価 

既発行株式数＋新株発行（処分）株式数 

 

   ３．新株予約権の行使条件は次のとおりであります。 

（１）本新株予約権の割当日において当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又

は従業員（以下「当社の取締役等」という。）のいずれかの地位を有していた本新株予約権

者は、権利行使時においても、当社の取締役等のいずれかの地位を有することを要する。た

だし、任期満了もしくは定年退職の場合又は、その他本新株予約権者の退任もしくは退職後

の権利行使につき正当な理由があると当社取締役会の決議により認めた場合は、この限りで

はない。 

（２）本新株予約権者は、当社普通株式がいずれかの株式公開市場に上場した場合のみ本新株予約

権を行使することができる。ただし、当社取締役会の決議により認めた場合は、この限りで

ない。 

（３）本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認め

られないものとし、当該本新株予約権は会社法第 287条の定めに基づき消滅するものとする。 

（４）本新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、本新株予

約権の１個未満の行使はできないものとする。 
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（５）本新株予約権の割当日において当社の取締役等のいずれかの地位を有していた本新株予約権

者が、当社の取締役等のいずれの地位も有しなくなった場合（任期満了もしくは定年退職の

場合を除く。）、当社は、当社取締役会の決議で当該本新株予約権の権利行使を認めることが

ない旨を決定することができる。この場合においては、当該本新株予約権は会社法第 287 条

の定めに基づき消滅するものとする。 

 

   ４．新株予約権の取得事由 

（１）本新株予約権の割当日において当社の取締役等のいずれかの地位を有していた本新株予約権

者が、当社の取締役等のいずれの地位も有しなくなった場合（任期満了もしくは定年退職の

場合を除く。）、当社は、当社取締役会の決議により別途定める日にその本新株予約権者が保

有する本新株予約権を無償で取得することができる。 

（２）以下の議案が株主総会で決議された場合（株主総会が不要の場合は、当社取締役会の決議が

あった場合）、当社は、当社取締役会の決議により別途定める日に本新株予約権を無償で取

得することができる。 

    ①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 

      ②当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案 

      ③当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案 

（３）当社は、当社取締役会の決議により別途定める日が到来したときに、本新株予約権の全部又

は一部を無償で取得することができる。なお、本新株予約権の一部を取得する場合は、当社

取締役会の決議によってその取得する本新株予約権の一部を決定する。 

 

５．本新株予約権は、新株予約権１個につき、８円にて有償発行しております。 

 

第３回新株予約権（2020年１月 30日臨時株主総会決議） 

区 分 最近中間連結会計期間末現在 
（2021年６月30日） 

公表日の前月末現在 
（2021年８月31日） 

新株予約権の数 18,000 同左 

新株予約権のうち自己新株
予約権の数（個） 

- - 

新株予約権の目的となる株
式の種類 

普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株
式の数（株） 18,000（注）１ 同左 

新株予約権の行使時の払込
金額（円） 

492（注）２ 同左 

新株予約権の行使期間 2020年１月31日から 
2030年１月30日まで 

同左 

新株予約権の行使により株
式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額
（円） 

発行価格 500 
資本組入額 250 同左 

新株予約権の行使の条件 （注）３ 同左 

新株予約権の譲渡に関する
事項 

新株予約権を譲渡するとき
は、当社取締役会の決議によ
る承認を要するものとする。 

同左 

代用払込みに関する事項 −  −  

組織再編成行為に伴う新株
予約権の交付に関する事項 −  −  

 

（注） １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株であります。 

  ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与

株式数を調整、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てます。 
 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率 
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２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調

整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。 
 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
１ 

分割・併合の比率 
 

  また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場

合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。 
 

 

調整後払込金額 

 

＝ 

 

調整前払込金額 

 

× 

既発行 

株式数 
＋ 

新株発行（処分）株式数×１株当たり払込金額 

１株当たり時価 

既発行株式数＋新株発行（処分）株式数 

 

   ３．新株予約権の行使条件は次のとおりであります。 

（１）本新株予約権の割当日において当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又

は従業員（以下「当社の取締役等」という。）のいずれかの地位を有していた本新株予約権

者は、権利行使時においても、当社の取締役等のいずれかの地位を有することを要する。た

だし、任期満了もしくは定年退職の場合又は、その他本新株予約権者の退任もしくは退職後

の権利行使につき正当な理由があると当社取締役会の決議により認めた場合は、この限りで

はない。 

（２）本新株予約権者は、当社普通株式がいずれかの株式公開市場に上場した場合のみ本新株予約

権を行使することができる。ただし、当社取締役会の決議により認めた場合は、この限りで

ない。 

（３）本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認め

られないものとし、当該本新株予約権は会社法第 287条の定めに基づき消滅するものとする。 

（４）本新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、本新株予

約権の１個未満の行使はできないものとする。 

（５）本新株予約権の割当日において当社の取締役等のいずれかの地位を有していた本新株予約権

者が、 当社の取締役等のいずれの地位も有しなくなった場合（任期満了もしくは定年退職

の場合を除く。）、当社は、当社取締役会の決議で当該本新株予約権の権利行使を認めること

がない旨を決定することができる。この場合においては、当該本新株予約権は会社法第 287

条の定めに基づき消滅するものとする。 

 

   ４．新株予約権の取得事由 

（１）本新株予約権の割当日において当社の取締役等のいずれかの地位を有していた本新株予約権

者が、当社の取締役等のいずれの地位も有しなくなった場合（任期満了もしくは定年退職の

場合を除く。）、当社は、当社取締役会の決議により別途定める日にその本新株予約権者が保

有する本新株予約権を無償で取得することができる。 

（２）以下の議案が株主総会で決議された場合（株主総会が不要の場合は、当社取締役会の決議が

あった場合）、当社は、当社取締役会の決議により別途定める日に本新株予約権を無償で取

得することができる。 

      ①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 

      ②当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案 

      ③当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案 

（３）当社は、当社取締役会の決議により別途定める日が到来したときに、本新株予約権の全部又

は一部を無償で取得することができる。なお、本新株予約権の一部を取得する場合は、当社

取締役会の決議によってその取得する本新株予約権の一部を決定する。 

 

５．本新株予約権は、新株予約権１個につき、８円にて有償発行しております。 

 

第４回新株予約権（2020年１月 30日臨時株主総会決議） 

区 分 
最近中間連結会計期間末現在 

（2021年６月30日） 
公表日の前月末現在 
（2021年８月31日） 
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新株予約権の数 9,000 同左 

新株予約権のうち自己新株
予約権の数（個） 

- - 

新株予約権の目的となる株
式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株
式の数（株） 

9,000（注）１ 同左 

新株予約権の行使時の払込
金額（円） 

492（注）２ 同左 

新株予約権の行使期間 
2020年１月31日から 
2030年１月30日まで 同左 

新株予約権の行使により株
式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額
（円） 

発行価格 500 
資本組入額 250 

同左 

新株予約権の行使の条件 （注）３ 同左 

新株予約権の譲渡に関する
事項 

新株予約権を譲渡するとき
は、当社取締役会の決議によ
る承認を要するものとする。 

同左 

代用払込みに関する事項 - - 

組織再編成行為に伴う新株
予約権の交付に関する事項 

- - 

 

（注） １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株であります。 

  ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与

株式数を調整、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てます。 
 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率 
 

 

２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調

整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。 
 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
１ 

分割・併合の比率 
 

  また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場

合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。 
 

 

調整後払込金額 

 

＝ 

 

調整前払込金額 

 

× 

既発行 

株式数 
＋ 

新株発行（処分）株式数×１株当たり払込金額 

１株当たり時価 

既発行株式数＋新株発行（処分）株式数 

 

   ３．新株予約権の行使条件は次のとおりであります。 

（１）本新株予約権の割当日において当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又

は従業員（以下「当社の取締役等」という。）のいずれかの地位を有していた本新株予約権

者は、権利行使時においても、当社の取締役等のいずれかの地位を有することを要する。た

だし、任期満了もしくは定年退職の場合又は、その他本新株予約権者の退任もしくは退職後

の権利行使につき正当な理由があると当社取締役会の決議により認めた場合は、この限りで

はない。 

（２）本新株予約権者は、当社普通株式がいずれかの株式公開市場に上場した場合のみ本新株予約

権を行使することができる。ただし、当社取締役会の決議により認めた場合は、この限りで

ない。 

（３）本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認め

られないものとし、当該本新株予約権は会社法第 287条の定めに基づき消滅するものとする。 

（４）本新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、本新株予

約権の１個未満の行使はできないものとする。 

（５）本新株予約権の割当日において当社の取締役等のいずれかの地位を有していた本新株予約権
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者が、当社の取締役等のいずれの地位も有しなくなった場合（任期満了もしくは定年退職の

場合を除く。）、当社は、当社取締役会の決議で当該本新株予約権の権利行使を認めることが

ない旨を決定することができる。この場合においては、当該本新株予約権は会社法第 287 条

の定めに基づき消滅するものとする。 

 

   ４．新株予約権の取得事由 

（１）本新株予約権の割当日において当社の取締役等のいずれかの地位を有していた本新株予約権

者が、当社の取締役等のいずれの地位も有しなくなった場合（任期満了もしくは定年退職の

場合を除く。）、当社は、当社取締役会の決議により別途定める日にその本新株予約権者が保

有する本新株予約権を無償で取得することができる。 

（２）以下の議案が株主総会で決議された場合（株主総会が不要の場合は、当社取締役会の決議が

あった場合）、当社は、当社取締役会の決議により別途定める日に本新株予約権を無償で取

得することができる。 

      ①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 

      ②当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案 

      ③当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案 

（３）当社は、当社取締役会の決議により別途定める日が到来したときに、本新株予約権の全部又

は一部を無償で取得することができる。なお、本新株予約権の一部を取得する場合は、当社

取締役会の決議によってその取得する本新株予約権の一部を決定する。 

 

５．本新株予約権は、新株予約権１個につき、８円にて有償発行しております。 

 

(3)【ＭＳＣＢ等の行使状況等】 

  該当事項はありません。 

 

(4)【ライツプランの内容】 

   該当事項はありません。 

 

(5)【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

増減数 

(千円) 

資本準備金

残高 

(千円) 

2021年１月１日～ 

2021年６月30日 
- 1,393,500 - 68,750 - 31,250 

（注）2021年９月16日を払込期日とする第三者割当増資により、発行済株式総数が99,000株、資本 

金及び資本余剰金がそれぞれ49,500千円増加しております。 
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（6） 【大株主の状況】 

2021年６月 30日現在 

 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 

（株） 

株式総数に対す

る所有株式数の

割合（％） 

早川 周作 沖縄県豊見城市 878,900 63.07 

MTGV投資事業有限責任組合 
愛知県名古屋市中区錦二丁目

８-24 オフィスオオモリ８階 
60,000 4.31 

岡田 晃男 千葉県柏市 45,000 3.23 

株式会社シーエムディーラボ 
東京都渋谷区千駄ヶ谷１-３-

２ 東京エステートビル４F 
30,000 2.15 

五十部 紀英 東京都江東区 27,000 1.94 

荒生 明裕 東京都港区 27,000 1.94 

西川 慶 東京都渋谷区 27,000 1.94 

内藤 忍 東京都港区 27,000 1.94 

砂田 和也 東京都港区 27,000 1.94 

サイブリッジグループ株式会社 
東京都新宿区北新宿２-21-１

新宿フロントタワー20F 
27,000 1.94 

計  1,175,900 84.38 
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(7)【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） 
普通株式 
1,393,500 13,935 ― 

単元未満株式 ― ― ― 

発行済株式総数 1,393,500 ― ― 

総株主の議決権 ― 13,935 ― 

 

②【自己株式等】 

 該当事項はありません。 

 

２【株価の推移】 

 【最近６月間の月別最高・最低株価】  

月別 2021年１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 

最高（円） - - 700 - - - 

最低（円） - - 700 - - - 

（注）１．最高・最低株価は、東京証券取引所（TOKYO PRO Market）におけるものです。 

      ２．当社株式は2021年３月30日付で東京証券取引所（TOKYO PRO Market）へ上場したため、それ

以前の株価について該当事項はありません。また、2021年４月から６月については売買実績

がありません。 

 

３【役員の状況】 

前事業年度に係る発行者情報の公表日後、本中間発行者情報公表日までの役員の異動は、次のとおり

であります。 

(1)新任役員 

 

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数
（株） 

就任年月日 

取締役 上原 仁 
1974年 
11月15日 

1998 年 ４月 日本電信電話株式会社入社 

2001 年 11 月 NIT ブロードバンドイニシアティブ 

株式会社へ転籍 

2004 年 ４月 NIT レゾナント株式会社へ転籍 

2006 年 ６月 株式会社マイネット設立代表取締役 

社長就任（現任） 

2016 年 ５月 株式会社マイネットゲームス 

代表取締役就任 

2016 年 11 月 株式会社 C&M ゲームス（現株式会社 

マイネットゲームス）代表取締役社長 

就任 

2020 年 ４月 琉球フットボールクラブ 

株式会社社外監査役就任（現任） 

（注）２ ― 2021年９月９日 
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2020 年 11 月 株式会社マイネット琉球 

代表取締役社長就任（現任） 

2021 年 ９月 当社取締役就任（現任） 

(注)１．取締役 上原仁は、社外取締役であります。 

２．取締役の任期は、就任の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。 

 

(2)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率 

 

男性６名 女性-名（役員のうち女性の比率-％） 
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第６【経理の状況】 

 

１. 中間連結財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（1999

年大蔵省令第24号）に基づいて作成しております。 

 

(2) 当社の中間連結財務諸表は、株式会社東京証券取引所の「特定上場有価証券に関する有価証券上場

規程の特例の施行規則」第116条第３項で認められた会計基準のうち、我が国において一般に公正

妥当と認められる企業会計の基準に準拠しております。 

 

(3) 当中間連結会計期間（2021年１月１日から６月30日まで）は、当中間連結会計期間中に設立した子

会社が連結対象となったことに伴い、初めて連結財務諸表を作成しているため、比較情報を記載し

ておりません。 

 

２. 監査証明について 

当社は、株式会社東京証券取引所の「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例」第128 条

第３項の規定に基づき、当中間連結会計期間（2021年１月１日から2021年６月30日まで）の中間連

結財務諸表について、監査法人ハイビスカスによる中間監査を受けております。 
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１【中間連結財務諸表等】 

(1)【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

 

 （単位：千円） 

 
当中間連結会計期間 

（2021年６月30日） 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 63,671 

売掛金 36,371 

棚卸資産 3,526 

未収入金 34,228 

前払費用 10,045 

その他 10,039 

流動資産合計 157,883 

固定資産  

有形固定資産 ※ 2,268 

無形固定資産  

のれん 38,907 

その他 4,837 

   無形固定資産合計 43,745 

投資その他の資産  

    長期前払費用 28,945 

     その他 11,217 

   投資その他の資産合計 40,162 

固定資産合計 86,175 

繰延資産 2,250 

資産合計 246,309 
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 （単位：千円） 

 
当中間連結会計期間 

（2021年６月30日） 

負債の部  

流動負債  

買掛金 13,327 

１年内返済予定の長期借入金 11,462 

未払金 16,783 

未払法人税等 440 

前受金 29,160 

その他 3,608 

流動負債合計 74,782 

固定負債  

    長期借入金 167,628 

その他 1,344 

固定負債合計 168,972 

負債合計 243,754 

純資産の部  

株主資本  

資本金 68,750 

資本剰余金 30,855 

利益剰余金 △97,844 

株主資本合計 1,760 

新株予約権 400 

非支配株主持分 394 

純資産合計 2,555 

負債純資産合計 246,309 
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②【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】 

【中間連結損益計算書】 

 
 (単位：千円) 

 
当中間連結会計期間 

 (自  2021年１月 １日 
 至  2021年６月 30日) 

  売上高 140,699 

  売上原価 79,449 

  売上総利益 61,250 

  販売費及び一般管理費 ※ 181,390 

  営業損失（△） △120,140 

  営業外収益  

    受取利息 0 

    給付金収入 47,320 

    その他 2,926 

    営業外収益合計 50,247 

  営業外費用  

    支払利息 644 

    株式交付費償却 750 

上場関連費用 5,000 

  その他 127 

    営業外費用合計 6,522 

  経常損失（△） △76,415 

  税金等調整前中間純損失（△） △76,415 

  法人税、住民税及び事業税 440 

  法人税等調整額 429 

  法人税等合計 869 

  中間純損失（△） △77,284 

  非支配株主に帰属する中間純損失（△） △490 

  親会社株主に帰属する中間純損失（△） △76,794 
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【中間連結包括利益計算書】 

 （単位：千円） 

 

当中間連結会計期間 

(自  2021年１月１日 

  至  2021年６月30日) 

中間純損失（△） △77,284 

中間包括利益 △77,284 

 （内訳）  

 親会社株主に係る中間包括利益 △76,794 

 非支配株主に係る中間包括利益 △490 

 

 



 

29 

 

③【中間連結株主資本等変動計算書】 

当中間連結会計期間（自 2021年１月１日 至 2021年６月30日） 

         （単位：千円） 

 株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

当期首残高 68,750 31,250 △21,050 78,949 

当中間期変動額       

 親会社株主に帰属する
中間純損失（△） 

  △76,794 △76,794 

連結子会社株式の追加
取得による持分の増減 

 △394  △394 

 株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額） 

    

当中間期変動額合計 - △394 △76,794 △77,189 

当中間期末残高 68,750 30,855 △97,844 1,760 

 

 
新株予約権 

非支配 

株主持分 
純資産合計 

当期首残高 400 - 79,349 

当中間期変動額    

親会社株主に帰属する
中間純損失（△） 

  △76,794 

連結子会社株式の追加
取得による持分の増減 

  △394 

 株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額） 

 394 394 

当中間期変動額合計 - 394 △76,794 

当中間期末残高 400 394 2,555 
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④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

 （単位：千円） 

 
当中間連結会計期間 

 (自  2021年１月１日 
 至  2021年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前中間純損失(△) △76,415 

 減価償却費 862 

 長期前払費用償却額 1,331 

 のれん償却額 5,742 

  株式交付費償却 750 

 受取利息 △0 

給付金収入 △47,320 

 支払利息 644 

 売上債権の増減額(△は増加) 37,706 

 棚卸資産の増減額(△は増加) △711 

 前払費用の増減額(△は増加) 13,059 

 仕入債務の増減額(△は減少) △9,968 

 未払金の増減額（△は減少） 4,948 

 前受金の増減額(△は減少) 8,378 

 未払消費税等の増減額(△は減少) △17,384 

 その他 △1,781 

 小計 △80,156 

 利息の受取額 0 

 給付金の受取額 13,680 

 利息の支払額 △644 

 法人税等の支払額 △765 

 営業活動によるキャッシュ・フロー △67,886 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

 有形固定資産の取得による支出 △765 

 長期前払費用の取得による支出 △20,000 

 敷金の差入による支出 △2,500 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △23,265 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

 長期借入れによる収入 40,000 

 長期借入金の返済による支出 △910 

 連結子会社設立に伴う非支配株主からの 
払込による収入 

490 

 長期未払金の返済による支出 △1,152 

 財務活動によるキャッシュ・フロー 38,428 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △52,723 

現金及び現金同等物の期首残高 116,394 

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 63,671 
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【注記事項】 

（中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項） 

１．連結の範囲に関する事項 

すべての子会社を連結しております。 

(1)連結子会社の数 
１社 

   
(2)連結子会社の名称 

九州アスティーダ株式会社 
 

２．持分法の適用に関する事項 
該当事項はありません。 
 

３．連結子会社の中間決算日等に関する事項 
  連結子会社の中間決算日は、中間連結決算日と一致しております。 
 
４．会計方針に関する事項 

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法 

棚卸資産 

  通常の販売目的で保有する棚卸資産 

   評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法） 

  ①商品 

   総平均法 

  ②原材料 

最終仕入原価法 

 

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産 

定率法を採用しております。ただし、2016 年４月１日以降に取得した建物については、定額法を採

用しております。 

なお、主な耐用年数は以下の通りであります。 

建物            15年 

機械及び装置        ８年 

工具、器具及び備品   ２～８年 

  ②無形固定資産 

のれん          投資効果の発現する期間を見積り（５年）、均等償却しております。 

ソフトウエア（自社利用） 社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によって 

              おります。 

商標権          ５年で均等償却しております。 

③長期前払費用 

   定額法を採用しております。 

 

(3)重要な繰延資産の処理方法 

株式交付費 

定額法を採用しております。 

償却年数 ３年 

   
(4)中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金からなっております。 

 

(5)その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。 
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（追加情報） 

（新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積について） 

当社では、新型コロナウイルス感染症は経済、企業活動に広範な影響を与える事象であり、また、

今後の広がり方や収束時期等を予想することは困難なことから外部の情報源に基づく情報等を踏まえ

て、今後、一定期間にわたり当該影響が継続するとの仮定のもと、固定資産の減損会計における将来

キャッシュ・フロー及び税効果会計における繰延税金資産の回収可能性等の見積りを行っております。 

 

（中間連結貸借対照表関係） 

※ 有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。 

 
当中間連結会計期間 
（2021年６月 30日） 

有形固定資産の減価償却累計額 2,350 千円 

 
（中間連結損益計算書関係） 

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

 
当中間連結会計期間 

 （自 2021 年１月 １日 
     至 2021年６月 30日） 

給料手当 36,134千円 

広告宣伝費 35,088千円 

 
（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間 （自 2021年１月１日 至 2021 年６月 30 日） 

１． 発行済株式に関する事項 

株式の種類 
当連結会計年度 

期首株式数 

当中間連結会計期間 

増加株式数 

当中間連結会計期間 

減少株式数 

当中間連結会計期間末 

株式数 

普通株式（株） 1,393,500 - - 1,393,500 

合 計 1,393,500 - - 1,393,500 

 
２．自己株式に関する事項  

    該当事項はありません。 
 
３．新株予約権に関する事項 

内訳 

新株予約権の

目的となる 

株式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当中間連結会

計期間末残高

（千円） 

当連結会計

年度期首 
増加 減少 

当中間連結

会計期間末 

2019 年第１回ストッ

ク・オプションとしての

新株予約権 

普通株式 33,000 - - 33,000 - 

2019 年第２回ストッ

ク・オプションとしての

新株予約権 

普通株式 23,000 - - 23,000 184 

2020 年第３回ストッ

ク・オプションとしての

新株予約権 

普通株式 18,000 - - 18,000 144 

2020 年第４回ストッ

ク・オプションとしての

新株予約権 

普通株式 9,000 - - 9,000 72 

合計 83,000 - - 83,000 400 

（注）目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載して

おります。 

 

４．配当に関する事項 
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該当事項はありません。 

 
（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

※ 現金及び現金同等物の中間連結会計期間末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額 

との関係は、次のとおりであります。 
 

 
当中間連結会計期間末 

 （自  2021 年１月 １日 
   至  2021 年６月 30 日） 

現金及び預金 63,671 千円 

現金及び現金同等物 63,671 千円 
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(金融商品関係) 

金融商品の時価等に関する事項 

中間連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把

握することが極めて困難と認められるものは、次表に含まれておりません。 

 

当中間連結会計期間（2021年６月 30日） 

 

中間連結貸借対照表計上額 

（千円） 

時価 

（千円） 

差額 

（千円） 

（1）現金及び預金 63,671 63,671 - 

（2）売掛金 36,371 36,371 - 

（3）未収入金 34,228 34,228 - 

資産計 134,271 134,271 - 

（1）買掛金 13,327 13,327 - 

（2）未払金 16,783 16,783 - 

（3）未払法人税等 440 440 - 

（4）前受金 29,160 29,160 - 

（5）長期借入金（※１） 179,090 176,515 △2,574 

負債計 238,801 236,227 △2,574 

（※１）１年内返済予定額を含んでおります。 

 

（注）金融商品の時価の算定方法に関する事項 

    資 産 

(1)現金及び預金、(2)売掛金、(3)未収入金 

    これらはすべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価

額によっております。 

    負 債 

   (1)買掛金、(2)未払金、(3)未払法人税等、(4)前受金 

     これらはすべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価

額によっております。 

   (5)長期借入金 

元利金の合計額を同様の契約において想定される利率で割り引いた現在価値により算定してお

ります。 

 

（ストック・オプション等関係） 

１．ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名 

該当事項はありません。 

 

２．当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容 

該当事項はありません。 
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 (セグメント情報等) 

【セグメント情報】 

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであ

ります。当社は、事業ごとに包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

当社は「スポーツ関連事業」及び「飲食事業」の２つを報告セグメントとしております。 

 

セグメント区分 主要業務 

スポーツ関連事業 
卓球事業（Tリーグ、スポンサー営業、卓球教室、グッズ販売等）、トライアス

ロン事業（トレーニング教室、大会運営） 

飲食事業 卓球バルを中心とした飲食店の運営、イベントへの参加、フランチャイズ本部 

 

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる

重要な事項」における記載と概ね同一であります。 

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 

セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。 

 

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報 

当中間連結会計期間（自 2021年１月１日 至 2021年６月30日） 

（単位：千円） 

（注）１．調整額は、以下のとおりであります。 

(1)セグメント損失（△）の調整額△66,971千円は、報告セグメントに配分していない全社費用であ

ります。全社費用は、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)セグメント資産の調整額83,159千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。

全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社の現金及び預金等であります。 

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

 

 

報告セグメント 
調整額  

（注）１ 

中間連結財

務諸表計上

額（注）２ 

スポーツ関

連事業 

飲食事業 計 

売上高 

 外部顧客への売上高 

セグメント間の内部売上

高又は振替高 

79,770 

272 

60,928 

- 

140,699 

272 

- 

△272 

140,699 

- 

計 80,043 60,928 140,972 △272 140,699 

セグメント損失（△） △9,326 △43,841 △53,168 △66,971 △120,140 

セグメント資産 50,259 112,889 163,149 83,159 246,309 

その他項目 

 減価償却費 

 のれんの償却額 

 有形固定資産及び 

 無形固定資産の増加額 

     

- 162 162 699 862 

- 5,742 5,742 - 5,742 

- 765 765 - 765 
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【関連情報】 

当中間連結会計期間（自 2021年１月１日 至 2021 年６月 30日） 

１. 製品及びサービスごとの情報 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

２. 地域ごとの情報 

（1）売上高 

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 

（2）有形固定資産 

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

３. 主要な顧客ごとの情報 

   外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の 10％以上を占める相手先がないため、

記載はありません。 

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】 

当中間連結会計期間（自 2021年１月１日 至 2021年６月30日） 

  該当事項はありません。 

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】 

当中間連結会計期間（自 2021年１月１日 至 2021 年６月 30日） 

（単位：千円） 

 

報告セグメント 

その他 全社・消去 合計 スポーツ 

関連事業 
飲食事業 計 

当中間連結会計

期間末残高 
- 38,907 38,907 - - 38,907 

（注）のれん償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、 

記載を省略しております。 

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】 

当中間連結会計期間（自 2021年１月１日 至 2021 年６月 30日） 

  該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報） 
 

項目 
当中間連結会計期間 
(2021年６月30日) 

１株当たり純資産額 １円 26銭 

 

項目 
当中間連結会計期間 

(自 2021年１月１日 
  至 2021年６月30日) 

１株当たり中間純損失（△） △55円 11銭 

（算定上の基礎）  

 親会社株主に帰属する中間純損失（△）（千円） △76,794 

 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 

中間純損失（△）（千円） 
△76,794 

 普通株式の期中平均株式数（株） 1,393,500 

 (注) 潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり中間純損失

を計上しているため記載しておりません。 
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(重要な後発事象) 

(多額な資金の借入) 

当社は2021年７月５日開催の書面決議による取締役会及び2021年７月20日開催の取締役会において、今後

の事業投資に充当することを目的として下記のとおり資金の借入を行うことを決議し、実行いたしました。 

 

金銭消費貸借契約の概要 

借入先 株式会社沖縄銀行 株式会社琉球銀行 

借入金額 10,000千円 50,000千円 

借入実行日 2021年７月６日 2021年７月20日 

借入期間 
2021年７月８日から2028

年７月10日まで 

2021 年 ７ 月 20 日 か ら

2022年７月20日まで 

借入利率 年2.85％ 年1.8％ 

担保等の有無 
無担保 沖縄信用保証協会によ

る保証付き 

財務制限条項 なし なし 

 

(子会社の設立) 

当社は、2021年７月20日開催の取締役会において、子会社２社を設立することを決議し、2021年８月27日

付でアスティーダマーケティング株式会社を、2021年９月２日にAMG株式会社を設立いたしました。 

 

１．設立の目的 

 当社の実績と培ったマーケティングの仕組みを活かし、沖縄県内のインフルエンサー・インスタグラマー

を活用したマーケティング会社を設立いたします。 

また、当社ではマネジメント部門を有しておりましたが、所属アスリートが増える状況の中、アスリート

の価値を高め、一人のアスリートとして最高のパフォーマンスを発揮できる環境づくりを行うことを目的と

して、マーケティング事業を行う会社の設立と同時にアスリートマネジメント事業を行う会社を設立いたし

ます。 

 

２．子会社の概要 

(１) 名称 アスティーダマーケティング株式会社 

(２) 所在地 沖縄県中頭郡中城村字南上原1112番地１ 

(３) 代表者 代表取締役 玉城明子 代表取締役 嘉手苅清 

(４) 事業内容 インフルエンサーを活用したマーケティング 

(５) 資本金 3,000千円 

(６) 設立年月日 2021年８月27日 

(７) 取得する株式の数 180株 

(８) 決算期 12月31日 

(９) 出資比率 琉球アスティーダスポーツクラブ株式会社 60％ 

安和 良太 40％ 

(10) 当事会社間の関係 

資本関係 当社60％出資の子会社として設立 

人的関係 
当社の代表取締役及び取締役１名が、当該子会社の

取締役を兼任する 

取引関係 当該会社との業務委託契約を締結 
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(１) 名称 AMG株式会社 

(２) 所在地 東京都港区西麻布３丁目３番３号 

(３) 代表者 代表取締役 戸井崇人 

(４) 事業内容 アスリートマネジメント 

(５) 資本金 7,000千円 

(６) 設立年月日 2021年９月２日 

(７) 取得する株式の数 51株 

(８) 決算期 12月31日 

(９) 出資比率 琉球アスティーダスポーツクラブ株式会社 51％ 

オールインクルーディングジャパン合同会社 24％ 

真鍋歩  25％ 

(10) 当事会社間の関係 

資本関係 当社51％出資の子会社として設立 

人的関係 
当社の代表取締役及び取締役１名が、当該子会社の

取締役を兼任する 

取引関係 当該会社との業務委託契約を締結 

 

（第三者割当による新株式の発行） 

2021 年８月 12 日開催の取締役会において、2021 年９月９日開催の臨時株主総会に第三者割当による新株式

の発行に係る議案を付議することを決議し、同臨時株主総会にて承認可決されました。2021 年９月 16 日で

払込が完了しております。 

(1)資金使途 人材投資、システム投資及び運転資金 

(2)払込期日 2021年９月 16日 

(3)発行新株式数 普通株式 99,000株 

(4)発行価額 1 株につき 1,000円 

(5)発行価額の総数 99,000,000円 

(6)増加する資本の額 49,500,000 円 

(7)割当方法 第三者割当の方法による 

(8)割当先 割当先 佐野健一 

株式数 30,000 株 

割当先 青木仁志 

株式数 20,000 株 

割当先 株式会社 one 

株式数 10,000 株 

割当先 Vento Capital 株式会社 

株式数 9,000株 

割当先 ICON STRATEGIES A LTD 

株式数 9,000株 

割当先 株式会社シーユー 

株式数 5,000株 

割当先 シンバホールディングス株式会社 

株式数 5,000株 

割当先 株式会社シティハウス 

株式数 5,000株 

割当先 株式会社３C Partners 

株式数 3,000株 

割当先 合同会社エンヴィーキャピタル 

株式数 3,000株 
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【その他】 

 該当事項はありません。 
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第７【外国為替相場の推移】 

 該当事項はありません。 
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第二部【特別情報】 

 

第１【外部専門家の同意】 

該当事項はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

独立監査人の中間監査報告書 

 

 2021年９月30日 

琉球アスティーダスポーツクラブ株式会社 

取締役会 御中 

監査法人ハイビスカス 

  札幌事務所 

指 定 社 員 
公認会計士  堀  俊 介 

業務執行社員 

  

指 定 社 員 
公認会計士  北村 ルミ子 

業務執行社員 

 

中間監査意見 

当監査法人は、株式会社東京証券取引所の特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例第128条第３項の規定に

基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている琉球アスティーダスポーツクラブ株式会社の2021年１月１

日から2021年12月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（2021年１月１日から2021年６月30日まで）に係る中間連

結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結株主資本等変動

計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について中間監査を行った。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、琉球アスティーダスポーツクラブ株式会社及び連結子会社の2021年６月30日現在の財政状態並びに同日を

もって終了する中間連結会計期間（2021年１月１日から2021年６月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況

に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 

中間監査意見の根拠 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の

基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、

我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の

倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判

断している。 

 

強調事項 

重要な後発事象に記載されているとおり、2021年８月12日開催の臨時株主総会において第三者割当増資に係る議案が

承認可決され、2021年９月16日に当該第三者割当増資に係る払込が完了している。 

 当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。 

 

中間連結財務諸表に対する経営者及び監査役の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して中間連結財務諸

表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を

作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に

関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 

監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 

 

 



 

 

 

 

中間連結財務諸表監査における監査人の責任 

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して

投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場

から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個

別に又は集計すると、中間連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性がある

と判断される。 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的

専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・不正又は誤謬による中間連結財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク

に対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監

査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続

の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間連結財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基

づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。 

・中間連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス

ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間連結財務諸表の作成と有用な情報

の表示に関連する内部統制を検討する。 

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する

注記事項の妥当性を評価する。 

・経営者が継続企業を前提として中間連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠

に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど

うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間連結財

務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場

合は、中間連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告

書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる

可能性がある。 

・中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中

間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。 

・中間連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証

拠を入手する。監査人は、中間連結財務諸表の中間監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、

単独で中間監査意見に対して責任を負う。 

監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の

重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を

行う。 

監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査

人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じ

ている場合はその内容について報告を行う。 

 

利害関係 

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 

以  上 

 

 


