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1. 2021年4月期の連結業績（2020年5月1日～2021年4月30日）

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

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4月期 20,979 △1.6 592 120.8 537 166.8 △345 ―

2020年4月期 21,325 △12.5 268 △24.2 201 △33.5 187 41.9

（注）包括利益 2021年4月期　　△341百万円 （―％） 2020年4月期　　191百万円 （48.5％）

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4月期 △53.90 ― △10.7 2.4 2.8

2020年4月期 29.22 ― 5.5 1.0 1.3

（参考） 持分法投資損益 2021年4月期 ―百万円 2020年4月期 ―百万円

(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4月期 23,602 3,035 12.7 464.94

2020年4月期 21,805 3,499 15.8 538.74

（参考） 自己資本 2021年4月期 3,006百万円 2020年4月期 3,454百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況
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4月期 1,281 △584 △551 1,675

2020年4月期 767 △2,843 1,912 1,528

2. 配当の状況

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4月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00 128 68.4 3.7

2021年4月期 ― 12.00 ― 10.00 22.00 141 ― 4.3

2022年4月期(予想) ― 10.00 ― 10.00 20.00 ―

3. 2022年 4月期の連結業績予想（2021年 5月 1日～2022年 4月30日）

通期業績予想につきましては、現時点において合理的な業績予想の算定が困難であるため、開示を見送らせて頂きます。



※ 注記事項

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　：　無

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(2) 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

(3) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年4月期 6,536,800 株 2020年4月期 6,481,200 株

② 期末自己株式数 2021年4月期 70,021 株 2020年4月期 69,541 株

③ 期中平均株式数 2021年4月期 6,416,052 株 2020年4月期 6,411,874 株

（参考）個別業績の概要

2021年4月期の個別業績（2020年5月1日～2021年4月30日）

(1) 個別経営成績 （％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4月期 1,486 40.4 467 366.9 440 550.1 △419 ―

2020年4月期 1,058 △20.1 100 △64.4 67 △72.9 103 201.4

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
円 銭 円 銭

2021年4月期 △65.39 ―

2020年4月期 16.12 ―

(2) 個別財政状態

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4月期 15,900 1,905 11.9 291.51

2020年4月期 14,426 2,443 16.7 375.33

（参考） 自己資本 2021年4月期 1,885百万円 2020年4月期 2,406百万円

※ 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

通期業績予想につきましては、現時点において合理的な業績予想の算定が困難であるため、開示を見送らせて頂きます。
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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

よる影響が長期化しており、雇用情勢や個人消費において急速な減退が進み、企業収益を合わせ厳しい状況が続いて

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。

　当連結会計年度の連結経営成績は、売上高209億79百万円（前年同期比1.6％減）、営業利益５億92百万円（前年同

期比120.8％増）、経常利益５億37百万円（前年同期比166.8％増）、親会社株主に帰属する当期純損失３億45百万円

（前年同期親会社に帰属する当期純利益187百万円）となりました。

セグメントの業績は次のとおりであります。

（移動体通信関連事業）

　携帯電話業界におきましては、総務省による「モバイルサービス等の適正化」によって端末代金と通信料金等の完

全分離が行われ、通信事業者によるシンプルで分かりやすい料金プランの提供が始まりました。一方で、通信事業者

による店舗評価制度の見直しや変更が行われ、携帯代理店における競争激化が続いております。

　このような環境の中、当社グループは、新型コロナウイルス感染症の感染防止策を徹底しつつ、「５Ｇ」（第５世

代移動通信システム）の商用サービスの提案、スマートフォンを利用した決済サービスの提案、新料金プランの提案

など顧客満足度の向上に努めてまいりました。その結果、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。

（不動産事業）

　不動産事業におきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けてテナントビルやマンションの入居需要が例

年に比べて落ち着いてはいるものの、不動産市場は底堅く推移しております。当社グループは、新規マンションの建

設、テナントビル及びマンションの入居者募集を行うと共に市場の変化を敏感に読み取りながら、的確な対応を進め

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。

（リゾート事業）

　ゴルフ業界におきましては、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な利用者の減少はあったものの、

回復基調で推移しております。若手からベテランに至るまで幅広いプロゴルファーの活躍により、ゴルフ人気が幅

広く波及しており、ゴルフが世代を超え老若男女に親しみやすいスポーツとして捉えられるようになっておりま

す。

　このような環境の中、ゴルフコースの品質維持・サービス向上に努め、ゴルファーの快適なプレー環境をサポー

トし、集客力の強化に努めてまいりました。

  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。

（その他）

飲料水の販売やゴルフ用品の販売、太陽光発電事業、ゴルフレッスン施設等を行っております。

　(2）当期の財政状態の概況

　資産、負債及び純資産の状況

　当連結会計年度における総資産は、236億２百万円となり、前連結会計年度末と比べて17億96百万円の増加と

なりました。これは、主に売掛金の増加、土地の取得によるものであります。

　負債は205億67百万円となり、前連結会計年度末と比べて22億60百万円の増加となりました。これは、主に買

掛金の増加、役員退職慰労引当金の計上によるものであります。

　純資産は、30億35百万円となり、前連結会計年度末と比べて４億64百万円の減少となり、自己資本比率12.7％

となりました。
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2017年4月期 2018年4月期 2019年4月期 2020年4月期 2021年4月期

 自己資本比率(％) 18.1 17.7 17.2 15.8 12.7

 時価ベースの自己資本比率

(％)
19.5 21.7 18.5 14.2 16.3

 キャッシュ・フロー対有利

子負債比率(年)
25.2 17.8 40.4 19.1 11.3

 インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ(倍)
3.9 6.6 3.6 8.3 13.13

　（3）当期のキャッシュ・フローの概況

　当連結会計年度の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、有形固定資産の取得による支出６億73百

万円や借入金返済による支出８億63百万円、長期借入金による収入２億50百万円により一部相殺され、税金等調

整前当期純損失が４億65百万円（前年同期税金等調整前当期純利益274百万円）と減少したものの、前連結会計

年度末に比べ１億46百万円増加し、当連結会計年度末には16億75百万円となりました。

（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12億81百万円（前年同期比66.9％増）となりました。これは主に税金等調整前

当期純損失４億65百万円、減価償却費３億48百万円、役員退職慰労引当金の増加額11億２百万円等によるもので

あります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は５億84百万円（前年同期比79.5％減）となりました。これは主に有形固定資産

の取得による支出６億73百万円等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５億51百万円（前年同期財務活動により得られた資金19億12百万円）となりま

した。これは主に長期借入による収入２億50百万円、長期借入金の返済による支出８億63百万円等によるもので

あります。

 　　　(参考)キャッシュ・フロー関連指標の推移

  　自己資本比率：自己資本／総資産

　　時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

　　キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

　　インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

　　　(注１)　いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

　　　(注２)　株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

　　　(注３)　キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを使用しております。

　　　(注４)　有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象とし

　　　　　　　ております。

- 3 -

㈱トーシンホールディングス（9444）　2021年４月期　決算短信



２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

　当社グループの利害関係者の多くは、国内の株主、債権者、取引先等であり、海外からの資金調達の必要性が乏しい

ため、会計基準につきましては日本基準を適用しております。

- 4 -

㈱トーシンホールディングス（9444）　2021年４月期　決算短信



(単位：千円)

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

現金及び預金 3,481,809 3,576,367

売掛金 2,024,316 2,503,176

商品及び製品 489,438 432,561

原材料及び貯蔵品 18,362 19,211

その他 213,567 212,337

流動資産合計 6,227,494 6,743,653

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 8,732,752 9,062,154

減価償却累計額 △2,504,107 △2,782,667

建物及び構築物（純額） 6,228,644 6,279,487

土地 8,501,887 9,317,205

リース資産 335,059 337,103

減価償却累計額 △241,519 △189,999

リース資産（純額） 93,540 147,103

建設仮勘定 26,827 201,080

その他 581,857 599,958

減価償却累計額 △512,717 △528,272

その他（純額） 69,140 71,686

有形固定資産合計 14,920,040 16,016,563

無形固定資産 150,547 150,547

投資その他の資産

投資有価証券 54,525 55,253

長期貸付金 58,535 53,906

敷金及び保証金 186,294 184,005

繰延税金資産 89,248 329,925

その他 111,013 62,549

投資その他の資産合計 499,616 685,640

固定資産合計 15,570,205 16,852,751

繰延資産

社債発行費 8,180 5,926

繰延資産合計 8,180 5,926

資産合計 21,805,880 23,602,331

３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表
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(単位：千円)

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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,110,471 2,590,390

短期借入金 4,050,000 4,300,000

１年内返済予定の長期借入金 706,805 869,865

未払金 166,328 394,524

リース債務 71,159 113,754

未払法人税等 49,727 128,583

賞与引当金 35,626 33,800

資産除去債務 1,752 －

その他 298,849 336,434

流動負債合計 7,490,718 8,767,352

固定負債

社債 700,000 700,000

長期借入金 9,057,921 8,281,157

リース債務 106,703 170,645

繰延税金負債 471,280 472,371

退職給付に係る負債 28,541 29,557

役員退職慰労引当金 － 1,102,608

資産除去債務 21,489 22,694

デリバティブ債務 67,100 59,377

その他 362,567 961,314

固定負債合計 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

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

株主資本合計 3,436,772 2,984,305

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 17,474 22,363

その他の包括利益累計額合計 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
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(単位：千円)

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

給料及び手当 838,500 774,384

減価償却費 306,907 348,598

賞与引当金繰入額 34,017 33,800

退職給付費用 9,066 4,935

役員退職慰労引当金繰入額 － 30,595

地代家賃 246,031 216,787

その他 1,693,795 1,625,125

販売費及び一般管理費合計 3,128,318 3,034,226

営業利益 268,464 592,657

営業外収益

受取利息 331 199

受取配当金 1,079 1,812

デリバティブ評価益 3,577 7,722

敷金償却収入 10,233 3,335

その他 28,017 36,872

営業外収益合計 43,239 49,941

営業外費用

支払利息 97,443 97,656

支払手数料 11 20

その他 12,788 7,517

営業外費用合計 110,244 105,194

経常利益 201,459 537,404

特別利益

固定資産売却益 44,104 350

投資有価証券売却益 － 8,184

新株予約権戻入益 41,589 13,379

受取保険金 3,147 63,710

特別利益合計 88,841 85,624

特別損失

固定資産売却損 － 5,245

固定資産除却損 15,388 10,961

役員退職慰労引当金繰入額 － 1,072,013

特別損失合計 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

（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）
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（単位：千円）

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)

当期純利益又は当期純損失（△） 191,710 △346,114

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △199 4,889

その他の包括利益合計 △199 4,889

包括利益 191,510 △341,224

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 187,172 △340,936

非支配株主に係る包括利益 4,338 △288

（連結包括利益計算書）
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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 自己株式 株主資本合計

当期首残高 724,752 863,270 1,838,012 △48,159 3,377,875

当期変動額

新株の発行 －

剰余金の配当 △128,239 △128,239

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（△）

187,372 187,372

自己株式の処分 △9 62 52

自己株式の取得 △288 △288

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

当期変動額合計 － － 59,123 △225 58,897

当期末残高 724,752 863,270 1,897,135 △48,385 3,436,772

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 17,673 17,673 78,574 3,987 3,478,110

当期変動額

新株の発行 －

剰余金の配当 △128,239

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

自己株式の処分 52

自己株式の取得 △288

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

△199 △199 △41,589 4,338 △37,450

当期変動額合計 △199 △199 △41,589 4,338 21,446

当期末残高 17,474 17,474 36,985 8,325 3,499,557

（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自　2019年５月１日　至　2020年４月30日）

- 9 -

㈱トーシンホールディングス（9444）　2021年４月期　決算短信



(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 724,752 863,270 1,897,135 △48,385 3,436,772

当期変動額

新株の発行 17,347 17,347 34,694

剰余金の配当 △141,054 △141,054

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（△）

△345,826 △345,826

自己株式の処分 △20 97 77

自己株式の取得 △359 △359

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

当期変動額合計 17,347 17,347 △486,900 △261 △452,467

当期末残高 742,099 880,617 1,410,234 △48,646 2,984,305

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 17,474 17,474 36,985 8,325 3,499,557

当期変動額

新株の発行 34,694

剰余金の配当 △141,054

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（△）

△345,826

自己株式の処分 77

自己株式の取得 △359

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

4,889 4,889 △16,437 △288 △11,836

当期変動額合計 4,889 4,889 △16,437 △288 △464,304

当期末残高 22,363 22,363 20,548 8,036 3,035,253

当連結会計年度（自　2020年５月１日　至　2021年４月30日）
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(単位：千円)

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

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

減価償却費 306,907 348,598

繰延資産償却額 2,254 2,254

賞与引当金の増減額（△は減少） △11,759 △1,826

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △100 1,015

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － 1,102,608

受取利息及び受取配当金 △1,411 △2,011

支払利息 97,443 97,656

固定資産売却損益（△は益） △44,104 4,895

固定資産除却損 15,388 10,961

為替差損益（△は益） 2,594 △1,060

デリバティブ評価損益（△は益） △3,577 △7,722

新株予約権戻入益 △41,589 △13,379

受取保険金 － △63,710

投資有価証券売却損益（△は益） － △8,184

売上債権の増減額（△は増加） 519,180 △478,859

たな卸資産の増減額（△は増加） 260,706 56,028

その他の資産の増減額（△は増加） 1,339 △11,794

仕入債務の増減額（△は減少） △462,202 479,919

未払金の増減額（△は減少） 20,781 143,225

未払消費税等の増減額（△は減少） △74,727 201,084

その他の負債の増減額（△は減少） △42,044 △6,250

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） 8,058 17,333

その他 966 7,230

小計 829,018 1,412,822

利息及び配当金の受取額 1,411 2,011

利息の支払額 △92,806 △97,600

法人税等の支払額 △51,948 △36,181

法人税等の還付額 81,975 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 767,650 1,281,050

（４）連結キャッシュ・フロー計算書
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(単位：千円)

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)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加） △190,432 52,108

有形固定資産の取得による支出 △2,727,769 △673,209

有形固定資産の売却による収入 42,232 42,402

投資有価証券の取得による支出 △18,815 △2,498

投資有価証券の売却による収入 － 17,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

収入
33,008 －

資産除去債務の履行による支出 △10,293 －

敷金及び保証金の差入による支出 △54 △4,986

敷金及び保証金の回収による収入 40,741 7,275

保険積立金の積立による支出 △11,918 △22,262

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

短期借入金の純増減額（△は減少） 250,000 250,000

長期借入れによる収入 2,663,000 250,000

長期借入金の返済による支出 △789,028 △863,704

リース債務の返済による支出 △84,365 △78,777

新株予約権の行使による株式の発行による収入 － 31,636

配当金の支払額 △127,321 △140,148

その他 △235 △281

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（△は減少） △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
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（５）連結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。

(単位：千円)

報告セグメント
その他
（注）

合計移動体
通信関連

事業

不動産
事業

リゾート
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 19,418,642 566,866 1,302,457 21,287,966 38,024 21,325,991

セグメント間の内部
売上高又は振替高 － － － － － －

計 19,418,642 566,866 1,302,457 21,287,966 38,024 21,325,991

セグメント利益 236,680 208,313 23,783 468,777 △3,913 464,864

セグメント資産 3,030,757 10,345,338 4,595,862 17,971,958 24,010 17,995,968

その他の項目

減価償却費 25,142 147,810 107,533 280,487 1,970 282,457

のれんの償却額 － － － － － －

受取利息 2 1 1 5 － 5

支払利息 38,483 16,902 34,338 89,724 314 90,038

有形固定資産及び無形
固定資産の増加額 47,868 2,366,625 1,129,583 3,544,077 － 3,544,077

（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

　当社グループの報告セグメントは、当社グループ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。

　当社グループは、移動体通信機器等の販売、携帯電話サービス契約への加入取次等の業務受託等を行う「移

動体通信関連事業」、貸しビル、マンション賃貸事業及び不動産販売事業等を行う「不動産事業」及びゴルフ

場の運営管理等を行う「リゾート事業」の３つを報告セグメントとしております。

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債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方法は、連結財務諸表作成において採用している会計処理の方法

と同一であります。

　報告セグメントの利益は、経常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、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度（自　2019年５月１日　至　2020年４月30日）

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、飲料水の販売、太陽光売電収入、ゴル

フレッスン施設収入、ふるさと納税返礼品提供収入等を含んでおります。
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(単位：千円)

報告セグメント
その他
（注）

合計移動体
通信関連

事業

不動産
事業

リゾート
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 18,814,204 694,681 1,414,595 20,923,482 55,733 20,979,215

セグメント間の内部
売上高又は振替高 － － － － － －

計 18,814,204 694,681 1,414,595 20,923,482 55,733 20,979,215

セグメント利益 452,009 277,697 54,043 783,750 2,252 786,002

セグメント資産 3,542,640 11,292,650 4,754,377 19,589,668 26,474 19,616,142

その他の項目

減価償却費 22,984 208,731 88,569 320,285 1,970 322,255

のれんの償却額 － － － － － －

受取利息 2 0 2 5 － 5

支払利息 36,533 20,055 32,613 89,202 277 89,479

有形固定資産及び無形
固定資産の増加額 69,197 1,211,222 204,521 1,484,941 － 1,484,941

当連結会計年度（自　2020年５月１日　至　2021年４月30日）

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、飲料水の販売、太陽光売電収入、ゴル

フレッスン施設収入、ふるさと納税返礼品提供収入等を含んでおります。
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売上高 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 21,287,966 20,923,482

「その他」の区分の売上高 38,024 55,733

セグメント間取引消去 － －

連結財務諸表の売上高 21,325,991 20,979,215

利益 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 468,777 783,750

「その他」の区分の利益 △3,913 2,252

セグメント間取引消去 － －

全社費用（注） △263,404 △248,597

連結財務諸表の経常利益 201,459 537,404

資産 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 17,971,958 19,589,668

「その他」の区分の資産 24,010 26,474

全社資産（注） 3,809,911 3,986,189

連結財務諸表の資産合計 21,805,880 23,602,331

その他の項目

報告セグメント計 その他 調整額 連結財務諸表計上額

前連結会計
年度

当連結会計
年度

前連結
会計年
度

当連結
会計年
度

前連結
会計年
度

当連結
会計年
度

前連結会計
年度

当連結会計
年度

減価償却費 280,487 320,285 1,970 1,970 24,450 25,401 306,907 347,657

受取利息 5 5 － － 326 193 331 199

支払利息 89,724 89,202 314 277 7,405 8,176 97,443 97,656

有形固定資産及び
無形固定資産の増
加額

3,544,077 1,484,941 － － 38,080 36,043 3,582,158 1,520,984

４．報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        (単位：千円)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：千円)

　　（注）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、営業外収益及び営業外費用であります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：千円)

　（注）全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社現預金であります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：千円)
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顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

ソフトバンク株式会社 6,840,985 　移動体通信関連事業

ＫＤＤＩ株式会社 6,165,412 　移動体通信関連事業

株式会社オーレンジ 5,084,367 　移動体通信関連事業

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

ソフトバンク株式会社 6,526,692 　移動体通信関連事業

ＫＤＤＩ株式会社 5,309,290 　移動体通信関連事業

株式会社オーレンジ 5,357,433 　移動体通信関連事業

【関連情報】

前連結会計年度（自  2019年５月１日  至  2020年４月30日）

１．製品及びサービスごとの情報

製品及びサービスの区分が報告セグメントと同一であるため、記載を省略いたしております。

２．地域ごとの情報

(1）売上高

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

(2）有形固定資産

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

３．主要な顧客ごとの情報

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

当連結会計年度（自  2020年５月１日  至  2021年４月30日）

１．製品及びサービスごとの情報

製品及びサービスの区分が報告セグメントと同一であるため、記載を省略いたしております。

２．地域ごとの情報

(1）売上高

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

(2）有形固定資産

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

３．主要な顧客ごとの情報

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
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【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】

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

　該当事項はありません。

　　　　当連結会計年度（自  2020年５月１日  至  2021年４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】

前連結会計年度（自  2019年５月１日  至  2020年４月30日）

　該当事項はありません。

当連結会計年度（自  2020年５月１日  至  2021年４月30日）

　該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度（自  2019年５月１日  至  2020年４月30日）

　該当事項はありません。

当連結会計年度（自  2020年５月１日  至  2021年４月30日）

　該当事項はありません。
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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）

１株当たり純資産額 538円74銭 464円94銭

１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金

額（△）
29円22銭 △53円90銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 － －

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）

(1）１株当たり当期純利益金額

親会社株主に帰属する当期純利益金額（千

円）
187,372 △345,826

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

純利益金額（千円）
187,372 △345,826

普通株式の期中平均株式数（株） 6,411,874 6,416,052

(2）潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

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） － －

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金額の算定に含まれなかっ

た潜在株式の概要

　2015年８月10日取締役会決議

によるストックオプション

（新株予約権の数 1,746個）

　2016年８月８日取締役会決議

によるストックオプション

（新株予約権の数 4,312個）

　2016年８月８日取締役会決議

によるストックオプション

（新株予約権の数 3,736個）

（１株当たり情報）

（注）１.当連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、当期純損失であり、また、希薄化

効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。なお、前連結会計年度の潜在株式調整後

１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

　　　２.１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。
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