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1.  平成21年4月期第1四半期の連結業績（平成20年5月1日～平成20年7月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年4月期第1四半期 4,422 ― 127 ― 121 ― 64 ―

20年4月期第1四半期 4,809 44.5 108 84.7 118 25.3 67 △13.7

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年4月期第1四半期 102.60 102.51
20年4月期第1四半期 105.60 105.34

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

21年4月期第1四半期 15,362 2,748 17.9 4,344.01
20年4月期 15,851 2,746 17.3 4,341.35

（参考） 自己資本   21年4月期第1四半期  2,748百万円 20年4月期  2,746百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年4月期 ― 100.00 ― 100.00 200.00
21年4月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年4月期（予想） ――― 100.00 ― 100.00 200.00

3.  平成21年4月期の連結業績予想（平成20年5月1日～平成21年4月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期連結累計期間 10,508 ― 375 ― 345 ― 178 ― 282.50
通期 20,500 △11.7 860 18.5 800 5.5 436 8.1 689.37

4.  その他 
(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  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご参照ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】  ４．その他をご参照ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
  １．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づき作成しており、 
    実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、業績予想に関連する事項につきましては、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 「３． 
    連結業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。 
  ２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用 
    指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年4月期第1四半期  638,874株 20年4月期  638,874株

② 期末自己株式数 21年4月期第1四半期  6,163株 20年4月期  6,163株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年4月期第1四半期  632,711株 20年4月期第1四半期  637,751株
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定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

当第１四半期（平成20年５月１日から平成20年７月31日まで）におけるわが国経済は、サブプライムローン問題

に端を発した米国経済の減速や原油価格・素材価格の高騰に伴い、企業の設備投資や個人消費が減少し、景気の減

速感が強まりました。

　このような経済状況のもとで、当社グループは、移動体通信関連事業における販売基盤の整備・サービス向上、

不動産事業の市場動向に応じた多角化への深耕及びリゾート事業の拡大強化などに努めてまいりました。

　当第１四半期の経営成績は、売上高44億22百万円（前年同期比8.0％減）、営業利益１億27百万円（前年同期比

17.9％増）、経常利益１億21百万円（前年同期比2.5％増）、四半期純利益64百万円（前年同期比3.6％減）となり

ました。

事業の種類別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）

　携帯電話業界においては、携帯電話の加入件数が平成20年７月末現在で１億403万台に達し、そのうち第３世代携

帯電話端末の台数は9,175万台となっており、全体の88.2％を占めております。第３世代携帯電話への移行が進む一

方、割賦販売による買い替えサイクルの長期化等により、当第１四半期の携帯電話の純増数は105万台と前年同期比

23.0％減となりました（「電気通信事業者協会」より）。

　このような環境のなかで、当社グループは、顧客サービスの向上を行う為、社内研修を中心にさらには外部機関

の研修講師を招き、研修強化に取り組んでまいりましたが、市場の厳しい環境をカバーすることが出来ず、売上高

は37億94百万円（前年同期比13.7％減）となりました。

（不動産事業）

　米国のサブプライムローン問題に端を発した世界レベルでの信用圧縮に伴い、不動産取引の停滞や不動産市況の

悪化等の影響が発生し、不動産・建築会社等の経営破綻が相次ぐなど厳しい経営環境が続いております。このよう

な状況下にあって、当社グループにおきましては、不動産市況に左右されない最適な事業の構築を目指し取り組ん

で参りました。

　当第１四半期における売上高は１億60百万円（前年同期比55.0％増）となりました。

（リゾート事業）

　ゴルフ業界につきましては、これまで女子のみであった持続的なプロゴルフ人気が男子にも発生したことでゴル

フへの関心が高まり、ゴルフが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。

　このような経営環境の中、当社グループにおきましては当第１四半期から保有コースの５コースが期首より稼動

したことによって事業基盤が拡大し、集客力が向上しました。

　今後においても、ゴルフ場の数を増やすことによって、スケールメリットを活用し、一括購買による仕入価格の

低減や当社グループの複数コースの優待などの運営により、さらなる事業基盤の拡大を目指します。

　当第１四半期における売上高は４億57百万円（前年同期比58.2％増）となりました。

（その他事業）

　その他事業としてフード事業を行っております。

　当第１四半期は、店舗体制が２店舗から１店舗に減少したことにより売上高は10百万円（前年同期比49.1％減）

となりました。
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２．連結財政状態に関する定性的情報

（１）財政状態の変動状況

　当第１四半期末における総資産は、153億62百万円となり、前連結会計年度末と比べて４億88百万円の減少とな

りました。これは主に、売掛金の減少によるものであります。　

　負債は、126億14百万円となり、前連結会計年度末と比べて４億90百万円の減少となりました。これは主に、買

掛金の減少によるものであります。

　純資産は、27億48百万円となり、前連結会計年度末と比べて１百万円の増加となり、自己資本比率は17.9％と

なりました。

（２）キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、６億52百万円となり、前連結会計年度末

に比べ２億92百万円の減少となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期における営業活動により使用したキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益１億31百万

円、売上債権の減少５億18百万円等がありましたが、仕入債務の減少４億48百万円、たな卸資産の増加１億63百

万円等により、全体では１億96百万円の支出となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期における投資活動により使用したキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出86百万

円等により、全体では１億89百万円の支出となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期における財務活動により得たキャッシュ・フローは、借入金の返済による支出５億２百万円等が

ありましたが、長期借入れによる収入６億50百万円により、全体では93百万円の収入となりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

平成21年４月期の業績予想につきましては、第２四半期連結累計期間、通期とも当初の計画（平成20年６月13日

付の決算短信で公表）を変更しておりません。

４．その他

（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）

　該当事項はありません。

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①　簡便な会計処理

イ　たな卸資産の評価方法

　　たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ、正味売却価額を見積り、

簿価切下げを行う方法によっております。

ロ　固定資産の減価償却の算定方法

　　定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

よっております。

②　四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

　　　該当事項はありません。

㈱トーシン(9444)　平成21年４月期　第１四半期決算短信

－3－



（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

①　「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用

　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年３月14日）及び

「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号 平成19年３月14日）を適用し

ております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

　なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内

閣府令」（内閣府令第50号 平成20年８月７日）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連

結財務諸表規則に基づいて作成しております。

②　「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、個別法による原価法（商品、販売用不動産）及び

最終仕入原価法による原価法（貯蔵品）によっておりましたが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の

評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、商品及び販売

用不動産は個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により、

貯蔵品については最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法）により算定しております。この変更に伴う損益への影響はありません。

③　「リース取引に関する会計基準」等の適用

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成５年６月17日(企業会計審議会

第一部会)、平成19年３月30日改正))及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針

第16号(平成６年１月18日(日本公認会計士協会 会計制度委員会)、平成19年３月30日改正))が平成20年４月１

日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、

当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっておりま

す。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期

間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続

き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。この適用に伴う損益への影響はありませ

ん。　
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５．【四半期連結財務諸表】 
（１）【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年７月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 902,875 1,128,789

売掛金 1,914,534 2,432,950

商品 684,169 662,318

販売用不動産 2,082,069 1,925,581

貯蔵品 14,250 12,902

その他 166,087 199,461

貸倒引当金 △1,558 △286

流動資産合計 5,762,426 6,361,716

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,606,497 2,584,725

減価償却累計額 △665,590 △626,846

建物及び構築物（純額） 1,940,906 1,957,878

土地 5,479,351 5,465,339

その他 229,808 192,808

減価償却累計額 △76,202 △83,003

その他（純額） 153,605 109,805

有形固定資産合計 7,573,863 7,533,023

無形固定資産   

のれん 82,679 88,005

その他 133,718 104,738

無形固定資産合計 216,398 192,744

投資その他の資産   

匿名組合出資金 899,615 831,681

その他 889,946 910,661

貸倒引当金 △396 △189

投資その他の資産合計 1,789,164 1,742,153

固定資産合計 9,579,426 9,467,921

繰延資産 21,006 22,203

資産合計 15,362,860 15,851,841
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年７月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年４月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,767,098 2,215,613

短期借入金 3,639,172 3,974,764

1年内償還予定の社債 44,000 44,000

未払法人税等 32,958 188,645

賞与引当金 36,802 80,424

その他 627,866 633,154

流動負債合計 6,147,897 7,136,602

固定負債   

社債 632,000 632,000

長期借入金 5,575,259 5,092,084

退職給付引当金 5,522 4,059

その他 253,678 240,273

固定負債合計 6,466,460 5,968,417

負債合計 12,614,358 13,105,019

純資産の部   

株主資本   

資本金 693,858 693,858

資本剰余金 832,376 832,376

利益剰余金 1,272,497 1,270,855

自己株式 △43,998 △43,998

株主資本合計 2,754,734 2,753,091

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △6,232 △6,270

評価・換算差額等合計 △6,232 △6,270

純資産合計 2,748,501 2,746,821

負債純資産合計 15,362,860 15,851,841
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（２）【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成20年７月31日) 

売上高 4,422,516

売上原価 3,436,732

売上総利益 985,783

販売費及び一般管理費 858,073

営業利益 127,709

営業外収益  

受取利息及び配当金 1,056

広告支援金収入 14,304

ゴルフ場施設協力金 14,223

その他 7,251

営業外収益合計 36,836

営業外費用  

支払利息 41,741

その他 1,347

営業外費用合計 43,088

経常利益 121,457

特別利益  

固定資産売却益 10,494

特別利益合計 10,494

税金等調整前四半期純利益 131,951

法人税、住民税及び事業税 40,584

法人税等調整額 26,453

法人税等合計 67,037

四半期純利益 64,913
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成20年７月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 131,951

減価償却費 48,520

のれん償却額 5,325

繰延資産償却額 1,196

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,478

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,463

賞与引当金の増減額（△は減少） △43,622

受取利息及び受取配当金 △1,056

支払利息 41,741

固定資産売却損益（△は益） △10,494

売上債権の増減額（△は増加） 518,416

たな卸資産の増減額（△は増加） △163,795

その他の資産の増減額（△は増加） △29,631

仕入債務の増減額（△は減少） △448,515

未払金の増減額（△は減少） △41,473

未払消費税等の増減額（△は減少） △1,688

その他の流動負債の増減額（△は減少） 15,159

預り敷金及び保証金の受入による収入 13,221

小計 38,196

利息及び配当金の受取額 945

利息の支払額 △42,862

法人税等の支払額 △192,724

営業活動によるキャッシュ・フロー △196,444

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） △66,206

有形固定資産の取得による支出 △86,249

有形固定資産の売却による収入 20,000

匿名組合出資金の払込による支出 △60,000

敷金及び保証金の差入による支出 △58

敷金及び保証金の回収による収入 260

貸付金の回収による収入 3,210

投資活動によるキャッシュ・フロー △189,042

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） △340,000

長期借入れによる収入 650,000

長期借入金の返済による支出 △162,417

配当金の支払額 △54,216

財務活動によるキャッシュ・フロー 93,366

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △292,120

現金及び現金同等物の期首残高 944,639

現金及び現金同等物の四半期末残高 652,519
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　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年３月14日）及び

「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号 平成19年３月14日）を適用し

ております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

　なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内

閣府令」（内閣府令第50号 平成20年８月７日）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連

結財務諸表規則に基づいて作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

　当第１四半期連結累計期間（自　平成20年５月１日　至　平成20年７月31日）

 

移動体
通信関連
事業

（千円）

不動産
事業

（千円）

リゾート
事業

（千円）

その他
事業

（千円）

計
（千円）

消去又は
全社

（千円）

連結
（千円）

売上高        

(1）外部顧客に対する
売上高

3,794,351 160,175 457,779 10,209 4,422,516 － 4,422,516

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － － － －

計 3,794,351 160,175 457,779 10,209 4,422,516 － 4,422,516

経常利益
（又は経常損失△）

167,708 59,939 61,889 △4,265 285,272 △163,814 121,457

　（注）１．事業の区分の方法

事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．事業の内容

移動体通信関連事業：移動体通信機器等の販売事業・携帯電話サービス契約への加入取次等の業務受託等

不動産事業　　　　：貸しビル、マンション賃貸事業及び不動産販売事業等

 　　　　　 リゾート事業　　　：ゴルフ場の運営管理等

その他事業　　　　：フード事業

３．営業利益又は営業損失に替えて、経常利益又は経常損失を記載しております。

４．会計処理の方法の変更

　（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　　　「定性的情報・財務諸表等」４．（3）②に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評

価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を適用しております。この変更に伴う損益

への影響はありません。

ｂ．所在地別セグメント情報

　当第１四半期連結累計期間（自　平成20年５月１日　至　平成20年７月31日）

　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。

ｃ．海外売上高

　当第１四半期連結累計期間（自　平成20年５月１日　至　平成20年７月31日）

　海外売上高はありませんので、該当事項はありません。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

　　　　　前第１四半期連結累計期間（自　平成19年５月１日　至　平成19年７月31日）

 
前年同四半期

（平成20年４月期
　第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ　売上高 4,809,008

Ⅱ　売上原価 4,001,729

　売上総利益 807,278

Ⅲ　販売費及び一般管理費 698,946

　営業利益 108,332

Ⅳ　営業外収益  

　１．受取利息・受取配当金 1,070

　２．広告支援金収入 15,453

　３．店舗開発支援金 21,472

　４．その他 7,605

 営業外収益合計 45,602

Ⅴ　営業外費用  

　１．支払利息 34,301

　２．その他 1,099

 営業外費用合計 35,401

　経常利益 118,533

Ⅵ　特別利益  

　　　固定資産売却益 6,901

 特別利益合計 6,901

Ⅶ　特別損失  

　　　固定資産除却損 27

 特別損失合計 27

税金等調整前四半期純利益 125,407

法人税、住民税及び事業税 45,211

法人税等調整額 12,847

四半期純利益 67,347
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

　　　　　前第１四半期連結累計期間（自　平成19年５月１日　至　平成19年７月31日）

 
前年同四半期

（平成20年４月期
　第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動による
キャッシュ・フロー

 

税金等調整前四半
期純利益

125,407

減価償却費 42,051

のれん償却 563

繰延資産償却費 1,015

賞与引当金の増減
額

△22,969

退職給付引当金の
増減額

△424

受取利息及び受取
配当金

△1,070

支払利息 34,301

固定資産売却益 △6,901

固定資産除却損 27

売上債権の増減額 △368,845

たな卸資産の増減
額

△138,885

その他の資産の増
減額

△12,691

仕入債務の増減額 476,845

未払金の増減額 48,536

未払消費税等の増
減額

1,691

その他の流動負債
の増減額

32,321

敷金保証金受入 6,612

小計 217,585

利息及び配当金の
受取額

789

利息の支払額 △28,938

法人税等の支払額 △171,084

営業活動による
キャッシュ・フロー

18,352
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前年同四半期

（平成20年４月期
　第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅱ　投資活動による
キャッシュ・フロー

 

定期預金の純増減
額

△206,448

有形固定資産の取
得による支出

△152,941

有形固定資産の売
却による収入

12,893

無形固定資産の取
得による支出

△1,992

投資有価証券の取
得による支出

△1,042

敷金保証金等の支
払

△6,194

長期貸付による支
出

△3,970

出資金の返還収入 645

投資等の売却によ
る収入

1,734

事業譲受による支
出

△1,051,949

投資活動による
キャッシュ・フロー

△1,409,268

Ⅲ　財務活動による
キャッシュ・フロー

 

短期借入金の増減
額

1,252,500

長期借入金の返済
による支出

△131,515

配当金の支払額 △58,793

財務活動による
キャッシュ・フロー

1,062,191

Ⅳ　現金及び現金同等物
の増減額

△328,724

Ⅴ　現金及び現金同等物
の期首残高

671,851

Ⅵ　現金及び現金同等物
の四半期末残高

343,127
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（３）セグメント情報

　　　　　事業の種類別セグメント情報

　　　　　前第１四半期連結累計期間（自　平成19年５月１日　至　平成19年７月31日）

 
移動体通信
関連事業
（千円）

不動産事業
（千円）

リゾート
事業

（千円）

その他事業
（千円）

計
（千円）

消去又は
全社

（千円）

連結
（千円）

売上高        

(1）外部顧客に対する

売上高
4,396,323 103,358 289,277 20,049 4,809,008 ― 4,809,008

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
― ― ― ― ― ― ―

計 4,396,323 103,358 289,277 20,049 4,809,008 ― 4,809,008
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