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（百万円未満切捨て）
１．2020年12月期の連結業績（2020年１月１日～2020年12月31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 ％

2020年12月期 33,690 △1.7 838 △14.3 907 △6.6 261 △27.1

2019年12月期 34,274 28.2 979 21.7 971 18.1 358 △5.8

（注） 包括利益 2020年12月期 141百万円（ △56.4％） 2019年12月期 324百万円（ △13.5％）

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 ％ ％ ％

2020年12月期 14.31 － 4.1 4.8 2.5

2019年12月期 19.63 － 5.7 5.1 2.9

（参考） 持分法投資損益 2020年12月期 －百万円 2019年12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

2020年12月期 17,994 6,356 35.3 347.85

2019年12月期 19,564 6,315 32.3 345.61

（参考） 自己資本 2020年12月期 6,356百万円 2019年12月期 6,315百万円

（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

2020年12月期 4,888 △1,284 △2,703 2,873

2019年12月期 2,123 △1,952 128 1,996

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 ％ ％

2019年12月期 － 4.00 － 5.50 9.50 173 48.4 2.8

2020年12月期 － 0.00 － 5.50 5.50 100 38.4 1.6

2021年12月期（予想） － 4.00 － 5.50 9.50 －

３．2021年12月期の連結業績予想（2021年１月１日～2021年12月31日）
（％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

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 37,800 12.2 1,100 31.1 1,090 20.1 540 106.5 29.55

（注）詳細は、添付資料Ｐ.２「１．経営成績等の概況（４）今後の見通し」をご覧ください。



※ 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

（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) 2020年12月期 18,274,000株 2019年12月期 18,274,000株

② 期末自己株式数 2020年12月期 304株 2019年12月期 250株

③ 期中平均株式数 2020年12月期 18,273,741株 2019年12月期 18,273,750株

（参考） 個別業績の概要
１．2020年12月期の個別業績（2020年１月１日～2020年12月31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 ％

2020年12月期 25,885 0.5 1,859 29.9 1,792 48.6 1,132 73.9

2019年12月期 25,759 6.0 1,431 26.5 1,206 18.8 651 47.2

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

2020年12月期 61.97 －

2019年12月期 35.64 －

（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

2020年12月期 13,676 7,827 57.2 428.33

2019年12月期 15,064 6,793 45.1 371.75

（参考） 自己資本 2020年12月期 7,827百万円 2019年12月期 6,793百万円

※ 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
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いており、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。
業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、添付資料Ｐ．２「１．
経営成績等の概況（４）今後の見通し」をご覧ください。
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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１月１日～2020年12月31日）における経営環境は、米中貿易摩擦の長期化や新型コロナウ

イルス感染症（以下「COVID-19」といいます。）感染拡大の影響により世界経済が悪化しております。また、国内経

済は、COVID-19拡大防止策による経済活動や社会活動が抑制される等、先行き不透明な状況であります。

インターネットを取り巻く環境は、Eコマース市場や各種インターネット関連サービス市場等は成長を続けておりま

す。また、IoT、AIに代表されるデジタル技術は進化し続けており、様々な場面においてデジタル化が進んでおりま

す。ゴルフ市場においても同様に、ゴルファーの需要スタイルは日々変化しております。

このような環境下、当社グループはゴルフ専門のITサービス企業として、圧倒的な情報量とゴルフに特化したサー

ビス力を強みに、ゴルファーにより快適で楽しいゴルフライフを提供してまいりました。しかしながら、３月中旬以

降COVID-19の影響から政府や地方自治体の要請による外出自粛の制限等でゴルフプレーの減少や実店舗の休業等から

一時的に業績は苦戦を強いられました。当該制限解除後はパンデミック環境下におけるレジャースポーツの中でもゴ

ルフは「３密」を避けやすい屋外スポーツであることが認知されたこと、天候に恵まれたこと等から順調に回復し、

当連結会計年度（2020年１月１日～2020年12月31日）の業績は売上高33,690百万円（前年同期比1.7％減）、営業利益

838百万円（前年同期比14.3％減）、経常利益907百万円（前年同期比6.6％減）、親会社株主に帰属する当期純利益

261百万円（前年同期比27.1％減）となりました。なお、COVID-19に関する影響、当社の取組み等に関しては、本日公

表の「2020年12月期 決算説明資料」をご参照ください。

主要セグメント別の業績は次の通りであります。

「国内」セグメント

当連結会計年度における「国内」セグメントの業績は、売上高26,723百万円（前年同期比0.4％減）となりました。

また、セグメント利益は1,780百万円（前年同期比15.9％増）となりました。

「海外」セグメント

当連結会計年度における「海外」セグメントの業績は、売上高6,967百万円（前年同期比6.3％減）となりました。

また、セグメント損失は941百万円（前年同期はセグメント損失556百万円）となりました。

（２）当期の財政状態の概況

当連結会計年度末の財政状態は、総資産は、17,994百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,570百万円減少しまし

た。

資産では、流動資産が9,640百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,071百万円減少となりました。これは主に商

品が減少したこと等によります。固定資産は8,353百万円となり、前連結会計年度末に比べて499百万円の減少となり

ました。

負債は、流動負債が11,078百万円となり、前連結会計年度末に比べ934百万円減少となりました。これは主に買掛金

や短期借入金が減少したこと等によります。固定負債は559百万円となり、前連結会計年度末に比べて676百万円の減

少となりました。

純資産は、6,356百万円となり、前連結会計年度末に比べて40百万円増加となりました。

主要な勘定残高は、現金及び預金が876百万円増加した一方、短期借入金が1,974百万円、商品が1,793百万円、買掛

金が625百万円、減少しました。利益剰余金は160百万円の増加となりました。

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度と比較して876百万円増

加し2,873百万円（前連結会計年度末比43.9％増）となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
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（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、4,888百万円の収入（前年同期は2,123百万円の収

入）となりました。これは主に税金等調整前当期純利益829百万円、減価償却費1,190百万円等の非資金項目、たな卸

資産の減少1,766百万円、前受金の増加543百万円が、仕入債務の減少607百万円、売上債権の増加19百万円、法人税等

の支払額474百万円を上回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）

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、1,284百万円の支出（前年同期は1,952百万円の支

出）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872百万円、無形固定資産の取得による支出349百万円、

事業譲受による支出63百万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）

当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、2,703百万円の支出（前年同期は128百万円の収

入）となりました。これは短期借入金の純減少額1,933百万円、長期借入金の返済による支出667百万円、配当金の支

払額100百万円によるものであります。

（４）今後の見通し

世界の経済環境は、COVID-19の収束の目処が立っておらず世界経済及び日本経済への影響が不安視されるほか、米

中貿易摩擦の継続等、先行き不透明感が残っております。

ゴルフ業界は、国内では少子高齢化、人口減少に伴うゴルフプレー人口の減少、近年の異常気象や自然災害等のリ

スク等がある一方で、「ゴルフ」がCOVID-19環境下ではレジャー活動の中でも「３密」を避けやすい屋外スポーツと

して注目されつつあるほか、世界的にはITやIoT環境の変化も後押ししてプレースタイルやゴルファー属性、楽しみ方

の多様化が進むものと見込まれます。

このような環境の中、当社グループは引き続き「ゴルフで世界をつなぐ」というミッションを実現するべく、2021

年から2023年までの中期経営計画を策定いたしました。当計画では、「Lead the way（ゴルフビジネスの次世代化を

切り拓く）」というテーマで、①コア事業の磨き上げと新規事業の育成による成長の牽引、②マーケティング、コン

テンツ、テクノロジーにより差別化を追求しお客様の圧倒的支持を獲得、③主力事業での利益成長を通じて将来成長

への投資能力を高めること、の３点に集中して取り組んで参ります。

これらを踏まえ、次期連結会計年度（2021年１月１日～2021年12月31日）における通期連結業績予想は、売上高

37,800百万円（前年比12.2％増）、営業利益1,100百万円（前年比31.1％増）、経常利益1,090百万円（前年比20.1％

増）、親会社株主に帰属する当期純利益540百万円（前年比106.5％増）を見込んでおります。なお、2020年度中に利

用・申請しているCOVID-19に関連する政府や地方自治体等による経済支援策については、受理の状況が不透明である

ことから業績予想には含んでおりません。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは連結財務諸表の期間比較可能性及び企業間の期間比較可能性を考慮し、当面は日本基準で連結財務諸

表を作成する方針であります。将来のＩＦＲＳ（国際財務報告基準）適用につきましては、国内外の諸情勢を考慮の上、

適切に対応していく方針であります。
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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年12月31日)

当連結会計年度
(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,996,536 2,873,076

売掛金 2,638,113 2,640,033

商品 4,692,342 2,898,380

仕掛品 1,509 783

貯蔵品 151,319 160,822

その他 1,241,294 1,079,088

貸倒引当金 △9,609 △11,686

流動資産合計 10,711,505 9,640,497

固定資産

有形固定資産

建物 2,801,278 3,299,870

機械装置及び運搬具 － 1,850

工具、器具及び備品 1,489,114 1,551,456

リース資産 13,506 13,506

建設仮勘定 133,849 174,422

減価償却累計額 △1,791,283 △2,158,613

有形固定資産合計 2,646,464 2,882,493

無形固定資産

のれん 3,010,992 2,568,926

ソフトウエア 1,242,273 1,062,704

その他 1,036,860 873,981

無形固定資産合計 5,290,126 4,505,612

投資その他の資産

投資有価証券 26,248 13,986

繰延税金資産 182,284 234,706

敷金及び保証金 602,952 605,431

その他 111,720 118,668

貸倒引当金 △6,789 △7,000

投資その他の資産合計 916,417 965,792

固定資産合計 8,853,008 8,353,898

資産合計 19,564,513 17,994,395
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年12月31日)

当連結会計年度
(2020年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 2,714,606 2,089,043

短期借入金 3,446,190 1,471,876

1年内返済予定の長期借入金 666,800 666,400

リース債務 2,917 1,001

未払金 856,006 1,130,346

未払法人税等 294,996 479,727

前受金 2,542,269 2,951,641

賞与引当金 7,097 76,975

ポイント引当金 230,952 289,580

株主優待引当金 26,786 36,648

その他 1,224,948 1,885,527

流動負債合計 12,013,572 11,078,769

固定負債

長期借入金 666,947 －

リース債務 1,110 1,191

繰延税金負債 204,784 165,299

役員退職慰労引当金 108,000 102,252

資産除去債務 251,533 287,436

その他 3,008 2,921

固定負債合計 1,235,384 559,100

負債合計 13,248,957 11,637,870

純資産の部

株主資本

資本金 1,458,953 1,458,953

資本剰余金 2,447,104 2,447,104

利益剰余金 2,443,351 2,604,322

自己株式 △245 △296

株主資本合計 6,349,164 6,510,084

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △2,020 －

為替換算調整勘定 △31,587 △153,558

その他の包括利益累計額合計 △33,607 △153,558

純資産合計 6,315,556 6,356,525

負債純資産合計 19,564,513 17,994,395
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（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

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)

当連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)

売上高 34,274,197 33,690,631

売上原価 20,617,988 20,614,876

売上総利益 13,656,209 13,075,754

販売費及び一般管理費 12,677,169 12,236,801

営業利益 979,039 838,953

営業外収益

受取利息 49 39

受取配当金 788 451

不動産賃貸料 12,626 13,538

助成金等収入 － 63,939

その他 8,902 22,102

営業外収益合計 22,367 100,070

営業外費用

支払利息 26,264 27,388

為替差損 2,844 －

その他 360 3,815

営業外費用合計 29,469 31,204

経常利益 971,937 907,818

特別損失

減損損失 170,974 －

固定資産除却損 15,041 75,170

投資有価証券売却損 － 2,732

特別損失合計 186,016 77,903

税金等調整前当期純利益 785,920 829,915

法人税、住民税及び事業税 465,941 652,457

法人税等調整額 △38,803 △84,018

法人税等合計 427,138 568,438

当期純利益 358,782 261,477

親会社株主に帰属する当期純利益 358,782 261,477
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連結包括利益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)

当連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)

当期純利益 358,782 261,477

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 499 2,020

為替換算調整勘定 △34,854 △121,971

その他の包括利益合計 △34,354 △119,951

包括利益 324,427 141,525

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 324,427 141,525
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（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自 2019年１月１日 至 2019年12月31日）

(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 1,458,953 2,447,104 2,300,888 △245 6,206,700

当期変動額

剰余金の配当 △216,319 △216,319

親会社株主に帰属す

る当期純利益
358,782 358,782

自己株式の取得 － －

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

－

当期変動額合計 － － 142,463 － 142,463

当期末残高 1,458,953 2,447,104 2,443,351 △245 6,349,164

その他の包括利益累計額

純資産合計その他有価証券評価差

額金
為替換算調整勘定

その他の包括利益累計

額合計

当期首残高 △2,519 3,266 747 6,207,448

当期変動額

剰余金の配当 △216,319

親会社株主に帰属す

る当期純利益
358,782

自己株式の取得 －

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

499 △34,854 △34,354 △34,354

当期変動額合計 499 △34,854 △34,354 108,108

当期末残高 △2,020 △31,587 △33,607 6,315,556
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当連結会計年度（自 2020年１月１日 至 2020年12月31日）

(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 1,458,953 2,447,104 2,443,351 △245 6,349,164

当期変動額

剰余金の配当 △100,505 △100,505

親会社株主に帰属す

る当期純利益
261,477 261,477

自己株式の取得 △50 △50

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

－

当期変動額合計 － － 160,971 △50 160,920

当期末残高 1,458,953 2,447,104 2,604,322 △296 6,510,084

その他の包括利益累計額

純資産合計その他有価証券評価差

額金
為替換算調整勘定

その他の包括利益累計

額合計

当期首残高 △2,020 △31,587 △33,607 6,315,556

当期変動額

剰余金の配当 △100,505

親会社株主に帰属す

る当期純利益
261,477

自己株式の取得 △50

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

2,020 △121,971 △119,951 △119,951

当期変動額合計 2,020 △121,971 △119,951 40,968

当期末残高 － △153,558 △153,558 6,356,525
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)

当連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31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 785,920 829,915

減価償却費 1,152,793 1,190,591

減損損失 170,974 －

のれん償却額 335,095 338,897

ポイント引当金の増減額（△は減少） 6,910 58,627

貸倒引当金の増減額（△は減少） 739 2,769

賞与引当金の増減額（△は減少） △53,417 69,878

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 15,250 △5,748

株主優待引当金の増減額（△は減少） △3,244 9,861

受取利息及び受取配当金 △838 △491

支払利息 26,264 27,388

固定資産除却損 15,041 75,170

投資有価証券売却損益（△は益） － 2,732

売上債権の増減額（△は増加） △149,668 △19,658

たな卸資産の増減額（△は増加） △464,394 1,766,810

長期前払費用の増減額（△は増加） 2,373 －

仕入債務の増減額（△は減少） 355,802 △607,013

前受金の増減額（△は減少） 323,385 543,620

その他の資産の増減額（△は増加） △233,330 138,797

その他の負債の増減額（△は減少） 248,663 846,741

その他 91,605 118,815

小計 2,625,925 5,387,709

利息及び配当金の受取額 838 491

利息の支払額 △23,502 △25,546

法人税等の支払額 △479,345 △474,635

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,123,916 4,888,018

投資活動によるキャッシュ・フロー

事業譲受による支出 △172,587 △63,488

有形固定資産の取得による支出 △1,174,672 △872,629

無形固定資産の取得による支出 △536,619 △349,977

投資有価証券の売却による収入 － 11,460

貸付けによる支出 △418 △177

貸付金の回収による収入 80 668

敷金の回収による収入 － 600

敷金の差入による支出 △68,397 △11,422

その他 △94 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,952,710 △1,284,967

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） 1,016,530 △1,933,984

長期借入金の返済による支出 △668,092 △667,333

リース債務の返済による支出 △2,924 △1,835

配当金の支払額 △173,980 △100,780

非支配株主への配当金の支払額 △42,718 －

自己株式の取得による支出 － △50

財務活動によるキャッシュ・フロー 128,814 △2,703,984

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,435 △22,526

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 295,585 876,540

現金及び現金同等物の期首残高 1,700,950 1,996,536

現金及び現金同等物の期末残高 1,996,536 2,873,076
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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。

(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諸表が入手可能であり、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、国内外においてゴルフ関連事業を中心に事業活動を展開しており、国内ビジネス部門、海外

ビジネス部門を管轄する管理体制の下、包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。したがって、報

告セグメントを国内の顧客に対するゴルフビジネスである「国内」と海外の顧客に対するゴルフビジネスである

「海外」の２つに区分しております。

各セグメントの主要業務は以下のとおりとしております。

「国内」は、日本国内においてゴルフ用品（新品・中古）のインターネット販売、ゴルフ場予約サービス、ゴ

ルフレッスンサービス、ゴルフメディアサービスの４つを軸に、ゴルファーやゴルフ場等に向けて包括的に事業

活動を行っております。

「海外」は、連結子会社GolfTEC Enterprises LLCが行う米国及びその他世界５か国におけるゴルフレッスンサ

ービス、同じく連結子会社GDO Sports, Inc.が行う米国におけるゴルフ関連商品等の輸入販売等を中心にゴルフ

関連事業を行っております。

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の方法は、連結財務諸表を作成するために採用される会計処理の原

則及び手続に準拠した方法であります。

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売上高及び振替高は市場実

勢価格に基づいております。
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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１月１日 至 2019年12月31日）

(単位：千円)

報告セグメント
調整額

連結財務諸表
計上額
(注)１国内 海外 計

売上高

外部顧客への売上高 26,842,215 7,431,982 34,274,197 － 34,274,197

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ 90,690 90,690 △90,690 －

計 26,842,215 7,522,672 34,364,887 △90,690 34,274,197

セグメント利益又は損失（△） 1,535,418 △556,379 979,039 － 979,039

セグメント資産 12,485,500 7,079,013 19,564,513 － 19,564,513

その他の項目

減価償却費 519,184 633,444 1,152,628 － 1,152,628

のれんの償却額 － 335,095 335,095 － 335,095

減損損失 170,974 － 170,974 － 170,974

（注）１．セグメント売上高の調整額は、セグメント間取引消去であります。

２．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。

３．セグメント負債については、事業セグメントに配分していないため記載しておりません。

当連結会計年度（自 2020年１月１日 至 2020年12月31日）

(単位：千円)

報告セグメント
調整額

連結財務諸表
計上額
(注)１国内 海外 計

売上高

外部顧客への売上高 26,723,528 6,967,103 33,690,631 － 33,690,631

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ 75,936 75,936 △75,936 －

計 26,723,528 7,043,040 33,766,568 △75,936 33,690,631

セグメント利益又は損失（△） 1,780,305 △941,352 838,953 － 838,953

セグメント資産 11,140,655 6,853,740 17,994,395 － 17,994,395

その他の項目

減価償却費 522,123 668,468 1,190,591 － 1,190,591

のれんの償却額 － 338,897 338,897 － 338,897

減損損失 － － － － －

（注）１．セグメント売上高の調整額は、セグメント間取引消去であります。

２．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。

３．セグメント負債については、事業セグメントに配分していないため記載しておりません。
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(１株当たり情報)

前連結会計年度
（自 2019年１月１日
至 2019年12月31日）

当連結会計年度
（自 2020年１月１日
至 2020年12月31日）

１株当たり純資産額 345円61銭 347円85銭

１株当たり当期純利益金額 19円63銭 14円31銭

（注）１．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の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度
（自 2019年１月１日
至 2019年12月31日）

当連結会計年度
（自 2020年１月１日
至 2020年12月31日）

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） 358,782 261,477

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）

358,782 261,477

期中平均株式数（株） 18,273,750 18,273,741

(重要な後発事象)

該当事項はありません。


