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1.  平成21年4月期第3四半期の連結業績（平成20年5月1日～平成21年1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3四半期 13,720 ― 452 ― 397 ― 39 ―

20年4月期第3四半期 17,006 38.4 719 △8.2 761 △9.0 430 △14.7

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3四半期 62.42 ―

20年4月期第3四半期 676.50 675.18

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3四半期 15,131 2,665 17.6 4,213.40
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3四半期  2,665百万円 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  

当社は定款において期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では当該基準日における配当予想額は未定であります。（「業績予想の適切な利用に関する説
明、その他特記事項」欄参照）  

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 ― 80.00 ― ――― ―――

21年4月期（予想） ――― ――― ――― ― ―

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 18,500 △20.3 514 △29.2 450 △40.7 103 △74.5 162.79

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．当期の期末配当金の予想につきましては、現時点では、経営環境の先行きが不透明であることから未定とさせて頂き、当期の実績および来期の業績見通しが 
    判明した時点で速やかに開示いたします。 
  ３．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3四半期  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3四半期  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3四半期  632,711株 20年4月期第3四半期  636,163株
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 当第３四半期（平成20年５月１日から平成21年１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

に加え、米国大手証券会社の破綻等による米国経済の減速が、実体経済へ急速に影響を与え始め、雇用環境の急速

な悪化や、企業の設備投資や個人消費が減少し、景気の後退が一段と強まる厳しい状況となりました。 

 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・店舗運営の効率

化、不動産市況に左右されない 適な事業の構築、リゾート事業の収益基盤の強化等に努めてまいりました。 

 当第３四半期の経営成績は、売上高137億20百万円（前年同期比19.3％減）、営業利益４億52百万円（前年同期

比37.1％減）、経常利益３億97百万円（前年同期比47.8％減）、四半期純利益39百万円（前年同期比90.8％減）と

なりました。 

  

（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21年１月末現在で１億609万台に達し、そのうち第３世代

携帯電話端末の台数は9,687万台となっており、全体の91.3％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３四半期の携帯電話の純増数は310万台と前年

同期比15.5％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、不採算店舗の移設や退去等により経営効率の向上に取り組んでまい

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119億24百万円（前年同期比11.6％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、米国大手証券会社の破綻により、世界レベルでの金融信用圧縮に伴い、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、資金繰りの悪化した不動産・建築会社等の経営破綻が相次ぐ

等、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 適な事業の構築を目指し取り組んでまいりましたが、業績において、市場の激震による影響を大き

く受けることとなりました。 

 当第３四半期における売上高は４億４百万円（前年同期比83.3％減）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、若手男子選手の活躍もあ

り、男子にもゴルフ人気が波及したことでゴルフへの関心が高まり、世代を超え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

事業基盤が拡大しました。 

 当第３四半期における売上高は13億62百万円（前年同期比30.7％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。 

 前連結会計年度に比べ当第３四半期は、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28百万円

（前年同期比53.7％減）となりました。 

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 
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（１）財政状態の変動状況 

 当第３四半期末における総資産は、151億31百万円となり、前連結会計年度末と比べて７億20百万円の減少と

なりました。これは主に、たな卸資産の評価減、売掛債権の減少によるものであります。  

 負債は、124億65百万円となり、前連結会計年度末と比べて６億39百万円の減少となりました。これは主に、

仕入債務の減少によるものであります。 

 純資産は、26億65百万円となり、前連結会計年度末と比べて80百万円の減少となり、自己資本比率は17.6％と

なりました。 

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、８億74百万円となり、前連結会計年度末

に比べ70百万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３四半期における営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少による支出５億94百万円、法人

税等の支払２億82百万円等がありましたが、売上債権の減少による収入６億８百万円等により、全体では２億81

百万円の収入となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期における投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の増加１億36百万円、有形固定資産の

取得による支出２億６百万円等により、全体では３億50百万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３四半期における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入６億50百万円がありまし

たが、長期借入金の返済による支出４億90百万円等により、全体では０百万円の支出となりました。 

 平成20年11月28日の第２四半期決算短信にて見直しを行い発表いたしましたとおり、平成21年４月期の業績予想

につきましては、計画通り推移しております。  

  

 該当事項はありません。 

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。  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

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） 

（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 
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（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 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、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 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。これによる、営業利益及び経常利益に与える影響はありません

が、税金等調整前四半期純利益が１億25百万円減少しております。 

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、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。この変更に伴う損益への影響は軽微

であります。 
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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３四半期連結会計期間末
(平成21年１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 1,195,080 1,128,789

売掛金 1,824,862 2,432,950

商品 577,546 662,318

販売用不動産 156,316 1,925,581

貯蔵品 12,182 12,902

その他 97,966 199,461

貸倒引当金 △18,109 △286

流動資産合計 3,845,845 6,361,716

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,053,738 2,584,725

減価償却累計額 △731,895 △626,846

建物及び構築物（純額） 2,321,843 1,957,878

土地 6,839,351 5,465,339

その他 319,625 192,808

減価償却累計額 △86,232 △83,003

その他（純額） 233,392 109,805

有形固定資産合計 9,394,587 7,533,023

無形固定資産   

のれん 72,029 88,005

その他 133,292 104,738

無形固定資産合計 205,321 192,744

投資その他の資産   

匿名組合出資金 790,469 831,681

その他 878,482 910,661

貸倒引当金 △1,725 △189

投資その他の資産合計 1,667,227 1,742,153

固定資産合計 11,267,136 9,467,921

繰延資産 18,613 22,203

資産合計 15,131,595 15,851,841
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年１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 1,621,304 2,215,613

短期借入金 3,881,526 3,974,764

1年内償還予定の社債 44,000 44,000

未払法人税等 52,689 188,645

賞与引当金 28,134 80,424

その他 651,175 633,154

流動負債合計 6,278,829 7,136,602

固定負債   

社債 610,000 632,000

長期借入金 5,314,807 5,092,084

退職給付引当金 5,801 4,059

その他 256,289 240,273

固定負債合計 6,186,898 5,968,417

負債合計 12,465,727 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 1,196,463 1,270,855

自己株式 △43,998 △43,998

株主資本合計 2,678,699 2,753,091

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △12,831 △6,270

評価・換算差額等合計 △12,831 △6,270

純資産合計 2,665,867 2,746,821

負債純資産合計 15,131,595 15,851,841
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（２）四半期連結損益計算書 
 （第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年５月１日 

 至 平成21年１月31日) 

売上高 13,720,606

売上原価 10,824,312

売上総利益 2,896,293

販売費及び一般管理費 2,443,378

営業利益 452,914

営業外収益  

受取利息及び配当金 3,854

広告支援金収入 28,322

ゴルフ場施設協力金 26,401

その他 51,215

営業外収益合計 109,794

営業外費用  

支払利息 144,827

貸倒引当金繰入額 4,843

その他 15,394

営業外費用合計 165,064

経常利益 397,644

特別利益  

固定資産売却益 10,954

特別利益合計 10,954

特別損失  

固定資産売却損 51

固定資産除却損 6,982

販売用不動産評価損 125,563

投資有価証券評価損 38,960

匿名組合投資損失 74,366

特別損失合計 245,925

税金等調整前四半期純利益 162,673

法人税、住民税及び事業税 153,873

法人税等調整額 △30,695

法人税等合計 123,177

四半期純利益 39,495
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年５月１日 

 至 平成21年１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 162,673

減価償却費 137,640

のれん償却額 15,976

繰延資産償却額 3,589

貸倒引当金の増減額（△は減少） 19,358

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,742

賞与引当金の増減額（△は減少） △52,290

受取利息及び受取配当金 △3,854

支払利息 144,827

固定資産売却損益（△は益） △10,902

固定資産除却損 6,982

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 38,960

匿名組合投資損益（△は益） 74,366

販売用不動産評価損 125,563

為替差損益（△は益） △54

売上債権の増減額（△は増加） 608,087

たな卸資産の増減額（△は増加） △54,916

その他の資産の増減額（△は増加） 59,162

仕入債務の増減額（△は減少） △594,309

未払金の増減額（△は減少） 11,379

未払消費税等の増減額（△は減少） 40,484

その他の流動負債の増減額（△は減少） △43,274

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） 3,522

小計 694,714

利息及び配当金の受取額 4,516

利息の支払額 △135,691

法人税等の支払額 △282,308

営業活動によるキャッシュ・フロー 281,230

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） △136,322

有形固定資産の取得による支出 △206,018

有形固定資産の売却による収入 24,814

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 △10,880

敷金及び保証金の回収による収入 24,772

貸付金の回収による収入 12,840

投資活動によるキャッシュ・フロー △350,793
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年５月１日 

 至 平成21年１月31日) 

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） △30,000

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 △490,515

社債の償還による支出 △22,000

リース債務の返済による支出 △417

配当金の支払額 △107,590

財務活動によるキャッシュ・フロー △523

現金及び現金同等物に係る換算差額 54

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △70,031

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 874,608
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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。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年５月１日 至 平成21年１月31日） 

 （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、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。これによる、経常

利益に与える影響はありません。 

 当第３四半期連結累計期間（自 平成20年５月１日 至 平成21年１月31日） 

      本邦以外の国また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。 

     当第３四半期連結累計期間（自 平成20年５月１日 至 平成21年１月31日） 

      海外売上高がないため、該当事項はありません。  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  

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  11,924,567 404,579 1,362,715 28,743  13,720,606  － 13,720,606

(2）セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

 －  －  －  －  －  (－)  －

計  11,924,567 404,579 1,362,715 28,743  13,720,606  (－) 13,720,606

経常利益 
（又は経常損失△）  554,378 81,888 176,952 △8,860  804,359 (406,714) 397,644

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（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」  

前年同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３四半期連結累計期間（自 平成19年５月１日 至 平成20年１月31日） 

  

  
前年同四半期

（平成20年４月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 売上高  17,006,605

Ⅱ 売上原価  13,979,602

売上総利益  3,027,002

Ⅲ 販売費及び一般管理費      

１．給与手当  761,301

２．地代家賃  261,824

３．賞与引当金繰入  92,772

４．退職給付費用  1,104

５．その他  1,190,023

販売費及び一般管理費合計  2,307,026

営業利益  719,976

Ⅳ 営業外収益      

１．受取利息・受取配当金  5,332

２．店舗開発支援金  51,478

３．広告支援金収入  24,368

４．ゴルフ場施設協力金  50,558

５．その他  44,033

営業外収益合計  175,772

Ⅴ 営業外費用      

１．支払利息  112,109

２．その他  21,691

営業外費用合計  133,801

経常利益  761,947
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前年同四半期

（平成20年４月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅵ 特別利益      

１．固定資産売却益  6,901

２．その他  34

特別利益合計  6,936

Ⅶ 特別損失      

  固定資産除却損  10,925

特別損失合計  10,925

税金等調整前四半期純利益  757,957

法人税、住民税及び事業税  328,683

法人税等調整額 △1,089

四半期純利益  430,364
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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３四半期連結累計期間（自 平成19年５月１日 至 平成20年１月31日） 

  
前年同四半期

（平成20年４月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー   

１．税金等調整前四半期純 
  利益  757,957

２．減価償却費  139,589

３．のれん償却  12,801

４．繰延資産償却  3,046

５．貸倒引当金の増減額 △34

６．退職給付引当金の増減 
  額  291

７．受取利息及び受取配当 
  金 

△5,332

８．支払利息  112,109

９．固定資産売却益 △6,901

10．固定資産除却損  10,925

11．売上債権の増減額 △89,864

12．たな卸資産の増減額 △1,360,153

13．その他の資産の増減額 △46,147

14．仕入債務の増減額  215,891

15．未払金の増減額  9,862

16．未払消費税等の増減額  12,087

17．その他の流動負債の増 
  減額 

△106,887

18．敷金保証金受入  71,493

19．敷金保証金返還 △651

小計 △269,916

20．利息及び配当金の受取 
  額  5,106

21．利息の支払額 △107,863

22．法人税等の支払額 △356,531

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

△729,204

㈱トーシン(9444)　平成21年４月期　第３四半期決算短信

－13－



  
前年同四半期

（平成20年４月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー   

１．定期預金の純増減額 △198,467

２．有形固定資産の取得に 
  よる支出 

△350,815

３．有形固定資産の売却に 
  よる収入  12,893

４．投資有価証券の取得に 
  よる支出 

△6,031

５．敷金保証金等の支払 △10,062

６．敷金保証金等の返還収 
  入  4,387

７．長期貸付による支出 △3,970

８．出資金の返還収入  645

９．投資等の取得による支 
  出 

△82,000

10．会員権売却による収入  2,890

11．事業譲受による支出 △1,092,019

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

△1,722,550

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー   

１．短期借入金の増減額  1,080,000

２．長期借入による収入  2,200,000

３．長期借入金の返済によ 
  る支出 

△404,389

４．社債の償還による支出 △242,000

５．自己株式の取得による 
  支出 

△43,329

６．配当金の支払額 △115,048

財務活動による 
キャッシュ・フロー  2,475,232

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減
額  23,477

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  695,329
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前第３四半期連結累計期間（自 平成19年５月１日 至 平成20年１月31日） 

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
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  13,484,189 2,417,493 1,042,847 62,074  17,006,605  － 17,006,605

(2)セグメント間の内部売上 

  高又は振替高 
 － － － －  －  － －

計  13,484,189 2,417,493 1,042,847 62,074  17,006,605  － 17,006,605
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