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　株主の皆様におかれましては、格別のご高配を
賜り、厚く御礼申し上げます。この度当社代表	
取締役社長に就任いたしました、加藤悦生と申し
ます。何卒よろしくお願いいたします。また、新型
コロナウイルス感染症により影響を受けられた方々
に心よりお見舞い申し上げます。感染症の収束や
社会生活の維持のため、ご尽力されている全ての
皆様に深く感謝申し上げます。ここに当社第35期
における事業の概況についてご報告申し上げます。

　当連結会計年度（2020年5月1日から2021年4月
30日まで）におけるわが国経済は、新型コロナウ
イルス感染症による影響を受けて停滞していた社
会経済活動が徐々に再開し、景気は一時的に持ち
直しの動きをみせました。しかしながら、感染拡
大の波は収束することなく繰り返し発生し、社会
活動への影響が懸念されるなど、依然として先行
き不透明な状況が続いております。

　このような経済状況の中、当社グループは、携
帯ショップにおける新しい通信規格「5G」対応機
種の販売促進、テナントビル及びマンションの稼
働率の強化、ゴルフ場及びゴルフ練習場での利用
満足度の向上に努めてまいりました。

　移動体通信関連事業につきましては、次世代通
信規格「5G」の商用サービスが開始され、各通信
事業者が発表した新たな料金プラン等による通信
事業者間の価格競争が激化しております。そのよ
うな中、当社ショップにおきましては各種イベン
トの実施により、顧客獲得競争に対応できる体制
づくりを継続して行い、収益の拡大を図ってまい
りました。

　不動産事業におきましては、安定収益の確保と
いう観点から賃貸物件の管理・運営に特化し、高
稼働率を維持することで高い収益性を実現してお
ります。不動産事業におきましては、今後さらに
一層の収益の拡充をめざしてまいります。

　リゾート事業におきましては、ゴルフ場に新型
リモコンカート及び最新GPSナビを導入いたし
ました。また、コース改修、施設整備などに力
を入れて新型コロナウイルス感染症対策を講じ
ながらゴルフ場及びゴルフ練習場の運営を続け
てまいりました。この時々の状況を踏まえなが
ら、安心してご来場できる環境づくりを強化し
て、集客や顧客満足度の向上に努めてまいりま
した。

　この結果、当連結会計年度の連結経営成績は、
売上高209億79百万円（前期比1.6％減）、営業利益
5億92百万円（前期比120.8％増）、経常利益5億37
百万円（前期比166.8％増）、親会社株主に帰属す
る当期純損失3億45百万円（前期は親会社株主に
帰属する当期純利益1億87百万円）となりました。

　今後とも株主の皆様には、変わらぬご支援を賜
りますようお願い申し上げます。

2021年7月

ごあいさつ

代表取締役社長　加藤悦生
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事業の状況

移動体通信関連事業

　携帯電話業界におきましては、2020年9月には各通信事業者の5G（第5世代移動通信システム）商用サービスが出そ
ろい、また政府による通信料金の値下げ要請に対応した新料金プランやオンライン専用プランのサービス提供が開始
されるなど、引き続き通信事業者間の価格競争が激しくなっており、それに伴う販売代理店の競争環境にも大きな変
化が起こっております。
　このような環境の中、当社グループは、各通信事業者の方針に基づき、新型コロナウイルス感染予防対策を講じつつ、
生活に欠かせない重要なインフラ拠点として、営業を続けました。「4G」サービスの促進、「5G」対応スマート	
フォンの販売、並びに学割サービス、光回線、電気、キャッシュレス決済といった多様なサービスの提供等に注力	
しました。
　収益性の高い店舗網を拡大するため、店舗改装や集客力のある好立地への店舗移転も行いました。また、外販及び
店舗でのイベント開催に注力し、店舗近隣への営業活動による集客増加に努めました。
　当連結会計年度における売上高は188億14百万円、セグメント利益は4億52百万円となりました。
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　不動産事業におきましては、市場は底堅く推移してお

り、需要は概ね堅調に推移しております。当社グループ

におきましては、満足度向上のため、定期清掃やメンテ

ナンスを強化して、入居率の維持・向上に努めました。

またテナントビル及びマンションの入居率を高めると

ともに市場の変化を敏感に読み取りながら、新規マン

ション等の建設計画を進めております。

　当連結会計年度における売上高は6億94百万円、セグ

メント利益は2億77百万円となりました。

不動産事業

その他

・オリジナル飲料水「超軟水うるり」の販売
　日本でも稀な硬度11mg／Lの超軟水で、その味と品質を認め
られて、2019年度モンドセレクション最高金賞を受賞しました。
賞味期限が5年間あり、災害などに備えた備蓄水としてもご利用
頂いております。
　2018年6月に岐阜県富加町と、同年12月に岐阜県関市と、2019
年5月に三重県津市と「緊急時における応急生活物資の供給に関
する協定」を締結しており、災害時に「超軟水うるり」500mlを
100ケース無償で提供します。

さくらHills NISHIKI Platinum Residence
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・TOSHIN	Golf	Club	Central	Course
　岐阜県加茂郡富加町大平賀950
　TEL：0574－54－1002
　http://www.toshinresort.com/centralcourse/

当社直営ゴルフ場 ゴルフ練習場

・TOSHIN	さくら	Hills	Golf	Club
　岐阜県関市武芸川町八幡19－1
　TEL：0575－33－4333
　http://www.toshinresort.com/sakurahills/

リゾート事業

　リゾート事業におきましては、新型コロナウイルス感染症の影響による外出自粛の影響はあるものの、ゴルフ場及
びプレーヤーが感染予防対策を講じることで、少しずつではありますが回復傾向となりました。しかしながら、新型
コロナウイルス感染リスクが懸念される影響から、大人数での会食を伴うゴルフコンペの需要が減少しているため、
厳しい状況が続いています。
　このような環境の中、グリーンやティーの改修工事、また施設及び設備の改修工事などを実施いたしました。シーズン
通して良いコンディションでプレーして頂けるように、ゴルファーの快適なプレー環境をサポートすることに努めました。
　当連結会計年度における売上高は14億14百万円、セグメント利益は54百万円となりました。

TOSHIN Golf Club Central Course TOSHIN さくら Hills Golf Club

TOSHIN Princeville Golf Course

・TOSHIN	Princeville	Golf	Course
　三重県津市美里町三郷588
　TEL：059－279－3088
　http://www.toshinresort.com/princeville/

名古屋市中区栄2－4－12　TOSHIN	HONMACHI	ビル	1F
TEL：052－212－5577　休業日：不定休（日曜日、祝日）
営業時間：平日	11:00～20:00　土曜日	10:00～18:00
http://www.toshin-group.com/golffreaks

その他

・伊良湖シーサイドゴルフ倶楽部
　愛知県田原市伊良湖町宮下2822－2
　TEL：0531－35－6021
　http://www.isgc.co.jp/

・リバーデールゴルフクラブ
　愛知県春日井市出川町5－1
　TEL：0568－52－2500
　https://www.toshinresort.com/riverdale/

伊良湖シーサイドゴルフ倶楽部

リバーデールゴルフクラブ

・ゴルファーズサロン「ゴルフリークス」の運営
　ゴルフレッスン、ゴルフ用品の販売、クラブフィッティングなどゴルフのことなら何でも相談できるゴルファーズサロンを
運営しております。プロゴルファーによるクラブフィッティング、最新の弾道測定器を使用したスイング計測、スイングレッ
スンや、ラウンドレッスンが可能です。また、マスターバニーやムー
タなどの人気ゴルフブランドの商品も取り扱っております。
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T O P I C S

新店・リニューアル店舗のご紹介

ソフトバンク太平通

オープン：2021年4月16日
住　　所：	名古屋市中川区太平通5－5
電　　話：052－365－5733

2021年4月16日にリニュー
アルオープンいたしました。

auショップ
イオンモール浜松市野

オープン：2021年3月19日
住　　所：	静岡県浜松市東区天王町字諏訪1981－3		

イオンモール浜松市野1階
電　　話：0800－7000－373（フリーコール）

2021年3月19日にリニュー
アルオープンいたしました。

ソフトバンク高畑

オープン：2021年4月22日
住　　所：	名古屋市中川区高畑4－136	アトレHAYASHI		

1階
電　　話：052－363－7200

2021年4月22日にリニュー
アルオープンいたしました。

auショップ六番町

オープン：2021年3月25日
住　　所：	名古屋市熱田区六番3丁目1番11号
電　　話：0800－7000－264（フリーコール）

2021年3月25日にリニュー
アルオープンいたしました。

ソフトバンク
アズタウン

オープン：2021年4月8日
住　　所：	名古屋市中川区新家1丁目1917
電　　話：052－439－1111

2021年4月8日にリニュー
アルオープンいたしました。
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　TOSHIN	Princeville	 Golf	 Courseに2021年5月よりGPS	
ナビ付リモコンカートを導入いたしました。導入に伴い、
カート道路の補修を行い、電磁誘導線をアスファルト内に
入れる工事を行いました。カート道路内に減速用の磁石を
埋め込み、停止位置やすれ違いテストを繰り返し実施して
皆様に快適にご利用いただけるようにいたしました。

「TOSHIN Princeville Golf Course GPSナビ付リモコンカート導入」

TOSHIN	Princeville	Golf	Course

　TOSHIN	Golf	Club	Central	Courseに2021年5月より新型GPS付ナビ搭載の新車
リモコンカートを導入いたしました。
　ホールレイアウトやバンカー、池の位置、ホールまでの残りヤード数も表示	
されます。GPSナビは大型10.6インチの高輝度パネルで見やすく、スコア入力も
できるので、ホールアウト後の集計も簡略化できます。各ホールの全景やグリー
ンがイラストで分かりやすく表示されており、残り距離、前の組のカート位置も	
確認することができ、ゴルファーに必要な情報を1画面で効率よく表示すること
ができます。また、リーダーズボード機能を搭載しており、スコアデータ共有で
リアルタイムに順位が確認できます。

「TOSHIN Golf Club Central Course 新型GPS付ナビ搭載の新車リモコンカート導入」

新型GPS付ナビ搭載の新車リモコンカート

ソフトバンク
中川八熊通

オープン：2021年4月29日
住　　所：	名古屋市中川区八熊通5－52
電　　話：052－369－1791

2021年4月29日にリニュー
アルオープンいたしました。

auショップ
イオンモール東員

オープン：2021年4月27日
住　　所：	三重県員弁郡東員町長深築田510－1		

イオンモール東員1階
電　　話：0800－7009－363（フリーコール）

2021年4月27日新店舗オー
プンいたしました。
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決算ハイライト

売上高
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親会社株主に帰属する当期純利益
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2021年4月期連結業績

209億79百万円（前期比 1.6％減）

5億37百万円（前期比 166.8％増） 3億45百万円
（前期は親会社株主に帰属する当期純利益1億87百万円）

5億92百万円（前期比 120.8％増）
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連結財務諸表

科　　　目
前連結会計年度
自　2019年5月 １ 日（至　2020年4月30日）

当連結会計年度
自　2020年5月 １ 日（至　2021年4月30日）

売 上 高 21,325,991 20,979,215
売 上 原 価 17,929,208 17,352,332

売 上 総 利 益 3,396,782 3,626,883

販売費及び一般管理費 3,128,318 3,034,226

営 業 利 益 268,464 592,657

営 業 外 収 益 43,239 49,941

営 業 外 費 用 110,244 105,194

経 常 利 益 201,459 537,404

特 別 利 益 88,841 85,624

特 別 損 失 15,388 1,088,219

税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△） 274,912 △465,189

法人税、住民税及び事業税 64,027 122,665

法 人 税 等 調 整 額 19,174 △241,741

法 人 税 等 合 計 83,202 △119,075

当期純利益又は当期純損失（△） 191,710 △346,114

非支配株主に帰属する当期純利益又は
非支配株主に帰属する当期純損失（△） 4,338 △288

親会社株主に帰属する当期純利益又は
親会社株主に帰属する当期純損失（△） 187,372 △345,826

科　　　目
前連結会計年度
自　2019年5月 １ 日（至　2020年4月30日）

当連結会計年度
自　2020年5月 １ 日（至　2021年4月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー 767,650 1,281,050

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,843,299 △584,169

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,912,048 △551,275

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,594 1,060

現金及び現金同等物の増減額 △166,195 146,665

現金及び現金同等物の期首残高 1,695,015 1,528,819

現金及び現金同等物の期末残高 1,528,819 1,675,485

連結財務諸表

（単位：千円） （単位：千円）

（単位：千円）

科　　　目 前連結会計年度
（2020年4月30日）

当連結会計年度
（2021年4月30日）

（資産の部）

流 動 資 産 6,227,494 6,743,653

固 定 資 産 15,570,205 16,852,751

有 形 固 定 資 産 14,920,040 16,016,563

無 形 固 定 資 産 150,547 150,547

投 資 そ の 他 の 資 産 499,616 685,640

繰 延 資 産 8,180 5,926

資 産 合 計 21,805,880 23,602,331

（負債の部）

流 　 動 　 負 　 債 7,490,718 8,767,352

固 定 負 債 10,815,604 11,799,725

負 債 合 計 18,306,322 20,567,078

（純資産の部）

株 主 資 本 3,436,772 2,984,305

資 本 金 724,752 742,099

資 本 剰 余 金 863,270 880,617

利 益 剰 余 金 1,897,135 1,410,234

自 己 株 式 △48,385 △48,646

その他の包括利益累計額 17,474 22,363

その他有価証券評価差額金 17,474 22,363

新 株 予 約 権 36,985 20,548

非 支 配 株 主 持 分 8,325 8,036

純 資 産 合 計 3,499,557 3,035,253

負 債 ・ 純 資 産 合 計 21,805,880 23,602,331

連結貸借対照表（要旨） 連結損益計算書（要旨）

連結キャッシュ・フロー計算書（要旨）



9 TOSHINHOLDINGS Co.,Ltd

発行可能株式総数
発行済株式の総数
株主数

25,500,000株
6,536,800株
10,191名

所有株主別状況

地域別状況

所有株数別状況 1単元：100株

株式等の状況（2021年4月30日現在）

※自己名義株式を除く

※自己名義株式を除く

区　　　分 株数（株） 構成比（％）
金融機関 98,300 1.50
金融商品取引業者 49,531 0.76
その他国内法人 2,497,741 38.21
外国人等 106,720 1.63
個人・その他 3,714,487 56.83
その他 70,021 1.07
合計 6,536,800 100.00

区　　　分 人数（名） 構成比（％）
北海道地方 156 1.53
東北地方 195 1.91
関東地方 3,051 29.94
中部地方 4,105 40.28
近畿地方 1,840 18.06
中国地方 313 3.07
四国地方 136 1.33
九州・沖縄地方 383 3.76
外国 11 0.11
その他 1 0.01
合計 10,190 100.00

区　　　分 人数（名） 構成比（％）
5,000単元以上 1 0.01
1,000単元以上 5 0.05
500単元以上 2 0.02
100単元以上 18 0.18
50単元以上 17 0.17
10単元以上 687 6.74
5単元以上 393 3.86
1単元以上 4,824 47.34
1単元未満 4,243 41.63
合計 10,190 100.00
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お問合せ
〒460－0008
愛知県名古屋市中区栄3－4－21　TOSHIN	SAKAE	ビル
株式会社トーシンホールディングス
TEL　052－262－1122
［弊社ホームページ］https://www.toshin-group.com/
※		ニュースリリースや決算関連情報、投資家情報な
ど様々な情報を掲載しております。

毎年2回、4月30日及び10月31日現在の株主様に対して、下記内容の株主
ご優待券を贈呈しております。
■2021年4月30日現在の株主様
（1）100株～299株	………… 株主ご優待券（特典1＋特典2＋特典3＋特典4）
（2）300株～999株	………… 株主ご優待券（特典1＋特典2＋特典3＋特典4＋特典5①）
（3）1,000株～1,499株	……… 株主ご優待券（特典1＋特典2＋特典3＋特典4＋特典5②）
（4）1,500株以上	…………… 株主ご優待券（特典1＋特典2＋特典3＋特典4＋特典5③）
【特典１　携帯電話購入優待】

SoftBank
新規	10,000円　MNP	20,000円
機種変更	5,000円　タブレット新規	3,000円　
SoftBankひかり、SoftBank	Air新規契約	5,000円
おうちでんき契約	1,000円

au

新規	10,000円　MNP	20,000円
機種変更	5,000円　タブレット新規	3,000円
コミュファ光、auひかり新規契約	5,000円
データ端末新規	3,000円
auガス契約	1,000円、auでんき契約	500円

Y!モバイル 新規・MNP（音声端末）	5,000円
UQ 新規・MNP（音声端末）	5,000円　データ端末新規	3,000円

・ご利用は有効期限内であれば、何回でも可能です。
・契約時に株主ご優待券をご提示ください。
・上記額面の還元を行います。
・SoftBankは「メリハリプラン加入」が条件です。
・機種代値引きの際は0円を超えてのご利用はできません。
・対象店舗は当社ホームページでご確認ください。
・事務手数料、付属品、プリペイドには充当できません。
・		フィーチャーフォン、子供用携帯、iPad等、一部優待対象外の機種が
ございます。
・		尚、割引条件が変更になる場合がございます。本社または当社ショッ
プへお問合せください。

【特典２　ゴルフリークス優待】
①体験レッスン料通常3,300円（税込）を半額（1日1回に限る）
②クラブフィッティング・パターフィッティング1回無料
③クラブ購入20％OFF、用品購入10％OFF（一部セール品は除く）
④打ち放題60分通常1,650円（税込）を半額（1日1回に限る）
⑤トラックマン利用料通常1,650円（税込）を半額（1日1回に限る）
・		フィッティング、レッスンはお電話にてご予約ください。
・予約時に株主ご優待券利用の旨をお伝えください。
・		上記特典は、全てご本人様のみご利用頂けます。
・必ず、受付時に株主ご優待券をご提示ください。
・		打ち放題のご利用は期限内であれば何回でも可能です。尚、2時間目
以降のご利用は通常料金となります。
ゴルフリークス（ゴルフクラブフィッティング・ゴルファーズサロン）
TEL：052－212－5577
【特典３　リバーデール　メンバー料金優待】
①	入場料：ビジター330円（税込）→220円（税込）（リバーデールメンバー料金）
②ボール料：メンバー料金（HPよりご確認ください）
・		入場料、ボール料について、リバーデールのメンバー料金にてご利用
頂けます。メンバー料金は弊社HPにてご確認ください。
・		上記特典は、全てご本人様のみご利用頂けます。
・必ず、受付時フロントに株主ご優待券をご提示ください。
・ご利用は有効期限内であれば、何回でも可能です。
　リバーデールゴルフクラブ（ゴルフ練習場）　TEL：0568－52－2500
【特典４　ゴルフ場プレー特別料金（税別）】
トーシングループ
ゴルフ場

平日 土日祝
7・8・1・2月 9－12月 7・8・1・2月 9－12月

プリンスビル 4,902円 5,432円 7,652円 9,282円
さくらヒルズ 6,547円 10,397円 11,497円
セントラルコース 6,547円 12,047円
伊良湖シーサイド 7,082円 7,632円 9,832円 10,382円

（ご参考）
※単元未満株式（100株未満）の買取買増制度について
株主様の口座のある証券会社等にお申出ください。
なお、証券会社等に口座がないために特別口座が開設されました株主様
は、弊社の株主名簿管理人であります三井住友信託銀行証券代行部で
承っております。
下記フリーダイヤルまでお問合せください。
電話：0120－782－031

株主様ご優待券の贈呈
・ご利用は有効期限内であれば、何回でも可能です。
・		お電話または、弊社HPからの予約に限ります。予約時に株主ご優待
券利用の旨お伝えください。

・プレー当日、必ずコース受付時に株主ご優待券をご提示ください。
・セルフ、乗用カート付き、諸経費を含む、食事代は別途。
・さくら、セントラル、伊良湖の平日は2B割増1,100円（税込）。
　全コースの土日祝は2B割増2,200円（税込）。
・	プリンスビル	ゴルフ利用税		閑散期：450円（税込）		繁忙期：650円（税込）
・		GW、お盆、正月等で土日祝料金となる場合がありますので予約時に
ゴルフ場へご確認ください。

・	8/10（火）、8/11（水）、8/12（木）、8/13（金）、1/3（月）、1/4（火）
は土日祝の扱いとなります。

・予約できる組数、時間帯に制限があります。
・		本券一枚で一組（同組）の方も上記特別料金でご利用頂けます。
・		株主優待対応の下記ゴルフ場にてご予約ください。
TOSHIN	Golf	Club	Central	Course（岐阜） TEL：0574－54－1002
TOSHIN	さくら	Hills	Golf	Club（岐阜） TEL：0575－33－4333
TOSHIN	Princeville	Golf	Course（三重） TEL：059－279－3088
伊良湖シーサイドゴルフ倶楽部（愛知） TEL：0531－35－6021
【特典５　ゴルフ場プレー無料ご招待】
①ゴルフ場平日1Ｒ無料御招待1回
※上記（2）300株～999株保有の株主様
②ゴルフ場平日1Ｒ無料御招待2回または土日祝1Ｒ無料御招待1回
※上記（3）1,000株～1,499株保有の株主様
③	ゴルフ場平日1Ｒ無料御招待3回または土日祝1Ｒ無料御招待1回	
＋平日1Ｒ無料御招待1回

※上記（4）1,500株以上保有の株主様
・	ご利用は有効期限内、上記記載曜日のみ、ご署名本人上記記載回数限り。
・		お電話または、弊社HPからの予約に限ります。予約時に株主ご優待
券利用の旨お伝えください。

・プレー当日、必ずコース受付時に株主ご優待券をご提示ください。
・		セルフ、乗用カート付き、平日のプレー料金が無料になります。食事
代、ゴルフ場利用税、ゴルフ振興基金、諸経費が別途必要です。

・		さくら、セントラル、伊良湖の平日は2B割増1,100円（税込）。全コー
スの土日祝は2B割増2,200円（税込）。

・	8/10（火）、8/11（水）、8/12（木）、8/13（金）、1/3（月）、1/4（火）
は土日祝の扱いとなります。

・	GW、お盆、正月等で土日祝料金となる場合がありますので予約時に
ゴルフ場へご確認ください。

株主優待制度
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・住所変更、単元未満株式の買取・買増等のお申出先について
株主様の口座のある証券会社等にお申出ください。
なお、証券会社等に口座がないため特別口座が開設されました株主様は、特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀
行株式会社にお申出ください。

・未払配当金の支払いについて
株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。

・配当金計算書について
配当金支払いの際送付している「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。
株式数比例配分方式をご選択いただいている株主様につきましては、源泉徴収税額の計算は証券会社にて行われます。確
定申告を行う際の添付資料につきましては、お取引の証券会社にご確認をお願いします。なお、配当金領収証にて配当金
をお受取りの株主様につきましても、配当支払いの都度「配当金計算書」を同封させていただいております。
※確定申告をなされる株主様は、大切に保管ください。

株主メモ

● 事 業 年 度 毎年５月１日から翌年４月30日まで ● 郵便物送付先

（電話照会先）

〒168-0063
東京都杉並区和泉二丁目８番４号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
電話　0120-782-031（フリーダイヤル）
取次事務は三井住友信託銀行株式会社の
全国本支店で行っております。

● 定時株主総会 毎年７月下旬

● 基 準 日 定時株主総会・期末配当	 毎年４月30日
中間配当	 毎年10月31日

● 株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社

●

●

上場金融商品取引所

公 告 方 法

株式会社東京証券取引所
JASDAQ市場

電子公告
ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に
掲載して行う。
https://www.toshin-group.com/


