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企業理念

企 業 理 念

私たちは、いまだ誰も突破できていない障壁のある生活に密着した分野で、誰よりも先んじて
事業機会を創造し、事業を展開し、産業構造を変え、あるべき社会を実現してまいります。

当社グループでは、フィリピンにおいて、最先端の通信技術を活用した
通信サービスを提供することにより、フィリピン経済の発展に貢献するため、

積極的な投資を行い、事業の拡大を図っております。
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１．Executive Summary

2022年３月期決算概要
売上高：10,728百万円 営業利益：2,456百万円 売上高営業利益率：22.9％
（前年同期比12.7％増） （前年同期比27.8％増） （前年同期は20.2％）

2022年3月期の事業状況
１．海外通信事業は、提供容量が飛躍的に拡大するも、入金ベースで売上を計上する案件が売上減少となり、

減収減益。
２．フィリピン国内通信事業は、新型コロナウイルス感染症の影響により法人向けブロードバンド事業の新規

開拓が低調、先行投資負担により減益。
３．国内通信事業は、コールセンター向けのサービスの拡大や通信トラフィックの増加を受け、増収増益。
４．医療・美容事業は、新型コロナウイルス感染症蔓延の中、安全な運営を確立し、大幅増収増益。

ビジネス
１．国際海底ケーブルシステムC2C※の販売を強化。大手通信事業者への提供など提供容量などが拡大。
２．マニラ首都圏全域での通信網の建設を進めるとともに、フィリピン国内の通信事業者とフィリピン国内海

底ケーブルの共同敷設を決定し、フィリピン国内の基幹回線網の敷設を進める。
３．日本・フィリピンともに新型コロナウイルス感染症の影響による企業の在宅勤務の継続により通信トラ

フィックが拡大。
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2 2022年３月期 決算概要



Copyright © 2022 IPS, Inc. All Rights Reserved.6

（１）決算ハイライト

【2022年3月期 連結実績】

2022年３月期 実績分析
 売 上 高 ：海外通信事業が飛躍的に提供容量などが増加したものの、入金ベースでの売上計上案件の

関係から減収になったが、国内通信事業および医療・美容事業が好調に推移したことにより、
前期比12.7％増加。

 営業利益：国内通信事業および医療・美容事業が大きく増益となったことにより、前期比27.8％増加。
 経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益：

営業利益の増加に加え、円安となったことから為替差益431百万円計上したことにより、
それぞれ前期比32.4％、27.0％増加。

(単位：百万円)

第４四半期（１月～３月） 通期累計

2021年3月期 2022年３月期 前期比 2021年3月期 2022年３月期 前期比 通期予想 達成率

売上高 2,207 4,302 2,095
(+94.9%) 9,515 10,728 1,212

(+12.7%) 11,100 96.7%

営業利益 195 1,032 836
(+426.8%) 1,921 2,456 534

(+27.8%) 2,400 102.3%

経常利益 616 1,417 801
(+130.1%) 2,187 2,897 709

(+32.4%) 2,400 120.7%

親会社株主に帰属する
当期純利益 381 933 552

(+144.7%) 1,487 1,888 401
(+27.0%) 1,650 114.4%
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（百万円）

国内通信事業と医療・美容事業が利益拡大を牽引。

（２）営業利益増減（前年同期比）
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（３）事業セグメント別経営成績

(単位：百万円)

2021年3月期 2022年3月期 前年同期比
%

海外通信事業
売上高 4,259 3,684 ▲ 574 ▲13.5%

営業利益 1,201 1,011 ▲ 190 ▲15.8%

フィリピン国内
通信事業

売上高 837 1,784 947 113.2%

営業利益 251 224 ▲ 27 ▲10.9%

国内通信事業
売上高 3,718 3,988 269 7.3%

営業利益 410 819 408 99.4%

医療・美容事業
売上高 623 1,244 620 99.5%

営業利益 129 419 290 223.4%

その他
売上高 77 26 ▲ 50 ▲65.1%

営業利益 ▲ 73 ▲ 19 54 －

合計
売上高 9,515 10,728 1,212 12.7%

営業利益 1,921 2,456 534 27.8%
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海外通信事業

（百万円）

国際通信回線C２Cなどの提供を強化

マニラ首都圏以外のCATV事業者への提供を行うなど、
ストック型ビジネスの拡大を図ったことにより、国
際通信回線の提供容量などが飛躍的に拡大。
（リース投資資産が前期比10億円の増加）

昨年12月には、フィリピン－香港間のC２C回線を追
加取得し、キャリアズキャリア※案件として、大手
通信事業者への提供を開始。

今期は、前期に比べ入金べースにて計上される案件
の入金が少なかったことにより、減収・減益となる。
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フィリピン国内通信事業

マニラ首都圏法人向けインターネット
接続サービスの新規獲得が低調

新型コロナウイルス感染症の蔓延防止により、企
業の在宅勤務が続き、法人向けインターネット接
続サービスの新規獲得は低調。通信機器販売によ
り増収となるも、先行投資などにより減益。

フィリピン国内の基幹回線網の整備

C2C回線提供に必要なフィリピン側での通信回線
等を用意。マニラ首都圏における通信回線網の整
備が進む。また、ミンダナオ島などでの光ファイ
バー回線の敷設を進む。
フィリピンの通信事業者と、フィリピン国内海底
ケーブルの共同建設を決定し、フィリピン国内の
基幹回線網を充実させ、今後の事業の拡大を図る。

(百万円)
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国内通信事業

コールセンターソリューション等が好調

コールセンターシステムAmeyoJ※と秒課金サー
ビス※を合わせたコールセンター事業者向けのソ
リューションなどによる新規顧客開拓が順調に推
移し、売上、利益が拡大する。

新型コロナウイルス感染症により通信
トラフィックが増加

コロナワクチンコールセンター向けの通信トラ
フィックや、在宅勤務によるWeb会議の拡大など
により、通信トラフィックが増加。

会社分割により2022年７月１日に株式
会社アイ・ピー・エス・プロを設立。

（百万円）
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医療・美容事業

徹底した新型コロナウイルス感染予防対
策により、安全な運営を確立。レーシッ
ク手術数が好調に推移。

2020年３月にボニファシオグローバルシティに
開設した第３院を中心に来院者数が好調に推移。
レーシック手術件数が過去最大となり、大幅な増
収増益となる。

予防医療に特化したクリニックの開設を
決定。

日本の高品質な技術を導入した人間ドック・健診
センター運営する子会社を設立することを決定し、
2023年第１四半期の開院に向け、準備中。

（百万円）
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その他

2021年１月に人材関連事業を事業譲渡し、現在
は、送金斡旋などのサービスを在留フィリピン人
向けに提供。

（百万円）
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（４）財務状態

連結貸借対照表（サマリー）

2021年3月期末 2022年3月期末 増減 2021年3月期末 2022年3月期末 増減
流 動 資 産 7,665 12,023 4,357 流 動 負 債 3,361 7,865 4,503
現 金 及 び 預 金 3,625 5,778 2,152 買 掛 金 701 1,032 331
売 掛 金 1,091 2,069 977 借 入 金 518 1,845 1,327
リ ー ス 投 資 資 産 2,327 3,340 1,013 繰 延 延 払 利 益 1,267 2,246 978
そ の 他 620 834 214 そ の 他 873 2,740 1,866

固 定 負 債 1,645 1,418 ▲ 226
長 期 借 入 金 1,431 1,203 ▲ 227
そ の 他 214 214 0

固 定 資 産 4,096 6,397 2,300 負 債 合 計 5,007 9,283 4,276
有 形 固 定 資 産 2,510 3,776 1,265 純 資 産 6,754 9,136 2,381
無 形 固 定 資 産 829 1,721 891 株 主 資 本 5,332 7,131 1,798
投 資 そ の 他 資 産 755 899 143 累 積 包 括 利 益 ▲ 26 178 205

新 株 予 約 権 210 191 ▲ 19
非 支 配 株 主 持 分 1,238 1,635 397

資 産 合 計 11,762 18,420 6,658 負 債 ・ 純 資 産 合 計 11,762 18,420 6,658

（単位：百万円）

資産の部 負債・純資産の部


2022.3期4Q⇒





2022.3期4Q

																		(単位：百万円)

				第4四半期 ダイ シハンキ								通期累計 ツウキ ルイケイ

				2021年3月期 ネン ガツキ		2022年3月期 ネン ガツキ		前期比 ゼンキヒ				2021年3月期 ネン ガツキ		2022年3月期 ネン ガツキ		前期比 ゼンキヒマエ

										％								％

		売上高		2,207		4,302		2,095		94.9%		9,515		10,728		1,212		12.7%

		営業利益		195		1,032		836		426.8%		1,921		2,456		534		27.8%

		経常利益		616		1,417		801		130.1%		2,187		2,897		709		32.4%

		親会社株主に帰属
する当期純利益		381		933		552		144.7%		1,487		1,888		401		27.0%

		2019/3

				2019年3月期
1Q		2019年3月期
2Q		中間累計 チュウカンルイケイ		2019年3月期
3Q		2019年3月期
4Q		通期累計 ツウキ ルイケイ		13.7%

		売上高		1,387,704,459		1,354,436,104		2,742,140,563		1,444,045,623		1,593,926,722		5,780,112,908		19.2%

		営業利益		259,080,019		213,866,006		472,946,025		221,236,355		251,374,577		945,556,957		-30.8%

		経常利益		335,095,686		282,048,395		617,144,081		117,515,577		266,987,446		1,001,647,104		-28.8%

		親会社株主に帰属する
当期純利益		196,060,709		194,892,235		390,952,944		55,320,382		141,958,621		588,231,947		ERROR:#VALUE!



		2020/3

				2020年3月期１Q ネン ガツキ		2020年3月期2Q ネン ガツキ		中間 チュウカン		2020/3　３Q		４Q		通期累計 ツウキ ルイケイ

		売上高		1,577,664,008		1,583,944,089		3,161,608,097		1,594,930,989		1,752,365,482		6,508,904,568		16.4%

		営業利益		308,815,864		237,230,991		546,046,855		286,110,505		238,244,485		1,070,401,845

		経常利益		231,857,403		263,179,954		495,037,357		339,349,553		241,115,571		1,075,502,481

		親会社株主に帰属する
当期純利益		139,672,613		176,845,805		316,518,418		210,727,544		117,963,768		645,209,730

				前年比YonY		前年比率 ゼンネンヒ リツ		前期比QonQ ゼンキ ヒ		同期比率		予想 ヨソウ		達成率 タッセイリツ

				728,791,660		12.6%		158,438,760		9.9%		7,000,000,000		93.0%

				124,844,888		13.2%		(13,130,092)		-5.2%		1,200,000,000		89.2%

				73,855,377		7.4%		(25,871,875)		-9.7%		1,190,000,000		90.4%

				56,977,783		9.7%		(23,994,853)		-16.9%		640,000,000		100.8%



		2021/3

				１Q		２Q		中間 チュウ カン		３Q		3Q累計 ルイケイ		４Q		通期 ツウキ

		売上高		1,813,850,871		1,559,176,940		3,373,027,811		3,935,231,983		7,308,259,794		2,207,307,909		9,515,567,703		20.2%

		営業利益		325,074,343		299,522,846		624,597,189		1,100,638,812		1,725,236,001		195,929,440		1,921,165,441

		経常利益		286,142,198		283,996,567		570,138,765		1,001,545,898		1,571,684,663		616,063,343		2,187,748,006

		親会社株主に帰属する
当期純利益		193,693,408		198,927,110		392,620,518		713,110,886		1,105,731,404		381,406,960		1,487,138,364

				QonQ率 リツ		QonQ		QonQ		QonQ		QonQ		QonQ		年間予算 ネンカンヨサン		達成率（１Ｑ） タッセイリツ

				15.0%		-1.6%		6.7%		146.7%				26.0%		9,600,000,000		18.9%

				5.3%		26.3%		14.4%		284.7%				-17.8%		1,900,000,000		17.1%

				23.4%		7.9%		15.2%		195.1%				155.5%		1,700,000,000		16.8%

				38.7%		12.5%		24.0%		238.4%				223.3%		1,150,000,000		16.8%

				QonQ

				236,186,863

				16,258,479

				54,284,795

				54,020,795

		2022/3

				１Q		２Q		中間 チュウ カン		３Q		3Q累計 ルイケイ		４Q		通期 ツウキ

		売上高		1,961,073,748		2,115,619,717		4,076,693,465		2,349,090,132		6,425,783,597		4,302,467,364		10,728,250,961		22.9%

		営業利益		370,408,936		458,462,656		828,871,592		595,084,595		1,423,956,187		1,032,064,425		2,456,020,612

		経常利益		381,175,646		439,133,156		820,308,802		659,858,815		1,480,167,617		1,417,440,080		2,897,607,697

		親会社株主に帰属する
当期純利益		218,440,233		300,022,876		518,463,109		436,397,889		954,860,998		933,446,130		1,888,307,128

				QonQ率 リツ		QonQ		QonQ		QonQ		QonQ		QonQ		YonY		年間予算 ネンカンヨサン		達成率（２Ｑ） タッセイリツ

				8.1%		35.7%		20.9%		-40.3%		-12.1%		94.9%		12.7%		11,100,000,000		36.7%

				13.9%		53.1%		32.7%		-45.9%		-17.5%		426.8%		27.8%		2,400,000,000		34.5%

				33.2%		54.6%		43.9%		-34.1%		-5.8%		130.1%		32.4%		2,400,000,000		34.2%

				12.8%		50.8%		32.1%		-38.8%		-13.6%		144.7%		27.0%		1,650,000,000		31.4%

				QonQ		QonQ		QonQ		QonQ		QonQ		QonQ		YonY

				147,222,877		556,442,777		703,665,654		(1,586,141,851)		(882,476,197)		2,095,159,455		1,212,683,258		96.7%

				45,334,593		158,939,810		204,274,403		(505,554,217)		(301,279,814)		836,134,985		534,855,171		102.3%

				95,033,448		155,136,589		250,170,037		(341,687,083)		(91,517,046)		801,376,737		709,859,691		120.7%

				24,746,825		101,095,766		125,842,591		(276,712,997)		(150,870,406)		552,039,170		401,168,764		114.4%







2022.3期4Qセグメント

						2019年3月期
通期 ネン ガツ キ ツウキ		2019年3月期
3Q ネン ガツ キ		2019年3月期 ネン ガツキ										2020年3月期 ネン ガツキ												2020年3月期
通期累計 ネン ガツキ ツウキ ルイケイ		2021年3月期 ネン ガツキ												2021年3月期
通期累計 ネン ガツキ ツウキ ルイケイ		2022年3月期 ネン ガツキ												2022年3月期
通期累計 ネン ガツキ ツウキ ルイケイ		前期比 ゼンキ ヒ

										１Q		２Q		中間累計 チュウカンルイケイ		3Q		４Q		１Q		２Q		中間 チュウカン		3Q		３Q累計 ルイケイ		4Q				１Q		２Q		中間 チュウカン		3Q		３Q累計 ルイケイ		4Q				1Q		２Q		中間 チュウカン		3Q		3Q累計 ルイケイ		4Q						増減率 ゾウゲンリツ

		海外通信事業 カイガイ ツウシン ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		1,514,248,902		1,167,173,170		414,087,687		485,363,829		899,451,516		267,721,654		347,075,732		340,900,001		303,179,827		644,079,828		307,470,683		951,550,511		320,096,831		1,271,647,342		422,076,124		333,683,706		755,759,830		2,568,953,864		3,324,713,694		934,311,882		4,259,025,576		382,378,648		568,410,873		950,789,521		778,336,656		1,729,126,177		1,954,907,828		3,684,034,005		(574,991,571)		-13.5%				2,413,700,418		1,136,225,503

				営業利益 エイギョウ リエキ		476,024,873		359,671,357		127,667,271		122,616,285		250,283,556		109,387,801		116,353,516		150,683,562		86,472,465		237,156,027		122,444,666		359,600,693		119,566,711		479,167,404		146,871,963		119,083,550		265,955,513		790,160,085		1,056,115,598		145,843,110		1,201,958,708		43,995,300		139,688,626		183,683,926		186,818,671		370,502,597		641,039,114		1,011,541,711		(190,416,997)		-15.8%				726,308,429		374,579,143

				利益率 リエキ リツ		31.4%		30.8%		33.1%		(0)		27.8%		0		0		44.2%		28.5%		36.8%		39.8%		37.8%		37.4%		37.7%		34.8%		35.7%		35.2%		30.8%		31.8%		15.6%		28.2%		11.5%		24.6%		19.3%		24.0%		21.4%		32.8%		27.5%		－		－				1		1

		フィリピン国内
通信事業 コクナイ ツウシン ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		343,726,659		227,927,679		38,110,832		(16,503,187)		21,607,645		206,320,034		115,798,980		188,474,140		212,694,886		401,169,026		205,716,753		606,885,779		257,556,181		864,441,960		211,718,021		268,305,041		480,023,062		296,813,464		776,836,526		60,289,632		837,126,158		301,500,918		261,254,949		562,755,867		318,712,590		881,468,457		902,960,328		1,784,428,785		947,302,627		113.2%				365,334,304		247,707,209

				営業利益 エイギョウ リエキ		852,907		22,784,613		(3,731,235)		9,484,399		5,753,164		17,031,449		(21,931,706)		6,762,937		35,475,505		42,238,442		28,560,847		70,799,289		2,444,726		73,244,015		10,837,925		66,425,058		77,262,983		210,597,436		287,860,419		(36,160,883)		251,699,536		87,093,814		44,187,117		131,280,931		109,573,938		240,854,869		(16,558,475)		224,296,394		(27,403,142)		-10.9%				6,606,071		(24,120,333)

				利益率 リエキ リツ		-		10.0%				0		26.6%		(0)		ERROR:#VALUE!		3.6%		16.7%		10.5%		13.9%		11.7%		0.9%		8.5%		5.1%		24.8%		16.1%		71.0%		37.1%		-60.0%		30.1%		28.9%		16.9%		23.3%		34.4%		27.3%		-1.8%		12.6%		－		－				ERROR:#VALUE!		0

		国内通信事業 コクナイ ツウシンジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		2,895,186,594		2,047,763,506		683,924,382		637,360,457		1,321,284,839		726,478,667		847,423,088		786,697,067		798,258,076		1,584,955,143		821,721,346		2,406,676,489		897,311,662		3,303,988,151		989,685,007		888,831,837		1,878,516,844		895,576,992		2,774,093,836		944,688,452		3,718,782,288		1,019,150,125		1,005,312,611		2,024,462,736		937,283,104		2,961,745,840		1,026,907,188		3,988,653,028		269,870,740		7.3%				4,216,471,433		2,168,707,088

				営業利益 エイギョウ リエキ		268,821,311		173,815,986		74,276,534		37,458,306		111,734,840		62,081,146		95,005,325		99,779,941		73,089,264		172,869,205		86,505,273		259,374,478		79,499,077		338,873,555		141,697,238		145,952,864		287,650,102		115,229,555		402,879,657		7,999,752		410,879,409		158,533,134		206,848,910		365,382,044		202,444,639		567,826,683		251,482,888		819,309,571		408,430,162		99.4%				380,556,151		206,739,325

				利益率 リエキ リツ		9.3%		8.5%		10.9%		(0)		8.5%		0		0		12.7%		9.2%		10.9%		10.5%		10.8%		8.9%		10.3%		14.3%		16.4%		15.3%		12.9%		14.5%		0.8%		11.0%		15.6%		20.6%		18.0%		21.6%		19.2%		24.5%		20.5%		－		－				0		0

		医療・美容事業 イリョウ ビヨウ ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		762,848,382		542,437,626		177,531,990		183,239,177		360,771,167		181,666,459		220,410,756		204,797,724		221,583,446		426,381,170		209,447,250		635,828,420		236,493,864		872,322,284		167,568,167		46,352,394		213,920,561		155,201,011		369,121,572		254,491,158		623,612,730		246,445,997		275,622,434		522,068,431		309,723,394		831,791,825		412,433,740		1,244,225,565		620,612,835		99.5%				1,123,619,549		581,181,756

				営業利益 エイギョウ リエキ		240,276,067		162,409,181		66,879,341		51,877,180		118,756,521		43,652,660		77,866,886		68,522,390		64,651,960		133,174,350		62,267,340		195,441,690		72,706,179		268,147,869		39,496,947		(16,334,787)		23,162,160		2,856,488		26,018,648		103,836,566		129,855,214		83,294,155		72,865,791		156,159,946		100,188,223		256,348,169		163,648,637		419,996,806		290,141,592		223.4%				359,032,588		196,622,886

				利益率 リエキ リツ		31.5%		29.9%		37.7%		(0)		32.9%		(0)		0		33.5%		29.2%		31.2%		29.7%		30.7%		30.7%		30.7%		23.6%		-35.2%		10.8%		1.8%		7.0%		40.8%		20.8%		33.8%		26.4%		29.9%		32.3%		30.8%		39.7%		33.8%		－		－				1		1

		その他（在留フィリピン人関連事業） タ タ		売上高 ウリアゲ ダカ		264,102,371		200,884,205		74,049,568		64,975,828		139,025,396		61,858,809		63,218,166		56,795,076		48,227,854		105,022,930		50,574,957		155,597,887		40,906,944		196,504,831		22,803,552		22,003,962		44,807,514		18,686,652		63,494,166		13,526,785		77,020,951		11,598,060		5,018,850		16,616,910		5,034,388		21,651,298		5,258,280		26,909,578		(50,111,373)		-65.1%				403,127,767		202,243,166

				営業利益 エイギョウ リエキ		(40,418,201)		(24,498,757)		(6,011,892)		(7,570,163)		(13,582,055)		(10,916,702)		(15,919,444)		(16,932,965)		(22,458,204)		(39,391,169)		(13,667,621)		(53,058,790)		(35,972,209)		(89,030,999)		(13,829,730)		(15,603,839)		(29,433,569)		(18,204,752)		(47,638,321)		(25,589,105)		(73,227,426)		(2,507,467)		(5,127,788)		(7,635,255)		(3,940,876)		(11,576,131)		(7,547,739)		(19,123,870)		54,103,556		-73.9%				(54,000,256)		(29,501,444)

				利益率 リエキ リツ		-		-				ERROR:#VALUE!		-		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		-		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		-				(1)		-65.7%		(0)		(1)		(0)		(1)				-102.2%		-45.9%		-78.3%		-53.5%		-143.5%		-71.1%		－		－				ERROR:#VALUE!		0

		合計 ゴウケイ		売上高 ウリアゲ ダカ		5,780,112,908		4,186,186,186		1,387,704,459		1,354,436,104		2,742,140,563		1,444,045,623		1,593,926,722		1,577,664,008		1,583,944,089		3,161,608,097		1,594,930,989		4,756,539,086		1,752,365,482		6,508,904,568		1,813,850,871		1,559,176,940		3,373,027,811		3,935,231,983		7,308,259,794		2,207,307,909		9,515,567,703		1,961,073,748		2,115,619,717		4,076,693,465		2,349,090,132		6,425,783,597		4,302,467,364		10,728,250,961		1,212,683,258		12.7%				8,522,253,471		4,336,066,722

				営業利益 エイギョウ リエキ		945,556,957		694,182,380		259,080,019		213,866,006		472,946,025		221,236,355		251,374,577		308,815,864		546,046,855		286,110,505		832,157,360		238,244,484		1,070,401,844		73,100,830		325,074,343		299,522,846		624,597,189		1,100,638,812		1,725,236,001		195,929,440		1,921,165,441		370,408,936		458,462,656		828,871,592		595,084,595		1,423,956,187		1,032,064,425		2,456,020,612		534,855,171		27.8%		1,418,502,982		724,320,577

				利益率 リエキ リツ		16.4%		16.6%		18.7%		15.8%		17.2%		15.3%		15.8%		19.6%		34.5%		9.0%		52.2%		5.0%		61.1%		1.1%		17.9%		19.2%		18.5%		28.0%		23.6%		8.9%		20.2%		18.9%		21.7%		20.3%		25.3%		22.2%		24.0%		22.9%		－		－		1		1

														チェック済み ズ								チェック済み ズ														チェック済み ズ

						2,620,823,943				717,153,847						267,721,654		347,075,732																														決算説明資料使用数値 ケッサン セツメイシリョウ シヨウ スウチ												売上 ウリアゲ				１Q		２Q		３Q		4Q		1Q

						3,159,288,965				228,403,110																																																				海外通信 カイガイツウシン		396,809,269		390,872,731		367,277,650		348,543,503		340,900,000

						0.4534208907				0.7584459526																																																				フィリピン国内 コクナイ		55,389,250		77,986,750		106,765,199		114,331,209		188,474,000

						0.5465791093				0.2415540474																																																						国内通信事業 コクナイツウシンジギョウ		683,924,382		637,359,618		726,479,506		847,423,088		786,697,067

																																																																在留フィリピン人 ザイリュウ ジン		74,049,568		64,975,432		61,859,205		63,218,166		56,795,076

																																																																医療美容事業 イリョウビヨウジギョウ		177,531,990		183,239,010		181,666,626		220,410,756		204,797,724



																																																																		１Q		２Q		３Q		4Q		1Q

																																																																海外通信 カイガイツウシン		131,481,495		133,224,505		115,069,738		109,873,143		150,683,562

																																																																フィリピン国内 コクナイ		(7,545,459)		(1,123,541)		11,349,232		(15,451,333)		6,762,937

																																																																国内通信事業 コクナイツウシンジギョウ		74,276,534		37,457,466		62,081,986		95,005,325		99,779,941

																																																																在留フィリピン人 ザイリュウ ジン		(6,011,892)		(7,570,108)		(10,916,757)		(15,919,444)		(16,932,965)

																																																																医療美容事業 イリョウビヨウジギョウ		66,879,341		51,876,659		43,653,181		77,866,886		68,522,390





2022.3期4Q滝グラフ

		営業利益増減 エイギョウリエキ ゾウゲン

				2021/3　4Ｑ		2022/3　4Ｑ		増減 ゾウゲン		グラフ凡例数値

				1,921,165,441						1,921

		海外通信事業 カイガイツウシンジギョウ		1,201,958,708		1,011,541,711		(190,416,997)		-190 

		フィリピン国内通信事業 コクナイ ツウシンジギョウ		251,699,536		224,296,394		(27,403,142)		-27 

		国内通信事業 コクナイ ツウシン ジギョウ		410,879,409		819,309,571		408,430,162		408

		医療・美容事業 イリョウ ビヨウ ジギョウ		129,855,214		419,996,806		290,141,592		290

		その他 タ		(73,227,426)		(19,123,870)		54,103,556		54

						2,456,020,612		2,456,020,612		2,456

				↑チェック済み ヤジルシチェックズ

		2021/3　4Ｑ		海外通信事業 カイガイツウシン ジギョウ		フィリピン国内通信事業 コクナイ ツウシン ジギョウ		国内通信事業 コクナイ ツウシン ジギョウ		医療・美容事業 イリョウ ビヨウ ジギョウ		その他 タ		2022/3　4Ｑ

		0		1,730,748,444		1,703,345,302		1,703,345,302		2,111,775,464		2,401,917,056		0

		1,921,165,441		190,416,997		27,403,142		408,430,162		290,141,592		54,103,556		2,456,020,612

		1,921,165,441		1,730,748,444		1,703,345,302		2,111,775,464		2,401,917,056



												ERROR:#REF!



2021/3　4Ｑ	海外通信事業	フィリピン国内通信事業	国内通信事業	医療・美容事業	その他	2022/3　4Ｑ	0	1730748444	1703345302	1703345302	2111775464	2401917056	0	

[CELLREF]

1,921 	[分類名]

▲190

[分類名]

▲27

[分類名]

+[CELLREF]

408 	[分類名]

+[CELLREF]

290 	[分類名]

+[CELLREF]

54	

[CELLREF]

2,456 	

2021/3　4Ｑ	海外通信事業	フィリピン国内通信事業	国内通信事業	医療・美容事業	その他	2022/3　4Ｑ	1921165441	190416997	27403142	408430162	290141592	54103556	2456020612	



2022.3期4QBS

														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		資産の部 シサン ブ								負債・純資産の部 フサイ ジュンシサン ブ

				2021年3月期末 ネン ガツキ マツ		2022年3月期末 ネン ガツ マツ		増減 ゾウゲン				2021年3月期末		2022年3月期末		増減 ゾウゲン

		流動資産 リュウドウ シサン		7,665		12,023		4,357		流動負債 リュウドウ フサイ		3,361		7,865		4,503

		現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		3,625		5,778		2,152		買掛金 カイカケキン		701		1,032		331

		売掛金 ウリカケ キン		1,091		2,069		977		借入金 カリイレキン		518		1,845		1,327

		リース投資資産 トウシ シサン		2,327		3,340		1,013		繰延延払利益		1,267		2,246		978

		その他 タ		620		834		214		その他 タ		873		2,740		1,866

										固定負債 コテイ フサイ		1,645		1,418		▲ 226

										長期借入金 チョウキカリイレキン		1,431		1,203		▲ 227

										その他 タ		214		214		0

		固定資産 コテイ シサン		4,096		6,397		2,300		負債合計 フサイ ゴウケイ		5,007		9,283		4,276

		有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		2,510		3,776		1,265		純資産 ジュンシサン		6,754		9,136		2,381

		無形固定資産 ムケイコテイシサン		829		1,721		891		株主資本 カブヌシ シホン		5,332		7,131		1,798

		投資その他資産 トウシ タ シサン		755		899		143		累積包括利益 ルイセキ ホウカツ リエキ		▲ 26		178		205

										新株予約権 シンカブヨヤクケン		210		191		▲ 19

										非支配株主持分 ヒ シハイ カブヌシ モ ブン		1,238		1,635		397

		資産合計 シサン ゴウケイ		11,762		18,420		6,658		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		11,762		18,420		6,658



		資産の部 シサン ブ								負債・純資産の部 フサイ ジュンシサン ブ

				2021年3月期末		2022年3月期末		増減 ゾウゲン				2021年3月期末		2022年3月期末		増減 ゾウゲン

		流動資産 リュウドウ シサン		7,665,947,597		12,023,715,100		4,357,767,503		流動負債 リュウドウ フサイ		3,361,667,848		7,865,097,909		4,503,430,061

		現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		3,625,838,322		5,778,734,477		2,152,896,155		買掛金 カイカケキン		701,713,360		1,032,827,298		331,113,938

		売掛金 ウリカケ キン		1,091,555,682		2,069,155,899		977,600,217		借入金 シャクニュウキン		518,309,000		1,845,471,000		1,327,162,000

		リース投資資産 トウシ シサン		2,327,850,865		3,340,886,621		1,013,035,756		その他 タ		2,141,645,488		4,986,799,611		2,845,154,123

		その他 タ		620,702,728		834,938,103		214,235,375		固定負債 コテイ フサイ		1,645,749,606		1,418,861,230		(226,888,376)

										長期借入金 チョウキカリイレ キン		1,431,504,999		1,203,932,000		(227,572,999)				107158

										その他 タ		214,244,607		214,929,230		684,623				2087738

		固定資産 コテイ シサン		4,096,335,332		6,397,102,763		2,300,767,431		負債合計 フサイ ゴウケイ		5,007,417,454		9,283,959,139		4,276,541,685				1980580

		有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		2,510,919,832		3,776,186,824		1,265,266,992

		無形固定資産 ムケイコテイシサン		829,441,868		1,721,281,805		891,839,937		純資産 ジュンシサン		6,754,865,475		9,136,858,724		2,381,993,249

		投資その他資産 トウシ タ シサン		755,973,632		899,634,134		143,660,502		株主資本 カブヌシ シホン		5,332,716,141		7,131,292,754		1,798,576,613

										累積包括利益 ルイセキ ホウカツ リエキ		(26,880,826)		178,400,422		205,281,248

										新株予約権 シンカブヨヤクケン		210,516,250		191,367,250		(19,149,000)				9,283,959,139

										非支配株主持分 ヒ シハイ カブヌシ モ ブン		1,238,513,910		1,635,798,298		397,284,388				18,420,817,863

		資産合計 シサン ゴウケイ		11,762,282,929		18,420,817,863		6,658,534,934		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		11,762,282,929		18,420,817,863		6,658,534,934

												5,305,835,315		7,309,693,176

										自己資本比率 ジコシホンヒリツ		45.1%		39.7%		9,136,858,724

														18,420,817,863		9,144,208,724







22.4Q経理資料⇒





22.4Q連結精算表

		帳票タイトル		総勘定科目コード		科目名		アイ・ピー・エス		KSI		SLAC		IVAN		C One		ISMO		CDI		修正前合計		連結調整 レンケツチョウセイ		合計		会社NO		会社名		出力ユーザID		連結区分

		連結精算表		CAC010		現金及び預金		1,356,357,210		34,240,459		864,662,291		1,508,229,898		4,686,454		1,546,680,697		35,897,461		5,350,754,470		427,980,007		5,778,734,477		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CAC020		売掛金		1,175,941,783		37,410,644		5,981,260		1,451,689,246		0		219,025,221		30,915,659		2,920,963,813		(851,807,914)		2,069,155,899		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CAC030		リース投資資産		2,296,926,718		0		0		0		0		2,138,093,699		0		4,435,020,417		(1,094,133,796)		3,340,886,621		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CAC040		商品		25,905,590		0		0		0		0		0		23,638,335		49,543,925		0		49,543,925		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CAC050		貯蔵品		10,561		329,857		61,952,656		0		0		0		0		62,293,074		0		62,293,074		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CAC060		前渡金		8,201,927		0		20,583,012		314,473,802		0		0		0		343,258,741		(40,364,950)		302,893,791		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CAC070		前払費用		66,527,880		4,507,335		12,827,271		59,394,882		0		9,810,684		3,450,511		156,518,563		55,250,866		211,769,429		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CAC090		短期貸付金		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CAC100		未収入金		1,990,127		0		0		65,780,472		3,287,305		0		0		71,057,904		1,146,950		72,204,854		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CAC110		未収還付消費税		0		0		0		0		2,392,084		0		0		2,392,084		0		2,392,084		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CAC120		立替金		25,863,332		0		2,678,563		614,466,520		0		0		0		643,008,415		(641,858,031)		1,150,384		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CAC130		その他流動資産		387,120,109		27,582,364		8,386,895		183,477,999		377,583		32,519		0		606,977,469		(365,437,624)		241,539,845		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CAC140		貸倒引当金（流動）		(60,263,233)		(463,113)		(2,204,893)		(75,592,823)		0		0		0		(138,524,062)		29,674,779		(108,849,283)		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CA1100		流動資産計（連結）		5,284,582,004		103,607,546		974,867,055		4,121,919,996		10,743,426		3,913,642,820		93,901,966		14,503,264,813		(2,479,549,713)		12,023,715,100		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CTA010		建物および構築物		43,797,016		64,714,178		127,385,927		29,308,950		5,342,268		0		0		270,548,339		0		270,548,339		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CTA011		建物構築物　減累		(37,312,903)		(61,223,716)		(83,129,672)		(7,468,128)		(3,116,323)		0		0		(192,250,742)		0		(192,250,742)		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CTA020		機械装置及び運搬具		629,015,819		129,388,837		690,833,755		970,161,963		134,676		82,457,709		0		2,501,992,759		0		2,501,992,759		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CTA021		機械装置運搬具減累　		(501,152,186)		(124,449,082)		(462,754,124)		(210,163,593)		(134,676)		(5,837,300)		0		(1,304,490,961)		(1,693,096)		(1,306,184,057)		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CTA030		工具器具備品		109,490,263		14,666,529		37,489,020		32,223,678		16,875		0		0		193,886,365		0		193,886,365		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CTA031		工具器具備品　減累		(81,816,920)		(14,289,960)		(23,855,302)		(17,019,231)		(16,875)		0		0		(136,998,288)		0		(136,998,288)		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CTA040		リース資産		159,927,861		0		0		0		0		0		0		159,927,861		0		159,927,861		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CTA041		リース資産　減累		(144,294,307)		0		0		0		0		0		0		(144,294,307)		0		(144,294,307)		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CTA050		建設仮勘定		50,083,466		0		0		1,814,597,566		0		0		0		1,864,681,032		564,877,862		2,429,558,894		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CTA060		使用権資産		0		12,166,152		319,050,078		284,066,750		231,325		149,700,514		0		765,214,819		(765,214,819)		0		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CTA061		使用権資産　減累		0		0		(208,490,802)		(109,112,445)		(205,622)		(36,717,095)		0		(354,525,964)		354,525,964		0		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CTA100		有形固定資産計		227,738,109		20,972,938		396,528,880		2,786,595,510		2,251,648		189,603,828		0		3,623,690,913		152,495,911		3,776,186,824		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CIA010		通信回線使用権		72,719,565		0		0		216,944,439		0		1,662,754,724		0		1,952,418,728		(343,067,552)		1,609,351,176		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CIA020		ソフトウエア		54,098,257		0		4,123,765		146,484		0		0		0		58,368,506		0		58,368,506		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CIA080		ソフトウエア仮勘定		33,000		0		0		0		0		0		0		33,000		0		33,000		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CIA030		通信設備利用権		5,765,001		0		0		0		0		0		0		5,765,001		0		5,765,001		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CIA060		リース資産（ソフト		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		2395		のれん		0		0		0		0		0		0		0		0		43,013,074		43,013,074		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CIA070		その他無形固定資産		4,751,048		0		0		0		0		0		0		4,751,048		0		4,751,048		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CA2200		無形固定資産計（連結		137,366,871		0		4,123,765		217,090,923		0		1,662,754,724		0		2,021,336,283		(300,054,478)		1,721,281,805		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CIV010		関係会社株式		1,582,716,854		588,019,840		0		0		1,387,950,557		0		0		3,558,687,251		(3,558,687,251)		0		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CIV030		長期貸付金		3,760,101,000		0		0		0		0		0		0		3,760,101,000		(3,760,101,000)		0		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CIV040		長期前払費用		187,374,826		0		225,628		0		0		0		0		187,600,454		78,967,006		266,567,460		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CIV050		差入保証金		83,615,475		3,363,025		28,058,535		105,371,593		705,976		7,870,700		0		228,985,304		(23,007,194)		205,978,110		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CIV060		繰延税金資産		62,669,650		5,410,614		14,896,468		0		0		0		0		82,976,732		82,501,026		165,477,758		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CIV070		その他(投資その他)		14,423,731		1,203,727		35,530,212		0		0		0		0		51,157,670		211,205,243		262,362,913		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CIV080		貸倒引当金（固定）		(752,107)		0		0		0		0		0		0		(752,107)		0		(752,107)		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CA2300		投資その他の資産計（		5,690,149,429		597,997,206		78,710,843		105,371,593		1,388,656,533		7,870,700		0		7,868,756,304		(6,969,122,170)		899,634,134		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CA2000		固定資産計（連結）		6,055,254,409		618,970,144		479,363,488		3,109,058,026		1,390,908,181		1,860,229,252		0		13,513,783,500		(7,116,680,737)		6,397,102,763		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CA1000		資産合計（連結）		11,339,836,413		722,577,690		1,454,230,543		7,230,978,022		1,401,651,607		5,773,872,072		93,901,966		28,017,048,313		(9,596,230,450)		18,420,817,863		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		SP1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CLC010		買掛金		(428,338,456)		(6,364,598)		(19,099,042)		(900,512,925)		0		(59,055,991)		(24,070,735)		(1,437,441,747)		404,614,449		(1,032,827,298)		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CLC020		短期借入金		(1,344,100,000)		0		0		0		0		(1,895,966,560)		0		(3,240,066,560)		1,895,966,560		(1,344,100,000)		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CLC030		一年以内長期借入金		(501,371,000)		0		0		0		0		0		0		(501,371,000)		0		(501,371,000)		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CLC050		リース債務（短期）		(2,164,390)		0		0		(54,642,139)		0		0		0		(56,806,529)		54,631,356		(2,175,173)		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CLC060		未払金		(226,176,893)		(14,474,058)		(1,935,956)		(187,708,702)		(2,911,746)		0		(4,511)		(433,211,866)		(1,013,821,016)		(1,447,032,882)		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CLC070		未払費用		(8,492,869)		(16,804,604)		(26,131,351)		(224,798,405)		0		(1,130,280,735)		0		(1,406,507,964)		1,049,458,134		(357,049,830)		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CLC061		未払配当金		(109,190)		0		0		0		0		0		(27,675,422)		(27,784,612)		0		(27,784,612)		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CLC080		未払法人税等		0		0		(35,412,526)		0		0		(247,949,868)		0		(283,362,394)		(274,673,300)		(558,035,694)		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CLC090		未払消費税等		(7,587,000)		0		(10,841,914)		0		(2,065,328)		0		0		(20,494,242)		(33,735,200)		(54,229,442)		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CLC100		前受金		(46,852,853)		0		(21,448,913)		(5,888,525)		0		(82,238,224)		0		(156,428,515)		11,896,013		(144,532,502)		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CLC110		預り金		(9,417,993)		(1,898,493)		(664,465)		(298,495)		(51,423)		(22,659,524)		0		(34,990,393)		0		(34,990,393)		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CLC120		前受収益		(3,849,056)		0		0		(77,878,594)		0		0		0		(81,727,650)		0		(81,727,650)		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CLC130		繰延延払利益		(943,170,483)		0		0		0		0		0		0		(943,170,483)		(1,303,150,897)		(2,246,321,380)		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CLC140		賞与引当金		(14,669,451)		(1,794,247)		(32,765)		0		0		0		0		(16,496,463)		0		(16,496,463)		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CLC160		その他流動負債		(401,069,215)		0		0		(229,868)		0		0		0		(401,299,083)		384,875,493		(16,423,590)		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CL1100		流動負債計（連結）		3,937,368,849		41,336,000		115,566,932		1,451,957,653		5,028,497		3,438,150,902		51,750,668		9,041,159,501		(1,176,061,592)		7,865,097,909		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CLN010		長期未払金		(2,431,655)		0		0		0		0		0		0		(2,431,655)		0		(2,431,655)		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CLN030		長期借入金		(1,203,932,000)		(550,004,850)		0		(2,410,495,650)		0		0		0		(4,164,432,500)		2,960,500,500		(1,203,932,000)		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CLN040		リース債務（長期）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CLN050		繰延税金負債		0		(5,226,026)		0		0		0		(31,285,440)		0		(36,511,466)		27,045,494		(9,465,972)		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CLN060		退職給付引当金		(32,550,432)		(7,966,606)		(6,801,921)		(5,909,641)		0		0		0		(53,228,600)		2,475,000		(50,753,600)		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CLN070		役員退職慰労引当金		(134,218,024)		0		0		0		0		0		0		(134,218,024)		(2,475,000)		(136,693,024)		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CLN080		受入保証金		(11,187,155)		0		0		0		0		0		0		(11,187,155)		0		(11,187,155)		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CLN090		資産除去債務		(4,397,824)		0		0		0		0		0		0		(4,397,824)		0		(4,397,824)		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CLN100		その他固定負債		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CLN110		リース負債		0		(12,620,527)		(96,265,371)		(158,185,144)		(555,052)		(488,829,643)		0		(756,455,737)		756,455,737		0		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CL1200		固定負債計（連結）		1,388,717,090		575,818,009		103,067,292		2,574,590,435		555,052		520,115,083		0		5,162,862,961		(3,744,001,731)		1,418,861,230		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CL1000		負債合計（連結）		5,326,085,939		617,154,009		218,634,224		4,026,548,088		5,583,549		3,958,265,985		51,750,668		14,204,022,462		(4,920,063,323)		9,283,959,139		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		S1200		資本金		1,084,532,750		76,770,000		419,682,168		1,793,205,000		161,727,000		216,547,068		11,245		3,752,475,231		(2,667,942,481)		1,084,532,750		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		4120		新株式申込証拠金		0		0		0		575,884,134		1,290,708,000		0		0		1,866,592,134		(1,866,592,134)		0		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		S1300		資本剰余金		1,024,632,750		0		0		0		0		0		0		1,024,632,750		(3,724,066)		1,020,908,684		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		S1320		　資本準備金		1,024,632,750		0		0		0		0		0		0		1,024,632,750		(3,724,066)		1,020,908,684		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		S1400		利益剰余金		3,713,956,881		73,447,028		748,728,331		678,255,783		(5,848,983)		1,503,642,885		41,201,890		6,753,383,815		(1,726,793,338)		5,026,590,477		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		S1420		　利益準備金		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		S1450		　その他利益剰余金計		3,713,956,881		73,447,028		748,728,331		678,255,783		(5,848,983)		1,503,642,885		41,201,890		6,753,383,815		(1,726,793,338)		5,026,590,477		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		4360		自己株式		(739,157)		0		0		0		0		0		0		(739,157)		0		(739,157)		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CS1100		株主資本計（連結）		5,822,383,224		150,217,028		1,168,410,499		3,047,344,917		1,446,586,017		1,720,189,953		41,213,135		13,396,344,773		(6,265,052,019)		7,131,292,754		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		4420		退職給付調整累計額		0		780,308		742,949		0		0		0		0		1,523,257		(1,316,315)		206,942		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		4430		為替換算調整勘定		0		(45,573,655)		66,442,871		157,085,017		(50,517,959)		95,416,134		938,163		223,790,571		(45,597,091)		178,193,480		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		S3000		新株予約権		191,367,250		0		0		0		0		0		0		191,367,250		0		191,367,250		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		S4000		非支配株主持分		0		0		0		0		0		0		0		0		1,635,798,298		1,635,798,298		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CS1000		純資産合計（連結）		6,013,750,474		105,423,681		1,235,596,319		3,204,429,934		1,396,068,058		1,815,606,087		42,151,298		13,813,025,851		(4,676,167,127)		9,136,858,724		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CLS100		負債純資産合計（連結		11,339,836,413		722,577,690		1,454,230,543		7,230,978,022		1,401,651,607		5,773,872,072		93,901,966		28,017,048,313		(9,596,230,450)		18,420,817,863		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		SP2				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		P1000		純売上高		6,205,983,438		158,639,586		1,244,225,565		2,053,657,741		0		1,893,993,009		0		11,556,499,339		(828,248,378)		10,728,250,961		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		P1100		売上原価		4,050,932,866		0		592,897,855		1,351,617,646		0		361,760,432		0		6,357,208,799		252,925,294		6,610,134,093		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CP2000		売上総利益（連結）		2,155,050,572		158,639,586		651,327,710		702,040,095		0		1,532,232,577		0		5,199,290,540		(1,081,173,672)		4,118,116,868		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		SP3				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CS010		業務委託費		195,050,937		0		0		35,635,169		0		41,763,874		0		272,449,980		(168,353,851)		104,096,129		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CS020		給与手当		402,286,945		70,934,968		67,679,118		85,158,427		0		24,227,426		0		650,286,884		(55,752,787)		594,534,097		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CS030		退職給付費用		6,861,884		1,833,557		1,784,669		5,857,111		0		0		0		16,337,221		(2,122,353)		14,214,868		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		7221		株式報酬費用		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CS040		貸倒引当金繰入額		(11,399,674)		0		0		3,643,870		0		0		0		(7,755,804)		9,186,514		1,430,710		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CS050		賞与引当金繰入額		30,511,917		5,419,556		5,801,923		9,489,959		0		0		0		51,223,355		0		51,223,355		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CS060		旅費交通費		15,040,035		5,157,354		3,773,950		8,615,208		85,878		20,737		0		32,693,162		(4,750,930)		27,942,232		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CS070		地代家賃		54,540,360		3,392,471		1,770,137		17,520,178		45,950		44,820		0		77,313,916		58,121,884		135,435,800		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CS080		水道光熱費		36,776,432		3,223,712		105,292		5,387,087		30,122		13,737		0		45,536,382		(2,558,969)		42,977,413		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CS090		顧問料		82,455,687		14,432,472		14,888,304		39,659,960		2,194,320		13,715,516		0		167,346,259		(14,088,326)		153,257,933		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CS100		広告宣伝費		1,077,475		0		42,024,920		3,772,618		0		0		0		46,875,013		0		46,875,013		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CS110		支払手数料		31,796,280		4,705,265		51,173,120		5,287,288		18,114		1,657,784		0		94,637,851		(1,541,262)		93,096,589		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CS120		福利厚生費		16,394,470		20,349,820		0		17,330,810		0		236,918		0		54,312,018		(15,458,301)		38,853,717		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CS130		減価償却費		15,392,809		16,243,488		9,546,385		45,186,034		605,901		12,676,794		0		99,651,411		(84,203,785)		15,447,626		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CS140		租税公課		19,707,650		2,312,388		11,378,218		42,618,149		75,657		114,130		0		76,206,192		17,520,601		93,726,793		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CS150		通信費		6,398,056		3,519,399		2,241,679		3,410,535		0		110,284		0		15,679,953		(2,335,683)		13,344,270		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CS160		消耗品費		6,072,306		2,221,266		9,979,887		3,396,322		0		2,883,218		0		24,552,999		(356,125)		24,196,874		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CS170		燃料費		0		3,192,059		0		2,882,509		0		0		0		6,074,568		(1,066,242)		5,008,326		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CS180		研修費		18,901,592		192,268		129,627		1,034,552		0		1,554,153		0		21,812,192		(84,728)		21,727,464		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CS190		外注費		0		489,489		1,845,171		0		0		0		0		2,334,660		(202,722)		2,131,938		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CS200		販売促進費		41,685,809		3,252,049		0		0		0		600,835		0		45,538,693		(3,238,479)		42,300,214		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CS210		保険料		23,982,575		319,302		333,973		2,314,642		3,568		20,465		0		26,974,525		(131,571)		26,842,954		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CS220		維持管理費		15,324,384		1,764,364		6,203,990		5,545,979		28,651		0		0		28,867,368		(1,539,515)		27,327,853		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CS230		会議費		1,533,521		0		0		0		0		0		0		1,533,521		0		1,533,521		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CS240		接待交際費		1,265,694		2,363,998		53,241		622,398		0		170,817		0		4,476,148		(1,544,714)		2,931,434		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CS250		配送料		288,027		0		187,396		891,789		0		59,810		0		1,427,022		0		1,427,022		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CS260		その他		17,539,125		730,131		986,337		54,133,776		114,853		6,775,955		0		80,280,177		(68,066)		80,212,111		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CP3000		販管費計（連結）		1,029,484,296		166,049,376		231,887,337		399,394,370		3,203,014		106,647,273		0		1,936,665,666		(274,569,410)		1,662,096,256		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CP4000		営業利益（連結）		1,125,566,276		(7,409,790)		419,440,373		302,645,725		(3,203,014)		1,425,585,304		0		3,262,624,874		(806,604,262)		2,456,020,612		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		SP4				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		8110		受取利息		57,499,679		1,023,942		524,946		13,341,111		84,104		19,584,818		0		92,058,600		(66,773,737)		25,284,863		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		8010		受取配当金		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		8130		為替差益		1,052,010,649		13,939,593		0		14,456,381		23,660		0		0		1,080,430,283		(649,397,106)		431,033,177		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		COI050		その他営業外収益		1,747,831		109,022		0		4,512,507		3,099,595		2,465,588		0		11,934,543		(5,117,776)		6,816,767		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		P4110		営業外収益		1,111,258,159		15,072,557		524,946		32,309,999		3,207,359		22,050,406		0		1,184,423,426		(721,288,619)		463,134,807		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		8200		支払手数料		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		8210		支払利息		21,121,197		7,991,028		9,336,989		36,792,580		83,131		7,750,021		0		83,074,946		(68,307,755)		14,767,191		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		8250		為替差損		647,840,789		0		(3,164,309)		7,416,002		0		2,380,872		0		654,473,354		(654,473,354)		0		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		8980		雑損失		73,873		6,223,874		0		0		0		0		0		6,297,747		243,059		6,540,806		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		8999		その他営業外費用		0		0		239,725		0		0		0		0		239,725		0		239,725		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		P4120		営業外費用		669,035,859		14,214,902		6,412,405		44,208,582		83,131		10,130,893		0		744,085,772		(722,538,050)		21,547,722		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		P5000		経常利益		1,567,788,576		(6,552,135)		413,552,914		290,747,142		(78,786)		1,437,504,817		0		3,702,962,528		(805,354,831)		2,897,607,697		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		SP5				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		9000		固定資産売却益		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		9100		新株予約権戻入益		9,083,500		0		0		0		0		0		0		9,083,500		0		9,083,500		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		9199		その他特別利益		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		P5110		特別利益		9,083,500		0		0		0		0		0		0		9,083,500		0		9,083,500		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		9200		固定資産売却損		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		9210		固定資産除却損		308,279		0		0		0		0		0		0		308,279		0		308,279		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		9220		たな卸資産評価損		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		9299		その他特別損失		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		P5120		特別損失		308,279		0		0		0		0		0		0		308,279		0		308,279		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		P6000		税引前当期純利益		1,576,563,797		(6,552,135)		413,552,914		290,747,142		(78,786)		1,437,504,817		0		3,711,737,749		(805,354,831)		2,906,382,918		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		SP6				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		9310		法人税住民税等		236,955,238		60,151		107,161,483		3,143,892		63,812		233,429,258		0		580,813,834		257,010,000		837,823,834		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		9320		法人税等調整額		0		2,518,731		(1,613,075)		0		0		50,237,817		0		51,143,473		(109,284,119)		(58,140,646)		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		9410		非支配株主持分損益		0		0		0		0		0		0		0		0		238,392,602		238,392,602		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		P6100		当期純利益		1,339,608,559		(9,131,017)		308,004,506		287,603,250		(142,598)		1,153,837,742		0		3,079,780,442		(1,191,473,314)		1,888,307,128		200		連結会社		k_suizu		10





22.4Qセグメント

		セグメント管理番号		セグメント管理名		科目コード		科目名		分類区分名		国内通信事業		海外通信事業		在留フィリピン人関連事業		医療・美容事業		フィリピン国内通信事業		共通・その他		合計		会社NO		会社名		出力ユーザID

		10		セグメント		P1000		純売上高		外部		3,988,653,028		3,684,034,005		26,909,578		1,244,225,565		1,784,428,785		0		10,728,250,961		200		連結会社		y_hamasako

		10		セグメント		P1000		純売上高		セグメント間		0		344,077,184		132,477		0		284,948,370		0		629,158,031		200		連結会社		y_hamasako

		10		セグメント		P1000		純売上高		計		3,988,653,028		4,028,111,189		27,042,055		1,244,225,565		2,069,377,155		0		11,357,408,992		200		連結会社		y_hamasako

		10		セグメント		P1000		純売上高		セグメント内		0		214,809,761		(27,042,055)		0		(15,719,414)		27,042,055		199,090,347		200		連結会社		y_hamasako

		10		セグメント		P1000		純売上高		計		3,988,653,028		4,242,920,950		0		1,244,225,565		2,053,657,741		27,042,055		11,556,499,339		200		連結会社		y_hamasako

		10		セグメント		P1000		純売上高		未分類		0		0		0		0		0		0		0		200		連結会社		y_hamasako

		10		セグメント		P1000		純売上高		合計		3,988,653,028		4,242,920,950		0		1,244,225,565		2,053,657,741		27,042,055		11,556,499,339		200		連結会社		y_hamasako

		10		セグメント		CP4000		営業利益（連結）		外部		819,309,571		952,412,897		(19,256,347)		420,129,283		283,425,208		0		2,456,020,612		200		連結会社		y_hamasako

		10		セグメント		CP4000		営業利益（連結）		セグメント間		0		59,128,814		132,477		(132,477)		(59,128,814)		0		0		200		連結会社		y_hamasako

		10		セグメント		CP4000		営業利益（連結）		計		819,309,571		1,011,541,711		(19,123,870)		419,996,806		224,296,394		0		2,456,020,612		200		連結会社		y_hamasako

		10		セグメント		CP4000		営業利益（連結）		セグメント内		0		684,224,092		19,157,931		(556,433)		75,146,317		10,969,055		788,940,962		200		連結会社		y_hamasako

		10		セグメント		CP4000		営業利益（連結）		計		819,309,571		1,695,765,803		34,061		419,440,373		299,442,711		10,969,055		3,244,961,574		200		連結会社		y_hamasako

		10		セグメント		CP4000		営業利益（連結）		未分類		332,784,000		221,856,000		0		0		0		(554,640,000)		0		200		連結会社		y_hamasako

		10		セグメント		CP4000		営業利益（連結）		合計		1,152,093,571		1,917,621,803		34,061		419,440,373		299,442,711		(543,670,945)		3,244,961,574		200		連結会社		y_hamasako

		10		セグメント		SEG001		減価償却費		外部		34,754,639		105,407,677		3,790,387		105,712,942		114,293,934		13,127,790		377,087,369		200		連結会社		y_hamasako

		10		セグメント		SEG001		減価償却費		セグメント間		0		0		0		0		0		0		0		200		連結会社		y_hamasako

		10		セグメント		SEG001		減価償却費		計		34,754,639		105,407,677		3,790,387		105,712,942		114,293,934		13,127,790		377,087,369		200		連結会社		y_hamasako

		10		セグメント		SEG001		減価償却費		セグメント内		0		60,879,163		(3,790,387)		75,798,862		58,391,156		0		191,278,794		200		連結会社		y_hamasako

		10		セグメント		SEG001		減価償却費		計		34,754,639		166,286,840		0		181,511,804		172,685,090		13,127,790		568,366,163		200		連結会社		y_hamasako

		10		セグメント		SEG001		減価償却費		未分類		0		0		0		0		0		0		0		200		連結会社		y_hamasako

		10		セグメント		SEG001		減価償却費		合計		34,754,639		166,286,840		0		181,511,804		172,685,090		13,127,790		568,366,163		200		連結会社		y_hamasako







2022.3期3Q⇒





2022.3期3Q

																		(単位：百万円)

				第3四半期 ダイ シハンキ								第3四半期累計 ダイ シハンキ ルイケイ

				2021年3月期 ネン ガツキ		2022年3月期 ネン ガツキ		前年同期比 ゼンネンドウキヒ				2021年3月期 ネン ガツキ		2022年3月期 ネン ガツキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

										％								％

		売上高		3,935		2,349		▲ 1,586		▲40.3%		7,308		6,425		▲ 882		▲12.1%

		営業利益		1,100		595		▲ 505		▲45.9%		1,725		1,423		▲ 301		▲17.5%

		経常利益		1,001		659		▲ 341		▲34.1%		1,571		1,480		▲ 91		▲5.8%

		親会社株主に帰属
する当期純利益		713		436		▲ 276		▲38.8%		1,105		954		▲ 150		▲13.6%

		2019/3

				2019年3月期
1Q		2019年3月期
2Q		中間累計 チュウカンルイケイ		2019年3月期
3Q		2019年3月期
4Q		通期累計 ツウキ ルイケイ		13.7%

		売上高		1,387,704,459		1,354,436,104		2,742,140,563		1,444,045,623		1,593,926,722		5,780,112,908		19.2%

		営業利益		259,080,019		213,866,006		472,946,025		221,236,355		251,374,577		945,556,957		-30.8%

		経常利益		335,095,686		282,048,395		617,144,081		117,515,577		266,987,446		1,001,647,104		-28.8%

		親会社株主に帰属する
当期純利益		196,060,709		194,892,235		390,952,944		55,320,382		141,958,621		588,231,947		ERROR:#VALUE!



		2020/3

				2020年3月期１Q ネン ガツキ		2020年3月期2Q ネン ガツキ		中間 チュウカン		2020/3　３Q		４Q		通期累計 ツウキ ルイケイ

		売上高		1,577,664,008		1,583,944,089		3,161,608,097		1,594,930,989		1,752,365,482		6,508,904,568		16.4%

		営業利益		308,815,864		237,230,991		546,046,855		286,110,505		238,244,485		1,070,401,845

		経常利益		231,857,403		263,179,954		495,037,357		339,349,553		241,115,571		1,075,502,481

		親会社株主に帰属する
当期純利益		139,672,613		176,845,805		316,518,418		210,727,544		117,963,768		645,209,730

				前年比YonY		前年比率 ゼンネンヒ リツ		前期比QonQ ゼンキ ヒ		同期比率		予想 ヨソウ		達成率 タッセイリツ

				728,791,660		12.6%		158,438,760		9.9%		7,000,000,000		93.0%

				124,844,888		13.2%		(13,130,092)		-5.2%		1,200,000,000		89.2%

				73,855,377		7.4%		(25,871,875)		-9.7%		1,190,000,000		90.4%

				56,977,783		9.7%		(23,994,853)		-16.9%		640,000,000		100.8%



		2021/3

				１Q		２Q		中間 チュウ カン		３Q		3Q累計 ルイケイ		４Q		通期 ツウキ

		売上高		1,813,850,871		1,559,176,940		3,373,027,811		3,935,231,983		7,308,259,794		2,207,307,909		9,515,567,703

		営業利益		325,074,343		299,522,846		624,597,189		1,100,638,812		1,725,236,001		195,929,440		1,921,165,441

		経常利益		286,142,198		283,996,567		570,138,765		1,001,545,898		1,571,684,663		616,063,343		2,187,748,006

		親会社株主に帰属する
当期純利益		193,693,408		198,927,110		392,620,518		713,110,886		1,105,731,404		381,406,960		1,487,138,364

				QonQ率 リツ		QonQ		QonQ		QonQ		QonQ		QonQ		年間予算 ネンカンヨサン		達成率（１Ｑ） タッセイリツ

				15.0%		-1.6%		6.7%		146.7%				26.0%		9,600,000,000		18.9%

				5.3%		26.3%		14.4%		284.7%				-17.8%		1,900,000,000		17.1%

				23.4%		7.9%		15.2%		195.1%				155.5%		1,700,000,000		16.8%

				38.7%		12.5%		24.0%		238.4%				223.3%		1,150,000,000		16.8%

				QonQ

				236,186,863

				16,258,479

				54,284,795

				54,020,795

		2022/3

				１Q		２Q		中間 チュウ カン		３Q		3Q累計 ルイケイ		４Q		通期 ツウキ

		売上高		1,961,073,748		2,115,619,717		4,076,693,465		2,349,090,132		6,425,783,597

		営業利益		370,408,936		458,462,656		828,871,592		595,084,595		1,423,956,187

		経常利益		381,175,646		439,133,156		820,308,802		659,858,815		1,480,167,617

		親会社株主に帰属する
当期純利益		218,440,233		300,022,876		518,463,109		436,397,889		954,860,998

				QonQ率 リツ		QonQ		QonQ		QonQ		QonQ		QonQ		年間予算 ネンカンヨサン		達成率（２Ｑ） タッセイリツ

				8.1%		35.7%		20.9%		-40.3%		-12.1%				11,100,000,000		36.7%

				13.9%		53.1%		32.7%		-45.9%		-17.5%				2,400,000,000		34.5%

				33.2%		54.6%		43.9%		-34.1%		-5.8%				2,400,000,000		34.2%

				12.8%		50.8%		32.1%		-38.8%		-13.6%				1,650,000,000		31.4%

				QonQ		QonQ		QonQ		QonQ		QonQ		QonQ

				147,222,877		556,442,777		703,665,654		(1,586,141,851)		(882,476,197)		(2,207,307,909)

				45,334,593		158,939,810		204,274,403		(505,554,217)		(301,279,814)		(195,929,440)

				95,033,448		155,136,589		250,170,037		(341,687,083)		(91,517,046)		(616,063,343)

				24,746,825		101,095,766		125,842,591		(276,712,997)		(150,870,406)		(381,406,960)





2022.3期3Qセグメント

						2019年3月期
通期 ネン ガツ キ ツウキ		2019年3月期
3Q ネン ガツ キ		2019年3月期 ネン ガツキ										2020年3月期 ネン ガツキ												2020年3月期
通期累計 ネン ガツキ ツウキ ルイケイ		2021年3月期 ネン ガツキ												2021年3月期
通期累計 ネン ガツキ ツウキ ルイケイ		2022年3月期 ネン ガツキ										前期比 ゼンキ ヒ

										１Q		２Q		中間累計 チュウカンルイケイ		3Q		４Q		１Q		２Q		中間 チュウカン		3Q		３Q累計 ルイケイ		4Q				１Q		２Q		中間 チュウカン		3Q		３Q累計 ルイケイ		4Q				1Q		２Q		中間 チュウカン		3Q		3Q累計 ルイケイ				増減率 ゾウゲンリツ

		海外通信事業 カイガイ ツウシン ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		1,514,248,902		1,167,173,170		414,087,687		485,363,829		899,451,516		267,721,654		347,075,732		340,900,001		303,179,827		644,079,828		307,470,683		951,550,511		320,096,831		1,271,647,342		422,076,124		333,683,706		755,759,830		2,568,953,864		3,324,713,694		934,311,882		4,259,025,576		382,378,648		568,410,873		950,789,521		778,336,656		1,729,126,177		(1,595,587,517)		-48.0%				2,413,700,418		1,136,225,503

				営業利益 エイギョウ リエキ		476,024,873		359,671,357		127,667,271		122,616,285		250,283,556		109,387,801		116,353,516		150,683,562		86,472,465		237,156,027		122,444,666		359,600,693		119,566,711		479,167,404		146,871,963		119,083,550		265,955,513		790,160,085		1,056,115,598		145,843,110		1,201,958,708		43,995,300		139,688,626		183,683,926		186,818,671		370,502,597		(685,613,001)		-64.9%				726,308,429		374,579,143

				利益率 リエキ リツ		31.4%		30.8%		33.1%		(0)		27.8%		0		0		44.2%		28.5%		36.8%		39.8%		37.8%		37.4%		37.7%		34.8%		35.7%		35.2%		30.8%		31.8%		15.6%		28.2%		11.5%		24.6%		19.3%		24.0%		21.4%		－		－				1		1

		フィリピン国内
通信事業 コクナイ ツウシン ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		343,726,659		227,927,679		38,110,832		(16,503,187)		21,607,645		206,320,034		115,798,980		188,474,140		212,694,886		401,169,026		205,716,753		606,885,779		257,556,181		864,441,960		211,718,021		268,305,041		480,023,062		296,813,464		776,836,526		60,289,632		837,126,158		301,500,918		261,254,949		562,755,867		318,712,590		881,468,457		104,631,931		13.5%				365,334,304		247,707,209

				営業利益 エイギョウ リエキ		852,907		22,784,613		(3,731,235)		9,484,399		5,753,164		17,031,449		(21,931,706)		6,762,937		35,475,505		42,238,442		28,560,847		70,799,289		2,444,726		73,244,015		10,837,925		66,425,058		77,262,983		210,597,436		287,860,419		(36,160,883)		251,699,536		87,093,814		44,187,117		131,280,931		109,573,938		240,854,869		(47,005,550)		-16.3%				6,606,071		(24,120,333)

				利益率 リエキ リツ		-		10.0%				0		26.6%		(0)		ERROR:#VALUE!		3.6%		16.7%		10.5%		13.9%		11.7%		0.9%		8.5%		5.1%		24.8%		16.1%		71.0%		37.1%		-60.0%		30.1%		28.9%		16.9%		23.3%		34.4%		27.3%		－		－				ERROR:#VALUE!		0

		国内通信事業 コクナイ ツウシンジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		2,895,186,594		2,047,763,506		683,924,382		637,360,457		1,321,284,839		726,478,667		847,423,088		786,697,067		798,258,076		1,584,955,143		821,721,346		2,406,676,489		897,311,662		3,303,988,151		989,685,007		888,831,837		1,878,516,844		895,576,992		2,774,093,836		944,688,452		3,718,782,288		1,019,150,125		1,005,312,611		2,024,462,736		937,283,104		2,961,745,840		187,652,004		6.8%				4,216,471,433		2,168,707,088

				営業利益 エイギョウ リエキ		268,821,311		173,815,986		74,276,534		37,458,306		111,734,840		62,081,146		95,005,325		99,779,941		73,089,264		172,869,205		86,505,273		259,374,478		79,499,077		338,873,555		141,697,238		145,952,864		287,650,102		115,229,555		402,879,657		7,999,752		410,879,409		158,533,134		206,848,910		365,382,044		202,444,639		567,826,683		164,947,026		40.9%				380,556,151		206,739,325

				利益率 リエキ リツ		9.3%		8.5%		10.9%		(0)		8.5%		0		0		12.7%		9.2%		10.9%		10.5%		10.8%		8.9%		10.3%		14.3%		16.4%		15.3%		12.9%		14.5%		0.8%		11.0%		15.6%		20.6%		18.0%		21.6%		19.2%		－		－				0		0

		医療・美容事業 イリョウ ビヨウ ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		762,848,382		542,437,626		177,531,990		183,239,177		360,771,167		181,666,459		220,410,756		204,797,724		221,583,446		426,381,170		209,447,250		635,828,420		236,493,864		872,322,284		167,568,167		46,352,394		213,920,561		155,201,011		369,121,572		254,491,158		623,612,730		246,445,997		275,622,434		522,068,431		309,723,394		831,791,825		462,670,253		125.3%				1,123,619,549		581,181,756

				営業利益 エイギョウ リエキ		240,276,067		162,409,181		66,879,341		51,877,180		118,756,521		43,652,660		77,866,886		68,522,390		64,651,960		133,174,350		62,267,340		195,441,690		72,706,179		268,147,869		39,496,947		(16,334,787)		23,162,160		2,856,488		26,018,648		103,836,566		129,855,214		83,294,155		72,865,791		156,159,946		100,188,223		256,348,169		230,329,521		885.2%				359,032,588		196,622,886

				利益率 リエキ リツ		31.5%		29.9%		37.7%		(0)		32.9%		(0)		0		33.5%		29.2%		31.2%		29.7%		30.7%		30.7%		30.7%		23.6%		-35.2%		10.8%		1.8%		7.0%		40.8%		20.8%		33.8%		26.4%		29.9%		32.3%		30.8%		－		－				1		1

		その他（在留フィリピン人関連事業） タ タ		売上高 ウリアゲ ダカ		264,102,371		200,884,205		74,049,568		64,975,828		139,025,396		61,858,809		63,218,166		56,795,076		48,227,854		105,022,930		50,574,957		155,597,887		40,906,944		196,504,831		22,803,552		22,003,962		44,807,514		18,686,652		63,494,166		13,526,785		77,020,951		11,598,060		5,018,850		16,616,910		5,034,388		21,651,298		(41,842,868)		-65.9%				403,127,767		202,243,166

				営業利益 エイギョウ リエキ		(40,418,201)		(24,498,757)		(6,011,892)		(7,570,163)		(13,582,055)		(10,916,702)		(15,919,444)		(16,932,965)		(22,458,204)		(39,391,169)		(13,667,621)		(53,058,790)		(35,972,209)		(89,030,999)		(13,829,730)		(15,603,839)		(29,433,569)		(18,204,752)		(47,638,321)		(25,589,105)		(73,227,426)		(2,507,467)		(5,127,788)		(7,635,255)		(3,940,876)		(11,576,131)		36,062,190		-75.7%				(54,000,256)		(29,501,444)

				利益率 リエキ リツ		-		-				ERROR:#VALUE!		-		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		-		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		-				(1)		-65.7%		(0)		(1)		(0)		(1)				-102.2%		-45.9%		-78.3%		-53.5%		－		－				ERROR:#VALUE!		0

		合計 ゴウケイ		売上高 ウリアゲ ダカ		5,780,112,908		4,186,186,186		1,387,704,459		1,354,436,104		2,742,140,563		1,444,045,623		1,593,926,722		1,577,664,008		1,583,944,089		3,161,608,097		1,594,930,989		4,756,539,086		1,752,365,482		6,508,904,568		1,813,850,871		1,559,176,940		3,373,027,811		3,935,231,983		7,308,259,794		2,207,307,909		9,515,567,703		1,961,073,748		2,115,619,717		4,076,693,465		2,349,090,132		6,425,783,597		(882,476,197)		-12.1%				8,522,253,471		4,336,066,722

				営業利益 エイギョウ リエキ		945,556,957		694,182,380		259,080,019		213,866,006		472,946,025		221,236,355		251,374,577		308,815,864		546,046,855		286,110,505		832,157,360		238,244,484		1,070,401,844		73,100,830		325,074,343		299,522,846		624,597,189		1,100,638,812		1,725,236,001		195,929,440		1,921,165,441		370,408,936		458,462,656		828,871,592		595,084,595		1,423,956,187		(301,279,814)		-17.5%		1,418,502,982		724,320,577

				利益率 リエキ リツ		16.4%		16.6%		18.7%		15.8%		17.2%		15.3%		15.8%		19.6%		34.5%		9.0%		52.2%		5.0%		61.1%		1.1%		17.9%		19.2%		18.5%		28.0%		23.6%		8.9%		20.2%		18.9%		21.7%		20.3%		25.3%		22.2%		－		－		1		1

														チェック済み ズ								チェック済み ズ														チェック済み ズ

						2,620,823,943				717,153,847						267,721,654		347,075,732																										決算説明資料使用数値 ケッサン セツメイシリョウ シヨウ スウチ												売上 ウリアゲ				１Q		２Q		３Q		4Q		1Q

						3,159,288,965				228,403,110																																																海外通信 カイガイツウシン		396,809,269		390,872,731		367,277,650		348,543,503		340,900,000

						0.4534208907				0.7584459526																																																フィリピン国内 コクナイ		55,389,250		77,986,750		106,765,199		114,331,209		188,474,000

						0.5465791093				0.2415540474																																																		国内通信事業 コクナイツウシンジギョウ		683,924,382		637,359,618		726,479,506		847,423,088		786,697,067

																																																												在留フィリピン人 ザイリュウ ジン		74,049,568		64,975,432		61,859,205		63,218,166		56,795,076

																																																												医療美容事業 イリョウビヨウジギョウ		177,531,990		183,239,010		181,666,626		220,410,756		204,797,724

																																																														１Q		２Q		３Q		4Q		1Q

																																																												海外通信 カイガイツウシン		131,481,495		133,224,505		115,069,738		109,873,143		150,683,562

																																																												フィリピン国内 コクナイ		(7,545,459)		(1,123,541)		11,349,232		(15,451,333)		6,762,937

																																																												国内通信事業 コクナイツウシンジギョウ		74,276,534		37,457,466		62,081,986		95,005,325		99,779,941

																																																												在留フィリピン人 ザイリュウ ジン		(6,011,892)		(7,570,108)		(10,916,757)		(15,919,444)		(16,932,965)

																																																												医療美容事業 イリョウビヨウジギョウ		66,879,341		51,876,659		43,653,181		77,866,886		68,522,390





2022.3期3Q滝グラフ

		営業利益増減 エイギョウリエキ ゾウゲン

				2021/3　3Ｑ		2022/3　3Ｑ		増減 ゾウゲン		グラフ凡例数値

				1,725,236,001						1,725

		海外通信事業 カイガイツウシンジギョウ		1,056,115,598		370,502,597		(685,613,001)		-685 

		フィリピン国内通信事業 コクナイ ツウシンジギョウ		287,860,419		240,854,869		(47,005,550)		-47 

		国内通信事業 コクナイ ツウシン ジギョウ		402,879,657		567,826,683		164,947,026		164

		医療・美容事業 イリョウ ビヨウ ジギョウ		26,018,648		256,348,169		230,329,521		230

		その他 タ		(47,638,321)		(11,576,131)		36,062,190		36

						1,423,956,187		1,423,956,187		1,423

				↑チェック済み ヤジルシチェックズ

		2021/3　3Ｑ		海外通信事業 カイガイツウシン ジギョウ		フィリピン国内通信事業 コクナイ ツウシン ジギョウ		国内通信事業 コクナイ ツウシン ジギョウ		医療・美容事業 イリョウ ビヨウ ジギョウ		その他 タ		2022/3　3Ｑ

		0		1,039,623,000		992,617,450		992,617,450		1,157,564,476		1,387,893,997		0

		1,725,236,001		685,613,001		47,005,550		164,947,026		230,329,521		36,062,190		1,423,956,187

		1,725,236,001		1,039,623,000		992,617,450		1,157,564,476		1,387,893,997



												ERROR:#REF!



2021/3　3Ｑ	海外通信事業	フィリピン国内通信事業	国内通信事業	医療・美容事業	その他	2022/3　3Ｑ	0	1039623000	992617450	992617450	1157564476	1387893997	0	

[CELLREF]

1,725 	[分類名]
▲685
[分類名]
▲47
[分類名]
+[CELLREF]
164 	[分類名]
+[CELLREF]
230 	[分類名]
+[CELLREF]
36	
[CELLREF]
1,423 	
2021/3　3Ｑ	海外通信事業	フィリピン国内通信事業	国内通信事業	医療・美容事業	その他	2022/3　3Ｑ	1725236001	685613001	47005550	164947026	230329521	36062190	1423956187	


2022.3期3QBS

														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		資産の部 シサン ブ								負債・純資産の部 フサイ ジュンシサン ブ

				2021年3月期末 ネン ガツキ マツ		2022年3月期３Q ネン ガツ		増減 ゾウゲン				2021年3月期末 ネン ガツキ マツ		2022年3月期３Q		増減 ゾウゲン

		流動資産 リュウドウ シサン		7,665		9,119		1,453		流動負債 リュウドウ フサイ		3,361		4,372		1,010

		現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		3,625		3,920		294		買掛金 カイカケキン		701		438		▲ 263

		売掛金 ウリカケ キン		1,091		1,513		421		借入金 カリイレキン		518		1,220		702

		リース投資資産 トウシ シサン		2,327		2,737		409		その他 タ		2,141		2,712		570

		その他 タ		620		948		327		固定負債 コテイ フサイ		1,645		1,665		19

										長期借入金 チョウキカリイレキン		1,431		1,394		▲ 37

										その他 タ		214		271		57

		固定資産 コテイ シサン		4,096		4,825		729		負債合計 フサイ ゴウケイ		5,007		6,037		1,030

		有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		2,510		3,184		673		純資産 ジュンシサン		6,754		7,907		1,152

		無形固定資産 ムケイコテイシサン		829		911		81		株主資本 カブヌシ シホン		5,332		6,187		854

		投資その他資産 トウシ タ シサン		755		730		▲ 25		累積包括利益 ルイセキ ホウカツ リエキ		▲ 26		93		120

										新株予約権 シンカブヨヤクケン		210		201		▲ 9

										非支配株主持分 ヒ シハイ カブヌシ モ ブン		1,238		1,425		186

		資産合計 シサン ゴウケイ		11,762		13,945		2,183		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		11,762		13,945		2,183



		資産の部 シサン ブ								負債・純資産の部 フサイ ジュンシサン ブ

				2021年3月期 ネン ガツ キ		2022年3月期３Q		増減 ゾウゲン				2021年3月期 ネン ガツ キ		2022年3月期３Q		増減 ゾウゲン

		流動資産 リュウドウ シサン		7,665,947,597		9,119,446,111		1,453,498,514		流動負債 リュウドウ フサイ		3,361,667,848		4,372,062,632		1,010,394,784

		現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		3,625,838,322		3,920,394,575		294,556,253		買掛金 カイカケキン		701,713,360		438,657,894		(263,055,466)

		売掛金 ウリカケ キン		1,091,555,682		1,513,059,581		421,503,899		借入金 シャクニュウキン		518,309,000		1,220,888,000		702,579,000

		リース投資資産 トウシ シサン		2,327,850,865		2,737,797,370		409,946,505		その他 タ		2,141,645,488		2,712,516,738		570,871,250

		その他 タ		620,702,728		948,194,585		327,491,857		固定負債 コテイ フサイ		1,645,749,606		1,665,623,185		19,873,579

										長期借入金 チョウキカリイレ キン		1,431,504,999		1,394,041,000		(37,463,999)				107158

										その他 タ		214,244,607		271,582,185		57,337,578				2087738

		固定資産 コテイ シサン		4,096,335,332		4,825,903,465		729,568,133		負債合計 フサイ ゴウケイ		5,007,417,454		6,037,685,817		1,030,268,363				1980580

		有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		2,510,919,832		3,184,342,945		673,423,113

		無形固定資産 ムケイコテイシサン		829,441,868		911,238,344		81,796,476		純資産 ジュンシサン		6,754,865,475		7,907,663,759		1,152,798,284

		投資その他資産 トウシ タ シサン		755,973,632		730,322,176		(25,651,456)		株主資本 カブヌシ シホン		5,332,716,141		6,187,274,164		854,558,023

										累積包括利益 ルイセキ ホウカツ リエキ		(26,880,826)		93,738,430		120,619,256

										新株予約権 シンカブヨヤクケン		210,516,250		201,187,250		(9,329,000)				6,037,685,817

										非支配株主持分 ヒ シハイ カブヌシ モ ブン		1,238,513,910		1,425,463,915		186,950,005				13,945,349,576

		資産合計 シサン ゴウケイ		11,762,282,929		13,945,349,576		2,183,066,647		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		11,762,282,929		13,945,349,576		2,183,066,647

												5,305,835,315		6,281,012,594

										自己資本比率 ジコシホンヒリツ		45.1%		45.0%		7,907,663,759

														13,945,349,576		7,915,013,759







22.3Q経理資料⇒





22.3Q連結精算表

		帳票タイトル		総勘定科目コード		科目名		アイ・ピー・エス		KSI		SLAC		IVAN		C One		ISMO		修正前合計		組替仕訳借方		組替仕訳貸方		組替後合計		個別財務諸表修正借方		個別財務諸表修正貸方		修正後合計		開始仕訳借方		開始仕訳貸方		修正仕訳借方		修正仕訳貸方		合計		開示組替借方		開示組替貸方		開示合計		会社NO		会社名		出力ユーザID		連結区分

		連結精算表		CAC010		現金及び預金		1,002,766,428		31,200,091		523,652,775		569,627,586		650,952		421,476,438		2,549,374,270		0		0		2,549,374,270		0		0		2,549,374,270		216,398,740		2,888,740		3,127,623,412		1,970,113,107		3,920,394,575		0		0		3,920,394,575		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CAC020		売掛金		1,114,531,463		35,397,443		5,850,957		991,892,710		0		249,199,595		2,396,872,168		0		0		2,396,872,168		0		0		2,396,872,168		731,092,450		1,356,596,583		451,344,434		833,363,416		1,389,349,053		0		0		1,513,059,581		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CAC030		リース投資資産		2,435,264,482		0		0		0		0		1,175,676,817		3,610,941,299		0		0		3,610,941,299		0		0		3,610,941,299		918,988,380		1,508,927,953		4,911,073,711		5,194,278,067		2,737,797,370		0		0		2,737,797,370		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CAC040		商品		27,203,754		0		0		0		0		0		27,203,754		0		0		27,203,754		0		0		27,203,754		0		0		0		0		27,203,754		0		0		27,203,754		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CAC050		貯蔵品		10,729		322,527		50,633,175		0		0		0		50,966,431		0		0		50,966,431		0		0		50,966,431		0		0		0		0		50,966,431		0		0		50,966,431		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CAC060		前渡金		10,079,672		0		19,014,021		221,431,201		0		0		250,524,894		0		0		250,524,894		0		0		250,524,894		9,386,073		49,751,023		0		0		210,159,944		0		0		210,159,944		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CAC070		前払費用		54,729,215		(2,434,536)		20,093,292		92,360,713		18,493		34,929,743		199,696,920		0		0		199,696,920		0		0		199,696,920		81,734,555		10,576,511		17,817,463		74,297,028		214,375,399		0		0		214,375,399		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CAC090		短期貸付金		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CAC100		未収入金		1,667,087		0		0		60,218,135		8,012,095		139,767,038		209,664,355		0		0		209,664,355		0		0		209,664,355		3,999,760		1,810,751		0		35,713,147		176,140,217		0		0		52,429,689		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CAC110		未収還付消費税		0		0		0		0		1,968,125		0		1,968,125		0		0		1,968,125		0		0		1,968,125		0		0		0		0		1,968,125		0		0		1,968,125		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CAC120		立替金		29,835,066		0		3,297,893		188,793,495		0		0		221,926,454		0		0		221,926,454		0		0		221,926,454		0		12,064,815		0		25,315,463		184,546,176		0		0		184,546,176		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CAC130		その他流動資産		30,127,933		4,307,883		11,064,633		199,376,161		431,135		22,654,873		267,962,618		0		0		267,962,618		0		0		267,962,618		8,992,959		4,028,146		41,618,997		1,993,289		312,553,139		0		0		312,553,139		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CAC140		貸倒引当金（流動）		(70,768,112)		(452,821)		(3,060,442)		(63,852,026)		0		0		(138,133,401)		0		0		(138,133,401)		0		0		(138,133,401)		38,861,293		0		32,125,273		38,861,237		(106,008,072)		0		0		(106,008,072)		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CA1100		流動資産計（連結）		4,635,447,717		68,340,587		630,546,304		2,259,847,975		11,080,800		2,043,704,504		9,648,967,887		0		0		9,648,967,887		0		0		9,648,967,887		2,009,454,210		2,946,644,522		8,581,603,290		8,173,934,754		9,119,446,111		0		0		9,119,446,111		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CTA010		建物および構築物		43,715,390		63,184,213		121,802,064		9,520,764		5,223,551		0		243,445,982		0		0		243,445,982		0		0		243,445,982		0		0		0		0		243,445,982		0		0		243,445,982		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CTA011		建物構築物　減累		(37,949,458)		(58,599,477)		(77,851,022)		(7,021,822)		(2,916,482)		0		(184,338,261)		0		0		(184,338,261)		0		0		(184,338,261)		0		0		0		0		(184,338,261)		0		0		(184,338,261)		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CTA020		機械装置及び運搬具		689,704,373		126,228,035		674,425,039		910,087,325		131,683		62,773,527		2,463,349,982		0		0		2,463,349,982		0		0		2,463,349,982		98,930,214		121,643,914		35,682,247		13,899,999		2,462,418,530		0		0		2,462,418,530		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CTA021		機械装置運搬具減累　		(547,866,661)		(118,805,841)		(430,168,188)		(181,834,124)		(131,683)		(1,714,448)		(1,280,520,945)		0		0		(1,280,520,945)		0		0		(1,280,520,945)		0		0		0		156,143		(1,280,677,088)		0		0		(1,280,677,088)		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CTA030		工具器具備品		109,660,600		14,307,694		34,844,338		31,119,327		16,500		0		189,948,459		0		0		189,948,459		0		0		189,948,459		0		0		0		0		189,948,459		0		0		189,948,459		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CTA031		工具器具備品　減累		(82,414,698)		(13,877,313)		(21,968,691)		(14,320,013)		(16,500)		0		(132,597,215)		0		0		(132,597,215)		0		0		(132,597,215)		0		0		0		0		(132,597,215)		0		0		(132,597,215)		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CTA040		リース資産		159,927,861		0		0		0		0		0		159,927,861		0		0		159,927,861		0		0		159,927,861		0		0		0		0		159,927,861		0		0		159,927,861		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CTA041		リース資産　減累		(140,977,838)		0		0		0		0		0		(140,977,838)		0		0		(140,977,838)		0		0		(140,977,838)		0		0		0		0		(140,977,838)		0		0		(140,977,838)		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CTA050		建設仮勘定		464,750		0		0		1,868,013,754		0		20,495,874		1,888,974,378		0		0		1,888,974,378		0		0		1,888,974,378		0		21,781,863		0		0		1,867,192,515		0		0		1,867,192,515		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CTA060		使用権資産		0		13,268,384		311,960,076		278,048,371		226,184		29,873,607		633,376,622		0		0		633,376,622		0		0		633,376,622		226,450,822		750,090,322		293,289,381		400,667,533		2,358,970		0		0		2,358,970		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CTA061		使用権資産　減累		0		0		(185,329,377)		(95,326,578)		(125,658)		(9,230,117)		(290,011,730)		0		0		(290,011,730)		0		0		(290,011,730)		68,817,377		0		107,868,872		(110,966,511)		(2,358,970)		0		0		(2,358,970)		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CTA100		有形固定資産計		194,264,319		25,705,695		427,714,239		2,798,287,004		2,407,595		102,198,443		3,550,577,295		0		0		3,550,577,295		0		0		3,550,577,295		394,198,413		893,516,099		436,840,500		303,757,164		3,184,342,945		0		0		3,184,342,945		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CIA010		通信回線使用権		78,462,138		0		0		194,657,402		0		884,365,212		1,157,484,752		0		0		1,157,484,752		0		0		1,157,484,752		989,560,000		339,261,030		1,371,087,330		2,328,182,527		850,688,525		0		0		850,688,525		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CIA020		ソフトウエア		41,658,539		0		4,297,341		173,597		0		0		46,129,477		0		0		46,129,477		0		0		46,129,477		0		0		0		0		46,129,477		0		0		46,129,477		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CIA080		ソフトウエア仮勘定		3,561,800		0		0		0		0		0		3,561,800		0		0		3,561,800		0		0		3,561,800		0		0		0		0		3,561,800		0		0		3,561,800		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CIA030		通信設備利用権		6,107,494		0		0		0		0		0		6,107,494		0		0		6,107,494		0		0		6,107,494		0		0		0		0		6,107,494		0		0		6,107,494		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CIA060		リース資産（ソフト		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CIA070		その他無形固定資産		4,751,048		0		0		0		0		0		4,751,048		0		0		4,751,048		0		0		4,751,048		0		0		0		0		4,751,048		0		0		4,751,048		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CA2200		無形固定資産計（連結		134,541,019		0		4,297,341		194,830,999		0		884,365,212		1,218,034,571		0		0		1,218,034,571		0		0		1,218,034,571		989,560,000		339,261,030		1,371,087,330		2,328,182,527		911,238,344		0		0		911,238,344		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CIV010		関係会社株式		1,518,664,474		588,019,840		0		0		1,387,950,557		0		3,494,634,871		0		0		3,494,634,871		0		0		3,494,634,871		565,836,000		3,980,402,099		0		80,068,772		0		0		0		0		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CIV030		長期貸付金		2,978,922,000		0		0		0		0		0		2,978,922,000		0		0		2,978,922,000		0		0		2,978,922,000		1,094,400,000		1,094,400,000		0		2,978,922,000		0		0		0		0		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CIV040		長期前払費用		169,162,869		0		220,614		0		0		0		169,383,483		0		0		169,383,483		0		0		169,383,483		181,716,510		1,151,278		0		102,252,771		247,695,944		0		0		247,695,944		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CIV050		差入保証金		83,231,728		8,278,415		27,338,402		99,393,866		690,288		7,695,230		226,627,929		0		0		226,627,929		0		0		226,627,929		0		492,444		0		112,210		226,023,275		0		0		226,023,275		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CIV060		繰延税金資産		62,669,650		110,277		11,699,158		0		0		0		74,479,085		0		0		74,479,085		0		0		74,479,085		54,165,759		42,518,436		39,696,194		42,154,572		83,668,030		0		0		83,668,030		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CIV070		その他(投資その他)		47,240,885		28,823,833		35,664,163		4,855,491		0		0		116,584,372		0		0		116,584,372		0		0		116,584,372		9,122,880		0		47,823,540		0		173,530,792		0		0		173,530,792		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CIV080		貸倒引当金（固定）		(595,865)		0		0		0		0		0		(595,865)		0		0		(595,865)		0		0		(595,865)		0		0		0		0		(595,865)		0		0		(595,865)		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CA2300		投資その他の資産計（		4,859,295,741		625,232,365		74,922,337		104,249,357		1,388,640,845		7,695,230		7,060,035,875		0		0		7,060,035,875		0		0		7,060,035,875		1,905,241,149		5,118,964,257		87,519,734		3,203,510,325		730,322,176		0		0		730,322,176		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CA2000		固定資産計（連結）		5,188,101,079		650,938,060		506,933,917		3,097,367,360		1,391,048,440		994,258,885		11,828,647,741		0		0		11,828,647,741		0		0		11,828,647,741		3,288,999,562		6,351,741,386		1,895,447,564		5,835,450,016		4,825,903,465		0		0		4,825,903,465		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CA1000		資産合計（連結）		9,823,548,796		719,278,647		1,137,480,221		5,357,215,335		1,402,129,240		3,037,963,389		21,477,615,628		0		0		21,477,615,628		0		0		21,477,615,628		5,298,453,772		9,298,385,908		10,477,050,854		14,009,384,770		13,945,349,576		0		0		13,945,349,576		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		SP1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CLC010		買掛金		(413,048,352)		(2,337,867)		(28,307,283)		(445,055,596)		0		(6,560,304)		(895,309,402)		0		0		(895,309,402)		0		0		(895,309,402)		374,410,388		273,557,714		459,590,769		103,791,935		(438,657,894)		0		0		(438,657,894)		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CLC020		短期借入金		(675,100,000)		0		0		0		0		(1,000,553,125)		(1,675,653,125)		0		0		(1,675,653,125)		0		0		(1,675,653,125)		0		0		1,000,553,125		0		(675,100,000)		0		0		(675,100,000)		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CLC030		一年以内長期借入金		(545,788,000)		0		0		0		0		0		(545,788,000)		0		0		(545,788,000)		0		0		(545,788,000)		0		0		0		0		(545,788,000)		0		0		(545,788,000)		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CLC050		リース債務（短期）		(3,454,099)		0		0		(51,993,820)		0		0		(55,447,919)		0		0		(55,447,919)		0		0		(55,447,919)		1,032,303,448		989,560,000		4,328,787,315		4,323,432,803		(7,349,959)		0		0		(7,349,959)		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CLC060		未払金		(66,542,587)		(5,304,123)		(1,892,934)		(155,720,011)		(2,394,194)		(84,291,502)		(316,145,351)		0		0		(316,145,351)		0		0		(316,145,351)		47,924,889		3,597,503		167,635,083		8,009,126		(112,192,008)		0		0		(112,192,008)		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CLC070		未払費用		(12,349,488)		(13,792,966)		(10,929,864)		(139,702,288)		0		(9,824,201)		(186,598,807)		0		0		(186,598,807)		0		0		(186,598,807)		4,807,449		5,100,078		2,682,968		327,992		(184,536,460)		0		0		(184,536,460)		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CLC061		未払配当金		(113,998)		0		0		0		0		0		(113,998)		0		0		(113,998)		0		0		(113,998)		0		0		0		0		(113,998)		0		0		(113,998)		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CLC080		未払法人税等		(43,407,724)		(533,447)		(24,955,148)		0		0		(863,236)		(69,759,555)		0		0		(69,759,555)		0		0		(69,759,555)		0		0		0		0		(69,759,555)		0		0		(69,759,555)		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CLC090		未払消費税等		(42,197,417)		0		253,229		0		(1,504,793)		0		(43,448,981)		0		0		(43,448,981)		0		0		(43,448,981)		0		0		0		0		(43,448,981)		0		0		(43,448,981)		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CLC100		前受金		(81,458,964)		0		(17,440,293)		(5,380,188)		0		(163,945,684)		(268,225,129)		0		0		(268,225,129)		0		0		(268,225,129)		64,935,427		76,672,530		48,903,534		0		(231,058,698)		0		0		(231,058,698)		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CLC110		預り金		(29,439,447)		(2,324,878)		(2,458,814)		(291,862)		(65,819)		0		(34,580,820)		0		0		(34,580,820)		0		0		(34,580,820)		0		0		16,075,063		0		(18,505,757)		0		0		(18,505,757)		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CLC120		前受収益		(3,849,056)		0		0		(85,215,152)		0		0		(89,064,208)		0		0		(89,064,208)		0		0		(89,064,208)		25,024,451		0		21,216,372		25,024,451		(67,847,836)		0		0		(67,847,836)		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CLC130		繰延延払利益		(1,027,826,256)		0		0		0		0		0		(1,027,826,256)		0		0		(1,027,826,256)		0		0		(1,027,826,256)		547,545,197		663,284,402		634,320,063		1,433,183,206		(1,942,428,604)		0		0		(1,942,428,604)		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CLC140		賞与引当金		(8,002,238)		(5,322,036)		(4,159,126)		0		0		0		(17,483,400)		0		0		(17,483,400)		0		0		(17,483,400)		0		0		0		0		(17,483,400)		0		0		(17,483,400)		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CLC160		その他流動負債		(1,418,641)		0		0		(224,760)		0		0		(1,643,401)		0		0		(1,643,401)		0		0		(1,643,401)		0		16,111,567		0		36,514		(17,791,482)		0		0		(17,791,482)		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CL1100		流動負債計（連結）		2,953,996,267		29,615,317		89,890,233		883,583,677		3,964,806		1,266,038,052		5,227,088,352		0		0		5,227,088,352		0		0		5,227,088,352		2,096,951,249		2,027,883,794		6,679,764,292		5,893,806,027		4,372,062,632		0		0		4,372,062,632		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CLN010		長期未払金		(3,033,785)		0		0		0		0		0		(3,033,785)		0		0		(3,033,785)		0		0		(3,033,785)		0		0		0		0		(3,033,785)		0		0		(3,033,785)		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CLN030		長期借入金		(1,394,041,000)		(536,479,680)		0		(1,244,418,780)		0		0		(3,174,939,460)		0		0		(3,174,939,460)		0		0		(3,174,939,460)		1,089,084,528		1,089,084,528		4,682,628,460		2,901,730,000		(1,394,041,000)		0		0		(1,394,041,000)		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CLN040		リース債務（長期）		(47,614,500)		0		0		0		0		0		(47,614,500)		0		0		(47,614,500)		0		0		(47,614,500)		0		0		189,295,618		141,681,118		0		0		0		0		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CLN050		繰延税金負債		0		0		0		0		0		(112,877,841)		(112,877,841)		0		0		(112,877,841)		0		0		(112,877,841)		0		11,216,666		181,836,726		127,012,815		(69,270,596)		0		0		(69,270,596)		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CLN060		退職給付引当金		(32,039,546)		(12,885,147)		(7,285,416)		0		0		0		(52,210,109)		0		0		(52,210,109)		0		0		(52,210,109)		0		0		0		0		(52,210,109)		0		0		(52,210,109)		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CLN070		役員退職慰労引当金		(131,696,352)		0		0		0		0		0		(131,696,352)		0		0		(131,696,352)		0		0		(131,696,352)		0		0		0		0		(131,696,352)		0		0		(131,696,352)		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CLN080		受入保証金		(10,997,458)		0		0		0		0		0		(10,997,458)		0		0		(10,997,458)		0		0		(10,997,458)		0		0		0		0		(10,997,458)		0		0		(10,997,458)		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CLN090		資産除去債務		(4,373,885)		0		0		0		0		0		(4,373,885)		0		0		(4,373,885)		0		0		(4,373,885)		0		0		0		0		(4,373,885)		0		0		(4,373,885)		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CLN100		その他固定負債		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		455,391,059		455,391,059		0		0		0		0		0		0		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CLN110		リース負債		0		(13,606,492)		(103,173,682)		(167,589,349)		(2,108,797)		(20,652,131)		(307,130,451)		0		0		(307,130,451)		0		0		(307,130,451)		553,278,168		229,567,461		87,753,815		104,334,071		0		0		0		0		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CL1200		固定負債計（連結）		1,623,796,526		562,971,319		110,459,098		1,412,008,129		2,108,797		133,529,972		3,844,873,841		0		0		3,844,873,841		0		0		3,844,873,841		2,097,753,755		1,785,259,714		5,141,514,619		3,274,758,004		1,665,623,185		0		0		1,665,623,185		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CL1000		負債合計（連結）		4,577,792,793		592,586,636		200,349,331		2,295,591,806		6,073,603		1,399,568,024		9,071,962,193		0		0		9,071,962,193		0		0		9,071,962,193		4,194,705,004		3,813,143,508		11,821,278,911		9,168,564,031		6,037,685,817		0		0		6,037,685,817		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		S1200		資本金		1,079,193,000		76,770,000		282,218,965		1,793,205,000		161,727,000		216,547,068		3,609,661,033		0		0		3,609,661,033		0		0		3,609,661,033		3,060,531,098		575,884,134		125,889,841		80,068,772		1,079,193,000		0		0		1,079,193,000		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		4120		新株式申込証拠金		0		0		0		575,884,134		1,290,708,000		0		1,866,592,134		0		0		1,866,592,134		0		0		1,866,592,134		1,917,514,658		5,101,455		0		45,821,069		0		0		0		0		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		S1300		資本剰余金		1,019,293,000		0		0		0		0		0		1,019,293,000		0		0		1,019,293,000		0		0		1,019,293,000		3,724,066		0		0		0		1,015,568,934		0		0		1,015,568,934		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		S1320		　資本準備金		1,019,293,000		0		0		0		0		0		1,019,293,000		0		0		1,019,293,000		0		0		1,019,293,000		3,724,066		0		0		0		1,015,568,934		0		0		1,015,568,934		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		S1400		利益剰余金		2,946,714,870		88,008,807		632,114,981		604,718,349		(5,678,850)		1,364,909,611		5,630,787,768		0		0		5,630,787,768		0		0		5,630,787,768		2,038,410,406		1,528,633,753		0		(1,027,866,768)		4,093,144,347		0		0		4,093,144,347		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		S1420		　利益準備金		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		S1450		　その他利益剰余金計		2,946,714,870		88,008,807		632,114,981		604,718,349		(5,678,850)		1,364,909,611		5,630,787,768		0		0		5,630,787,768		0		0		5,630,787,768		2,038,410,406		1,528,633,753		0		(1,027,866,768)		4,093,144,347		0		0		4,093,144,347		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		4360		自己株式		(632,117)		0		0		0		0		0		(632,117)		0		0		(632,117)		0		0		(632,117)		0		0		0		0		(632,117)		0		0		(632,117)		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CS1100		株主資本計（連結）		5,044,568,753		164,778,807		914,333,946		2,973,807,483		1,446,756,150		1,581,456,679		12,125,701,818		0		0		12,125,701,818		0		0		12,125,701,818		7,020,180,228		2,109,619,342		125,889,841		(901,976,927)		6,187,274,164		0		0		6,187,274,164		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		4420		退職給付調整累計額		0		(3,083,076)		(201,144)		0		0		0		(3,284,220)		0		0		(3,284,220)		0		0		(3,284,220)		1,429,082		12,685		0		193,957		(4,506,660)		0		0		(4,506,660)		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		4430		為替換算調整勘定		0		(35,003,720)		22,998,088		87,816,046		(50,700,513)		56,938,686		82,048,587		0		0		82,048,587		0		0		82,048,587		65,124,261		120,216,994		38,896,230		0		98,245,090		0		0		98,245,090		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		S3000		新株予約権		201,187,250		0		0		0		0		0		201,187,250		0		0		201,187,250		0		0		201,187,250		0		0		0		0		201,187,250		0		0		201,187,250		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		S4000		非支配株主持分		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		273,338,590		1,511,852,500		0		186,950,005		1,425,463,915		0		0		1,425,463,915		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CS1000		純資産合計（連結）		5,245,756,003		126,692,011		937,130,890		3,061,623,529		1,396,055,637		1,638,395,365		12,405,653,435		0		0		12,405,653,435		0		0		12,405,653,435		7,360,072,161		3,741,701,521		164,786,071		(714,832,965)		7,907,663,759		0		0		7,907,663,759		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CLS100		負債純資産合計（連結		9,823,548,796		719,278,647		1,137,480,221		5,357,215,335		1,402,129,240		3,037,963,389		21,477,615,628		0		0		21,477,615,628		0		0		21,477,615,628		11,554,777,165		7,554,845,029		11,986,064,982		8,453,731,066		13,945,349,576		0		0		13,945,349,576		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		SP2				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		P1000		純売上高		4,536,947,901		122,165,806		831,791,825		1,118,299,555		0		1,421,861,813		8,031,066,900		0		0		8,031,066,900		0		0		8,031,066,900		0		0		2,072,604,622		467,321,319		6,425,783,597		0		0		6,425,783,597		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		P1100		売上原価		3,028,942,504		0		421,666,198		588,966,091		0		258,210,187		4,297,784,980		0		0		4,297,784,980		0		0		4,297,784,980		0		0		280,584,189		730,126,654		3,848,242,515		0		0		3,848,242,515		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CP2000		売上総利益（連結）		1,508,005,397		122,165,806		410,125,627		529,333,464		0		1,163,651,626		3,733,281,920		0		0		3,733,281,920		0		0		3,733,281,920		0		0		0		(1,155,740,838)		2,577,541,082		0		0		2,577,541,082		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		SP3				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CS010		業務委託費		150,681,674		0		0		8,874,597		0		18,976,196		178,532,467		0		0		178,532,467		0		0		178,532,467		0		0		66,496,357		189,030,792		55,998,032		0		0		55,998,032		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CS020		給与手当		298,083,483		57,785,750		41,041,415		64,950,970		0		16,635,404		478,497,022		0		0		478,497,022		0		0		478,497,022		0		0		0		52,185,854		426,311,168		0		0		426,311,168		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CS030		退職給付費用		5,340,244		1,290,528		1,198,706		0		0		0		7,829,478		0		0		7,829,478		0		0		7,829,478		0		0		258,609		0		8,088,087		0		0		8,088,087		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		7221		株式報酬費用		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CS040		貸倒引当金繰入額		(1,051,031)		0		0		(6,524,888)		0		0		(7,575,919)		0		0		(7,575,919)		0		0		(7,575,919)		0		0		38,861,237		32,125,273		(839,955)		0		0		(839,955)		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CS050		賞与引当金繰入額		23,844,704		3,999,157		4,449,045		8,297,669		0		0		40,590,575		0		0		40,590,575		0		0		40,590,575		0		0		0		0		40,590,575		0		0		40,590,575		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CS060		旅費交通費		12,677,790		4,221,759		2,758,855		6,463,797		85,493		20,487		26,228,181		0		0		26,228,181		0		0		26,228,181		0		0		0		4,271,457		21,956,724		0		0		21,956,724		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CS070		地代家賃		40,905,270		2,410,266		1,262,811		11,749,105		96,673		44,282		56,468,407		0		0		56,468,407		0		0		56,468,407		0		0		42,789,850		2,042,210		97,216,047		0		0		97,216,047		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CS080		水道光熱費		27,018,988		2,424,398		(295,566)		2,777,575		22,792		10,705		31,958,892		0		0		31,958,892		0		0		31,958,892		0		0		0		2,918,223		29,040,669		0		0		29,040,669		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CS090		顧問料		56,462,824		9,005,785		9,266,446		25,921,198		1,098,900		9,949,485		111,704,638		0		0		111,704,638		0		0		111,704,638		0		0		0		8,751,097		102,953,541		0		0		102,953,541		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CS100		広告宣伝費		1,077,475		0		22,340,471		2,867,658		0		0		26,285,604		0		0		26,285,604		0		0		26,285,604		0		0		0		0		26,285,604		0		0		26,285,604		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CS110		支払手数料		23,370,327		4,157,529		34,819,430		3,289,135		4,551		1,110,764		66,751,736		0		0		66,751,736		0		0		66,751,736		0		0		0		1,147,911		65,603,825		0		0		65,603,825		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CS120		福利厚生費		13,146,121		10,429,131		0		12,498,792		0		206,778		36,280,822		0		0		36,280,822		0		0		36,280,822		0		0		0		3,302,777		32,978,045		0		0		32,978,045		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CS130		減価償却費		11,293,304		13,150,823		7,124,574		34,363,027		395,327		8,952,265		75,279,320		0		0		75,279,320		0		0		75,279,320		0		0		915,061		55,587,282		20,607,099		0		0		20,607,099		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CS140		租税公課		26,898,320		1,738,489		8,922,282		25,765,953		57,544		112,759		63,495,347		0		0		63,495,347		0		0		63,495,347		0		0		0		79,590		63,415,757		0		0		63,415,757		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CS150		通信費		4,896,820		2,755,393		1,337,572		2,884,919		0		75,590		11,950,294		0		0		11,950,294		0		0		11,950,294		0		0		0		586,523		11,363,771		0		0		11,363,771		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CS160		消耗品費		4,455,096		1,694,586		5,888,784		2,627,867		0		2,575,185		17,241,518		0		0		17,241,518		0		0		17,241,518		0		0		0		227,893		17,013,625		0		0		17,013,625		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CS170		燃料費		0		2,396,009		0		1,837,167		0		0		4,233,176		0		0		4,233,176		0		0		4,233,176		0		0		0		281,573		3,951,603		0		0		3,951,603		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CS180		研修費		6,660,092		120,793		129,046		414,634		0		1,535,486		8,860,051		0		0		8,860,051		0		0		8,860,051		0		0		0		13,612		8,846,439		0		0		8,846,439		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CS190		外注費		0		442,894		1,525,783		0		0		0		1,968,677		0		0		1,968,677		0		0		1,968,677		0		0		0		175,805		1,792,872		0		0		1,792,872		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CS200		販売促進費		31,413,255		1,581,201		0		0		0		593,618		33,588,074		0		0		33,588,074		0		0		33,588,074		0		0		0		77,270		33,510,804		0		0		33,510,804		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CS210		保険料		18,252,255		217,174		299,725		2,012,802		2,664		20,219		20,804,839		0		0		20,804,839		0		0		20,804,839		0		0		0		13,026		20,791,813		0		0		20,791,813		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CS220		維持管理費		11,944,028		1,094,467		3,692,312		2,925,732		8,612		0		19,665,151		0		0		19,665,151		0		0		19,665,151		0		0		0		1,048,922		18,616,229		0		0		18,616,229		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CS230		会議費		1,524,040		0		0		0		0		0		1,524,040		0		0		1,524,040		0		0		1,524,040		0		0		0		0		1,524,040		0		0		1,524,040		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CS240		接待交際費		883,600		866,289		47,621		226,704		0		1,890		2,026,104		0		0		2,026,104		0		0		2,026,104		0		0		0		656,580		1,369,524		0		0		1,369,524		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CS250		配送料		220,416		0		71,811		173,732		0		49,529		515,488		0		0		515,488		0		0		515,488		0		0		0		0		515,488		0		0		515,488		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CS260		その他		3,159,008		400,101		138,323		37,062,001		4,306		5,058,503		45,822,242		0		0		45,822,242		0		0		45,822,242		0		0		0		1,738,773		44,083,469		0		0		44,083,469		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CP3000		販管費計（連結）		773,158,103		122,182,522		146,019,446		251,460,146		1,776,862		65,929,145		1,360,526,224		0		0		1,360,526,224		0		0		1,360,526,224		0		0		149,321,114		356,262,443		1,153,584,895		0		0		1,153,584,895		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		CP4000		営業利益（連結）		734,847,294		(16,716)		264,106,181		277,873,318		(1,776,862)		1,097,722,481		2,372,755,696		0		0		2,372,755,696		0		0		2,372,755,696		0		0		0		(948,799,509)		1,423,956,187		0		0		1,423,956,187		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		SP4				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		8110		受取利息		34,587,847		42,099		338,216		12,892,624		3,740		9,777,775		57,642,301		0		0		57,642,301		0		0		57,642,301		0		0		37,074,114		4,827,803		25,395,990		0		0		25,395,990		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		8010		受取配当金		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		8130		為替差益		520,392,283		15,522,449		0		20,882,989		0		0		556,797,721		0		0		556,797,721		0		0		556,797,721		0		0		514,300,129		0		42,497,592		0		0		42,497,592		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		COI050		その他営業外収益		1,311,304		108,534		1,310,297		0		1,800,657		1,529,601		6,060,393		0		0		6,060,393		0		0		6,060,393		0		0		2,879,238		0		3,181,155		0		0		3,181,155		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		P4110		営業外収益		556,291,434		15,673,082		1,648,513		33,775,613		1,804,397		11,307,376		620,500,415		0		0		620,500,415		0		0		620,500,415		0		0		554,253,481		4,827,803		71,074,737		0		0		71,074,737		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		8200		支払手数料		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		8210		支払利息		14,748,861		5,956,198		7,432,148		34,879,346		0		3,479,143		66,495,696		0		0		66,495,696		0		0		66,495,696		0		0		7,674,647		59,619,559		14,550,784		0		0		14,550,784		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		8250		為替差損		449,228,105		0		3,237		62,703,770		0		2,101,985		514,037,097		0		0		514,037,097		0		0		514,037,097		0		0		0		514,037,097		0		0		0		0		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		8980		雑損失		73,873		0		0		0		0		0		73,873		0		0		73,873		0		0		73,873		0		0		0		0		73,873		0		0		73,873		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		8999		その他営業外費用		0		0		238,650		0		0		0		238,650		0		0		238,650		0		0		238,650		0		0		0		0		238,650		0		0		238,650		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		P4120		営業外費用		464,050,839		5,956,198		7,674,035		97,583,116		0		5,581,128		580,845,316		0		0		580,845,316		0		0		580,845,316		0		0		7,674,647		573,656,656		14,863,307		0		0		14,863,307		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		P5000		経常利益		827,087,889		9,700,168		258,080,659		214,065,815		27,535		1,103,448,729		2,412,410,795		0		0		2,412,410,795		0		0		2,412,410,795		0		0		0		(932,243,178)		1,480,167,617		0		0		1,480,167,617		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		SP5				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		9000		固定資産売却益		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		9100		新株予約権戻入益		2,455,000		0		0		0		0		0		2,455,000		0		0		2,455,000		0		0		2,455,000		0		0		0		0		2,455,000		0		0		2,455,000		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		9199		その他特別利益		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		P5110		特別利益		2,455,000		0		0		0		0		0		2,455,000		0		0		2,455,000		0		0		2,455,000		0		0		0		0		2,455,000		0		0		2,455,000		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		9200		固定資産売却損		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		9210		固定資産除却損		23,421		0		0		0		0		0		23,421		0		0		23,421		0		0		23,421		0		0		0		0		23,421		0		0		23,421		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		9220		たな卸資産評価損		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		9299		その他特別損失		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		P5120		特別損失		23,421		0		0		0		0		0		23,421		0		0		23,421		0		0		23,421		0		0		0		0		23,421		0		0		23,421		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		P6000		税引前当期純利益		829,519,468		9,700,168		258,080,659		214,065,815		27,535		1,103,448,729		2,414,842,374		0		0		2,414,842,374		0		0		2,414,842,374		0		0		0		(932,243,178)		1,482,599,196		0		0		1,482,599,196		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		SP6				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		9310		法人税住民税等		257,152,920		(140,843)		65,089,052		0		0		38,709,846		360,810,975		0		0		360,810,975		0		0		360,810,975		0		0		0		0		360,810,975		0		0		360,810,975		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		9320		法人税等調整額		0		4,410,249		1,600,451		0		0		49,634,415		55,645,115		0		0		55,645,115		0		0		55,645,115		0		0		145,929,828		198,360,013		3,214,930		0		0		3,214,930		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		9410		非支配株主持分損益		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		163,712,293		0		163,712,293		0		0		163,712,293		200		連結会社		k_suizu		10

		連結精算表		P6100		当期純利益		572,366,548		5,430,762		191,391,156		214,065,815		27,535		1,015,104,468		1,998,386,284		0		0		1,998,386,284		0		0		1,998,386,284		0		0		0		(1,043,525,286)		954,860,998		0		0		954,860,998		200		連結会社		k_suizu		10





22.3Qセグメント

								31期3Q キ

		セグメント管理番号		セグメント管理名		科目コード		科目名		分類区分名		国内通信事業		海外通信事業		在留フィリピン人関連事業		医療・美容事業		フィリピン国内通信事業		共通・その他		合計

		10		セグメント		P1000		純売上高		外部		2,961,745,840		1,729,126,177		21,651,298		831,791,825		881,468,457		0		6,425,783,597		0

		10		セグメント		P1000		純売上高		セグメント間		0		236,329,272		106,505		0		220,059,997		0		456,495,774

		10		セグメント		P1000		純売上高		計		2,961,745,840		1,965,455,449		21,757,803		831,791,825		1,101,528,454		0		6,882,279,371

		10		セグメント		P1000		純売上高		セグメント内		0		1,132,016,428		(21,757,803)		0		16,771,101		21,757,803		1,148,787,529

		10		セグメント		P1000		純売上高		計		2,961,745,840		3,097,471,877		0		831,791,825		1,118,299,555		21,757,803		8,031,066,900

		10		セグメント		P1000		純売上高		未分類		0		0		0		0		0		0		0

		10		セグメント		P1000		純売上高		合計		2,961,745,840		3,097,471,877		0		831,791,825		1,118,299,555		21,757,803		8,031,066,900

		10		セグメント		CP4000		営業利益（連結）		外部		567,826,683		354,233,322		(11,682,636)		256,454,674		257,124,144		0		1,423,956,187

		10		セグメント		CP4000		営業利益（連結）		セグメント間		0		16,269,275		106,505		(106,505)		(16,269,275)		0		0

		10		セグメント		CP4000		営業利益（連結）		計		567,826,683		370,502,597		(11,576,131)		256,348,169		240,854,869		0		1,423,956,187		0

		10		セグメント		CP4000		営業利益（連結）		セグメント内		0		883,232,615		11,610,192		7,758,012		35,241,587		10,957,103		948,799,509

		10		セグメント		CP4000		営業利益（連結）		計		567,826,683		1,253,735,212		34,061		264,106,181		276,096,456		10,957,103		2,372,755,696

		10		セグメント		CP4000		営業利益（連結）		未分類		249,588,000		166,392,000		0		0		0		(415,980,000)		0

		10		セグメント		CP4000		営業利益（連結）		合計		817,414,683		1,420,127,212		34,061		264,106,181		276,096,456		(405,022,897)		2,372,755,696

		10		セグメント		SEG001		減価償却費		外部		26,090,359		66,473,658		3,963,427		78,810,735		84,842,689		9,769,547		269,950,415

		10		セグメント		SEG001		減価償却費		セグメント間		0		0		0		0		0		0		0

		10		セグメント		SEG001		減価償却費		計		26,090,359		66,473,658		3,963,427		78,810,735		84,842,689		9,769,547		269,950,415

		10		セグメント		SEG001		減価償却費		セグメント内		0		25,886,305		(3,963,427)		55,586,148		43,050,316		0		120,559,342

		10		セグメント		SEG001		減価償却費		計		26,090,359		92,359,963		0		134,396,883		127,893,005		9,769,547		390,509,757

		10		セグメント		SEG001		減価償却費		未分類		0		0		0		0		0		0		0

		10		セグメント		SEG001		減価償却費		合計		26,090,359		92,359,963		0		134,396,883		127,893,005		9,769,547		390,509,757



								30期3Qとの比較 キ ヒカク

												国内通信事業		海外通信事業		在留フィリピン人関連事業		医療・美容事業		フィリピン国内通信事業				合計

								純売上 ジュンウリアゲ		増減額 ゾウゲンガク		187,652,004		(1,595,587,517)		(41,842,868)		462,670,253		104,631,931				(882,476,197)		0

										増減率 ゾウゲンリツ		6.8%		-48.0%		-65.9%		125.3%		13.5%				20.9%

								営業利益 エイギョウリエキ		増減額 ゾウゲンガク		164,947,026		(685,613,001)		36,062,190		230,329,521		(47,005,550)				(301,279,814)		0

										増減率 ゾウゲン リツ		40.9%		-64.9%		-75.7%		885.2%		-16.3%				32.7%







2022.3期2Q⇒





2022.3期2Q

																		(単位：百万円)

				第2四半期 ダイ シハンキ								第2四半期累計 ダイ シハンキ ルイケイ

				2021年3月期 ネン ガツキ		2022年3月期 ネン ガツキ		前年同期比 ゼンネンドウキヒ				2021年3月期 ネン ガツキ		2022年3月期 ネン ガツキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ

										％								％

		売上高		1,559		2,115		556		35.7%		3,373		4,076		703		20.9%

		営業利益		299		458		158		53.1%		624		828		204		32.7%

		経常利益		283		439		155		54.6%		570		820		250		43.9%

		親会社株主に帰属
する当期純利益		198		300		101		50.8%		392		518		125		32.1%

		2019/3

				2019年3月期
1Q		2019年3月期
2Q		中間累計 チュウカンルイケイ		2019年3月期
3Q		2019年3月期
4Q		通期累計 ツウキ ルイケイ		13.7%

		売上高		1,387,704,459		1,354,436,104		2,742,140,563		1,444,045,623		1,593,926,722		5,780,112,908		19.2%

		営業利益		259,080,019		213,866,006		472,946,025		221,236,355		251,374,577		945,556,957		-30.8%

		経常利益		335,095,686		282,048,395		617,144,081		117,515,577		266,987,446		1,001,647,104		-28.8%

		親会社株主に帰属する
当期純利益		196,060,709		194,892,235		390,952,944		55,320,382		141,958,621		588,231,947		ERROR:#VALUE!



		2020/3

				2020年3月期１Q ネン ガツキ		2020年3月期2Q ネン ガツキ		中間 チュウカン		2020/3　３Q		４Q		通期累計 ツウキ ルイケイ

		売上高		1,577,664,008		1,583,944,089		3,161,608,097		1,594,930,989		1,752,365,482		6,508,904,568		16.4%

		営業利益		308,815,864		237,230,991		546,046,855		286,110,505		238,244,485		1,070,401,845

		経常利益		231,857,403		263,179,954		495,037,357		339,349,553		241,115,571		1,075,502,481

		親会社株主に帰属する
当期純利益		139,672,613		176,845,805		316,518,418		210,727,544		117,963,768		645,209,730

				前年比YonY		前年比率 ゼンネンヒ リツ		前期比QonQ ゼンキ ヒ		同期比率		予想 ヨソウ		達成率 タッセイリツ

				728,791,660		12.6%		158,438,760		9.9%		7,000,000,000		93.0%

				124,844,888		13.2%		(13,130,092)		-5.2%		1,200,000,000		89.2%

				73,855,377		7.4%		(25,871,875)		-9.7%		1,190,000,000		90.4%

				56,977,783		9.7%		(23,994,853)		-16.9%		640,000,000		100.8%



		2021/3

				１Q		２Q		中間 チュウ カン		３Q		４Q		通期 ツウキ

		売上高		1,813,850,871		1,559,176,940		3,373,027,811		3,935,231,983		2,207,307,909		9,515,567,703

		営業利益		325,074,343		299,522,846		624,597,189		1,100,638,812		195,929,440		1,921,165,441

		経常利益		286,142,198		283,996,567		570,138,765		1,001,545,898		616,063,343		2,187,748,006

		親会社株主に帰属する
当期純利益		193,693,408		198,927,110		392,620,518		713,110,886		381,406,960		1,487,138,364

				QonQ率 リツ		QonQ		QonQ		QonQ		QonQ		年間予算 ネンカンヨサン		達成率（１Ｑ） タッセイリツ

				15.0%		-1.6%		6.7%		146.7%		26.0%		9,600,000,000		18.9%

				5.3%		26.3%		14.4%		284.7%		-17.8%		1,900,000,000		17.1%

				23.4%		7.9%		15.2%		195.1%		155.5%		1,700,000,000		16.8%

				38.7%		12.5%		24.0%		238.4%		223.3%		1,150,000,000		16.8%

				QonQ

				236,186,863

				16,258,479

				54,284,795

				54,020,795

		2022/3

				１Q		２Q		中間 チュウ カン		３Q		４Q		通期 ツウキ

		売上高		1,961,073,748		2,115,619,717		4,076,693,465

		営業利益		370,408,936		458,462,656		828,871,592

		経常利益		381,175,646		439,133,156		820,308,802

		親会社株主に帰属する
当期純利益		218,440,233		300,022,876		518,463,109

				QonQ率 リツ		QonQ		QonQ		QonQ		QonQ		年間予算 ネンカンヨサン		達成率（２Ｑ） タッセイリツ

				8.1%		35.7%		20.9%						11,100,000,000		36.7%

				13.9%		53.1%		32.7%						2,400,000,000		34.5%

				33.2%		54.6%		43.9%						2,400,000,000		34.2%

				12.8%		50.8%		32.1%						1,650,000,000		31.4%

				QonQ		QonQ		QonQ

				147,222,877		556,442,777		703,665,654

				45,334,593		158,939,810		204,274,403

				95,033,448		155,136,589		250,170,037

				24,746,825		101,095,766		125,842,591





2022.3期2Qセグメント

						2019年3月期
通期 ネン ガツ キ ツウキ		2019年3月期
3Q ネン ガツ キ		2019年3月期 ネン ガツキ										2020年3月期 ネン ガツキ												2020年3月期
通期累計 ネン ガツキ ツウキ ルイケイ		2021年3月期 ネン ガツキ												2021年3月期
通期累計 ネン ガツキ ツウキ ルイケイ		2022年3月期 ネン ガツキ						前期比 ゼンキ ヒ

										１Q		２Q		中間累計 チュウカンルイケイ		3Q		４Q		１Q		２Q		中間 チュウカン		3Q		３Q累計 ルイケイ		4Q				１Q		２Q		中間 チュウカン		3Q		３Q累計 ルイケイ		4Q				1Q		２Q		中間 チュウカン				増減率 ゾウゲンリツ

		海外通信事業 カイガイ ツウシン ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		1,514,248,902		1,167,173,170		414,087,687		485,363,829		899,451,516		267,721,654		347,075,732		340,900,001		303,179,827		644,079,828		307,470,683		951,550,511		320,096,831		1,271,647,342		422,076,124		333,683,706		755,759,830		2,568,953,864		3,324,713,694		934,311,882		4,259,025,576		382,378,648		568,410,873		950,789,521		195,029,691		25.8%				2,413,700,418		1,136,225,503

				営業利益 エイギョウ リエキ		476,024,873		359,671,357		127,667,271		122,616,285		250,283,556		109,387,801		116,353,516		150,683,562		86,472,465		237,156,027		122,444,666		359,600,693		119,566,711		479,167,404		146,871,963		119,083,550		265,955,513		790,160,085		1,056,115,598		145,843,110		1,201,958,708		43,995,300		139,688,626		183,683,926		(82,271,587)		-30.9%				726,308,429		374,579,143

				利益率 リエキ リツ		31.4%		30.8%		33.1%		(0)		27.8%		0		0		44.2%		28.5%		36.8%		39.8%		37.8%		37.4%		37.7%		34.8%		35.7%		35.2%		30.8%		31.8%		15.6%		28.2%		11.5%		24.6%		19.3%		－		－				1		1

		フィリピン国内
通信事業 コクナイ ツウシン ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		343,726,659		227,927,679		38,110,832		(16,503,187)		21,607,645		206,320,034		115,798,980		188,474,140		212,694,886		401,169,026		205,716,753		606,885,779		257,556,181		864,441,960		211,718,021		268,305,041		480,023,062		296,813,464		776,836,526		60,289,632		837,126,158		301,500,918		261,254,949		562,755,867		82,732,805		17.2%				365,334,304		247,707,209

				営業利益 エイギョウ リエキ		852,907		22,784,613		(3,731,235)		9,484,399		5,753,164		17,031,449		(21,931,706)		6,762,937		35,475,505		42,238,442		28,560,847		70,799,289		2,444,726		73,244,015		10,837,925		66,425,058		77,262,983		210,597,436		287,860,419		(36,160,883)		251,699,536		87,093,814		44,187,117		131,280,931		54,017,948		69.9%				6,606,071		(24,120,333)

				利益率 リエキ リツ		-		10.0%				0		26.6%		(0)		ERROR:#VALUE!		3.6%		16.7%		10.5%		13.9%		11.7%		0.9%		8.5%		5.1%		24.8%		16.1%		71.0%		37.1%		-60.0%		30.1%		28.9%		16.9%		23.3%		－		－				ERROR:#VALUE!		0

		国内通信事業 コクナイ ツウシンジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		2,895,186,594		2,047,763,506		683,924,382		637,360,457		1,321,284,839		726,478,667		847,423,088		786,697,067		798,258,076		1,584,955,143		821,721,346		2,406,676,489		897,311,662		3,303,988,151		989,685,007		888,831,837		1,878,516,844		895,576,992		2,774,093,836		944,688,452		3,718,782,288		1,019,150,125		1,005,312,611		2,024,462,736		145,945,892		7.8%				4,216,471,433		2,168,707,088

				営業利益 エイギョウ リエキ		268,821,311		173,815,986		74,276,534		37,458,306		111,734,840		62,081,146		95,005,325		99,779,941		73,089,264		172,869,205		86,505,273		259,374,478		79,499,077		338,873,555		141,697,238		145,952,864		287,650,102		115,229,555		402,879,657		7,999,752		410,879,409		158,533,134		206,848,910		365,382,044		77,731,942		27.0%				380,556,151		206,739,325

				利益率 リエキ リツ		9.3%		8.5%		10.9%		(0)		8.5%		0		0		12.7%		9.2%		10.9%		10.5%		10.8%		8.9%		10.3%		14.3%		16.4%		15.3%		12.9%		14.5%		0.8%		11.0%		15.6%		20.6%		18.0%		－		－				0		0

		医療・美容事業 イリョウ ビヨウ ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		762,848,382		542,437,626		177,531,990		183,239,177		360,771,167		181,666,459		220,410,756		204,797,724		221,583,446		426,381,170		209,447,250		635,828,420		236,493,864		872,322,284		167,568,167		46,352,394		213,920,561		155,201,011		369,121,572		254,491,158		623,612,730		246,445,997		275,622,434		522,068,431		308,147,870		144.0%				1,123,619,549		581,181,756

				営業利益 エイギョウ リエキ		240,276,067		162,409,181		66,879,341		51,877,180		118,756,521		43,652,660		77,866,886		68,522,390		64,651,960		133,174,350		62,267,340		195,441,690		72,706,179		268,147,869		39,496,947		(16,334,787)		23,162,160		2,856,488		26,018,648		103,836,566		129,855,214		83,294,155		72,865,791		156,159,946		132,997,786		574.2%				359,032,588		196,622,886

				利益率 リエキ リツ		31.5%		29.9%		37.7%		(0)		32.9%		(0)		0		33.5%		29.2%		31.2%		29.7%		30.7%		30.7%		30.7%		23.6%		-35.2%		10.8%		1.8%		7.0%		40.8%		20.8%		33.8%		26.4%		29.9%		－		－				1		1

		その他（在留フィリピン人関連事業） タ タ		売上高 ウリアゲ ダカ		264,102,371		200,884,205		74,049,568		64,975,828		139,025,396		61,858,809		63,218,166		56,795,076		48,227,854		105,022,930		50,574,957		155,597,887		40,906,944		196,504,831		22,803,552		22,003,962		44,807,514		18,686,652		63,494,166		13,526,785		77,020,951		11,598,060		5,018,850		16,616,910		(28,190,604)		-62.9%				403,127,767		202,243,166

				営業利益 エイギョウ リエキ		(40,418,201)		(24,498,757)		(6,011,892)		(7,570,163)		(13,582,055)		(10,916,702)		(15,919,444)		(16,932,965)		(22,458,204)		(39,391,169)		(13,667,621)		(53,058,790)		(35,972,209)		(89,030,999)		(13,829,730)		(15,603,839)		(29,433,569)		(18,204,752)		(47,638,321)		(25,589,105)		(73,227,426)		(2,507,467)		(5,127,788)		(7,635,255)		21,798,314		-74.1%				(54,000,256)		(29,501,444)

				利益率 リエキ リツ		-		-				ERROR:#VALUE!		-		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		-		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		-				(1)		-65.7%		(0)		(1)		(0)		(1)				-102.2%		-45.9%		－		－				ERROR:#VALUE!		0

		合計 ゴウケイ		売上高 ウリアゲ ダカ		5,780,112,908		4,186,186,186		1,387,704,459		1,354,436,104		2,742,140,563		1,444,045,623		1,593,926,722		1,577,664,008		1,583,944,089		3,161,608,097		1,594,930,989		4,756,539,086		1,752,365,482		6,508,904,568		1,813,850,871		1,559,176,940		3,373,027,811		3,935,231,983		7,308,259,794		2,207,307,909		9,515,567,703		1,961,073,748		2,115,619,717		4,076,693,465		703,665,654		20.9%				8,522,253,471		4,336,066,722

				営業利益 エイギョウ リエキ		945,556,957		694,182,380		259,080,019		213,866,006		472,946,025		221,236,355		251,374,577		308,815,864		546,046,855		286,110,505		832,157,360		238,244,484		1,070,401,844		73,100,830		325,074,343		299,522,846		624,597,189		1,100,638,812		1,725,236,001		195,929,440		1,921,165,441		370,408,936		458,462,656		828,871,592		204,274,403		32.7%		1,418,502,982		724,320,577

				利益率 リエキ リツ		16.4%		16.6%		18.7%		15.8%		17.2%		15.3%		15.8%		19.6%		34.5%		9.0%		52.2%		5.0%		61.1%		1.1%		17.9%		19.2%		18.5%		28.0%		23.6%		8.9%		20.2%		18.9%		21.7%		20.3%		－		－		1		1

														チェック済み ズ								チェック済み ズ														チェック済み ズ

						2,620,823,943				717,153,847						267,721,654		347,075,732																								決算説明資料使用数値 ケッサン セツメイシリョウ シヨウ スウチ												売上 ウリアゲ				１Q		２Q		３Q		4Q		1Q

						3,159,288,965				228,403,110																																														海外通信 カイガイツウシン		396,809,269		390,872,731		367,277,650		348,543,503		340,900,000

						0.4534208907				0.7584459526																																														フィリピン国内 コクナイ		55,389,250		77,986,750		106,765,199		114,331,209		188,474,000

						0.5465791093				0.2415540474																																														国内通信事業 コクナイツウシンジギョウ		683,924,382		637,359,618		726,479,506		847,423,088		786,697,067

																																																								在留フィリピン人 ザイリュウ ジン		74,049,568		64,975,432		61,859,205		63,218,166		56,795,076

																																																								医療美容事業 イリョウビヨウジギョウ		177,531,990		183,239,010		181,666,626		220,410,756		204,797,724

																																																										１Q		２Q		３Q		4Q		1Q

																																																								海外通信 カイガイツウシン		131,481,495		133,224,505		115,069,738		109,873,143		150,683,562

																																																								フィリピン国内 コクナイ		(7,545,459)		(1,123,541)		11,349,232		(15,451,333)		6,762,937

																																																								国内通信事業 コクナイツウシンジギョウ		74,276,534		37,457,466		62,081,986		95,005,325		99,779,941

																																																								在留フィリピン人 ザイリュウ ジン		(6,011,892)		(7,570,108)		(10,916,757)		(15,919,444)		(16,932,965)

																																																								医療美容事業 イリョウビヨウジギョウ		66,879,341		51,876,659		43,653,181		77,866,886		68,522,390





2022.3期2Q滝グラフ

		営業利益増減 エイギョウリエキ ゾウゲン

				2021/3　2Ｑ		2022/3　2Ｑ		増減 ゾウゲン		グラフ凡例数値

				624,597,189						624

		海外通信事業 カイガイツウシンジギョウ		265,955,513		183,683,926		(82,271,587)		-82 

		フィリピン国内通信事業 コクナイ ツウシンジギョウ		77,262,983		131,280,931		54,017,948		54

		国内通信事業 コクナイ ツウシン ジギョウ		287,650,102		365,382,044		77,731,942		77

		医療・美容事業 イリョウ ビヨウ ジギョウ		23,162,160		156,159,946		132,997,786		132

		その他 タ		(29,433,569)		(7,635,255)		21,798,314		21

						828,871,592		828,871,592		828

				↑チェック済み ヤジルシチェックズ

		2021/3 2Q		海外通信事業 カイガイツウシン ジギョウ		フィリピン国内通信事業 コクナイ ツウシン ジギョウ		国内通信事業 コクナイ ツウシン ジギョウ		医療・美容事業 イリョウ ビヨウ ジギョウ		その他 タ		2022/3 2Q

		0		542,325,602		542,325,602		596,343,550		674,075,492		807,073,278		0

		624,597,189		82,271,587		54,017,948		77,731,942		132,997,786		21,798,314		828,871,592

		624,597,189		542,325,602		596,343,550		674,075,492		807,073,278



												ERROR:#REF!



2021/3 2Q	海外通信事業	フィリピン国内通信事業	国内通信事業	医療・美容事業	その他	2022/3 2Q	0	542325602	542325602	596343550	674075492	807073278	0	

[CELLREF]

624 	[分類名]
▲82
[分類名]
+[CELLREF]
54 	[分類名]
+[CELLREF]
77 	[分類名]
+[CELLREF]
132 	[分類名]
+[CELLREF]
21	
[CELLREF]
828 	
2021/3 2Q	海外通信事業	フィリピン国内通信事業	国内通信事業	医療・美容事業	その他	2022/3 2Q	624597189	82271587	54017948	77731942	132997786	21798314	828871592	


2022.3期2QBS

														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		資産の部 シサン ブ								負債・純資産の部 フサイ ジュンシサン ブ

				2021年3月期末 ネン ガツキ マツ		2022年3月期２Q ネン ガツ		増減 ゾウゲン				2021年3月期末 ネン ガツキ マツ		2022年3月期２Q		増減 ゾウゲン

		流動資産 リュウドウ シサン		7,665		8,152		486		流動負債 リュウドウ フサイ		3,361		3,878		516

		現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		3,625		3,234		▲ 391		買掛金 カイカケキン		701		522		▲ 179

		売掛金 ウリカケ キン		1,091		1,332		241		借入金 カリイレキン		518		573		55

		リース投資資産 トウシ シサン		2,327		2,737		409		その他 タ		2,141		2,782		641

		その他 タ		620		847		226		固定負債 コテイ フサイ		1,645		1,722		77

										長期借入金 チョウキカリイレキン		1,431		1,486		54

										その他 タ		214		236		22

		固定資産 コテイ シサン		4,096		4,951		855		負債合計 フサイ ゴウケイ		5,007		5,601		593

		有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		2,510		3,318		808		純資産 ジュンシサン		6,754		7,503		748

		無形固定資産 ムケイコテイシサン		829		931		102		株主資本 カブヌシ シホン		5,332		5,739		406

		投資その他資産 トウシ タ シサン		755		701		▲ 54		累積包括利益 ルイセキ ホウカツ リエキ		▲ 26		139		166

										新株予約権 シンカブヨヤクケン		210		207		▲ 3

										非支配株主持分 ヒ シハイ カブヌシ モ ブン		1,238		1,417		178

		資産合計 シサン ゴウケイ		11,762		13,104		1,341		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		11,762		13,104		1,341



		資産の部 シサン ブ								負債・純資産の部 フサイ ジュンシサン ブ

				2021年3月期 ネン ガツ キ		2022年３月期２Q ネン ガツ キ		増減 ゾウゲン				2021年3月期 ネン ガツ キ		2022年３月期２Ｑ ネン ガツ キ		増減 ゾウゲン

		流動資産 リュウドウ シサン		7,665,947,597		8,152,315,670		486,368,073		流動負債 リュウドウ フサイ		3,361,667,848		3,878,335,391		516,667,543

		現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		3,625,838,322		3,234,747,638		(391,090,684)		買掛金 カイカケキン		701,713,360		522,282,729		(179,430,631)

		売掛金 ウリカケ キン		1,091,555,682		1,332,850,347		241,294,665		借入金 シャクニュウキン		518,309,000		573,344,000		55,035,000

		リース投資資産 トウシ シサン		2,327,850,865		2,737,204,223		409,353,358		その他 タ		2,141,645,488		2,782,708,662		641,063,174

		その他 タ		620,702,728		847,513,462		226,810,734		固定負債 コテイ フサイ		1,645,749,606		1,722,826,722		77,077,116

										長期借入金 チョウキカリイレ キン		1,431,504,999		1,486,190,000		54,685,001				107158

										その他 タ		214,244,607		236,636,722		22,392,115				2087738

		固定資産 コテイ シサン		4,096,335,332		4,951,919,201		855,583,869		負債合計 フサイ ゴウケイ		5,007,417,454		5,601,162,113		593,744,659				1980580

		有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		2,510,919,832		3,318,922,662		808,002,830

		無形固定資産 ムケイコテイシサン		829,441,868		931,851,252		102,409,384		純資産 ジュンシサン		6,754,865,475		7,503,072,758		748,207,283

		投資その他資産 トウシ タ シサン		755,973,632		701,145,287		(54,828,345)		株主資本 カブヌシ シホン		5,332,716,141		5,739,464,930		406,748,789

										累積包括利益 ルイセキ ホウカツ リエキ		(26,880,826)		139,126,221		166,007,047

										新株予約権 シンカブヨヤクケン		210,516,250		207,079,250		(3,437,000)				5,601,162,113

										非支配株主持分 ヒ シハイ カブヌシ モ ブン		1,238,513,910		1,417,402,357		178,888,447				13,104,234,871

		資産合計 シサン ゴウケイ		11,762,282,929		13,104,234,871		1,341,951,942		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		11,762,282,929		13,104,234,871		1,341,951,942

												5,305,835,315		5,878,591,151

										自己資本比率 ジコシホンヒリツ		45.1%		44.9%		7,503,072,758

														13,104,234,871		7,510,422,758







経理資料⇒





2022.3期連結精算表

		帳票タイトル		総勘定科目コード		科目名		アイ・ピー・エス		KSI		SLAC		IVAN		C One		ISMO		単純合算合計 タンジュンガッサンゴウケイ		連結仕訳 レンケツシワケ		連結合計 レンケツ

		連結精算表		CAC010		現金及び預金		1,653,418,004		34,543,520		469,097,049		550,661,627		2,583,603		360,999,755		3,071,303,558		163,444,080		3,234,747,638

		連結精算表		CAC020		売掛金		929,231,228		34,063,560		8,536,555		926,298,916		0		101,037,883		1,999,168,142		(666,317,795)		1,332,850,347

		連結精算表		CAC030		リース投資資産		3,164,825,602		0		0		0		0		813,841,929		3,978,667,531		(1,241,463,308)		2,737,204,223

		連結精算表		CAC040		商品		27,203,744		0		0		0		0		0		27,203,744		0		27,203,744

		連結精算表		CAC050		貯蔵品		11,129		334,255		46,399,177		0		0		0		46,744,561		0		46,744,561

		連結精算表		CAC060		前渡金		5,413,012		0		7,110		232,692,063		0		0		238,112,185		(40,364,950)		197,747,235

		連結精算表		CAC070		前払費用		73,156,287		3,334,024		12,623,100		67,893,713		38,332		14,308,334		171,353,790		28,329,387		199,683,177

		連結精算表		CAC090		短期貸付金		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		連結精算表		CAC100		未収入金		1,746,562		0		0		54,798,221		7,591,078		81,215,228		145,351,089		(106,738,485)		38,612,604

		連結精算表		CAC110		未収還付消費税		0		0		0		0		1,969,492		0		1,969,492		0		1,969,492

		連結精算表		CAC120		立替金		43,545,039		0		3,294,547		195,247,453		0		0		242,087,039		(50,977,096)		191,109,943

		連結精算表		CAC130		その他流動資産		20,859,381		4,270,714		9,005,645		192,663,142		443,908		22,383,703		249,626,493		14,263,675		263,890,168

		連結精算表		CAC140		貸倒引当金（流動）		(64,452,304)		(469,288)		(3,215,295)		(80,444,415)		0		0		(148,581,302)		29,133,840		(119,447,462)

		連結精算表		CA1100		流動資産計（連結）		5,854,957,684		76,076,785		545,747,888		2,139,810,720		12,626,413		1,393,786,832		10,023,006,322		(1,870,690,652)		8,152,315,670

		連結精算表		CTA010		建物および構築物		43,715,390		65,481,821		126,231,230		9,866,974		5,413,499		0		250,708,914		0		250,708,914

		連結精算表		CTA011		建物構築物　減累		(37,612,069)		(59,454,862)		(77,171,100)		(7,010,498)		(2,887,199)		0		(184,135,728)		0		(184,135,728)

		連結精算表		CTA020		機械装置及び運搬具		637,452,293		156,767,733		687,626,968		919,600,971		136,472		44,338,265		2,445,922,702		(780,786)		2,445,141,916

		連結精算表		CTA021		機械装置運搬具減累　		(537,560,649)		(148,106,398)		(422,909,294)		(164,912,301)		(136,472)		(1,047,683)		(1,274,672,797)		0		(1,274,672,797)

		連結精算表		CTA030		工具器具備品		110,239,264		14,684,456		34,688,535		32,153,305		17,100		0		191,782,660		0		191,782,660

		連結精算表		CTA031		工具器具備品　減累		(80,972,329)		(13,990,469)		(21,321,554)		(12,396,087)		(17,100)		0		(128,697,539)		0		(128,697,539)

		連結精算表		CTA040		リース資産		159,927,861		0		0		0		0		0		159,927,861		0		159,927,861

		連結精算表		CTA041		リース資産　減累		(137,661,386)		0		0		0		0		0		(137,661,386)		0		(137,661,386)

		連結精算表		CTA050		建設仮勘定		16,950,481		0		0		1,931,922,397		0		69,437,746		2,018,310,624		(21,781,863)		1,996,528,761

		連結精算表		CTA060		使用権資産		0		15,173,375		323,304,079		201,903,113		234,409		29,516,031		570,131,007		(570,131,007)		0

		連結精算表		CTA061		使用権資産　減累		0		0		(172,866,574)		0		(130,227)		(5,452,841)		(178,449,642)		178,449,642		0

		連結精算表		CTA100		有形固定資産計		174,478,856		30,555,656		477,582,290		2,911,127,874		2,630,482		136,791,518		3,733,166,676		(414,244,014)		3,318,922,662

		連結精算表		CIA010		通信回線使用権		84,301,614		0		0		206,453,192		0		909,023,521		1,199,778,327		(328,609,678)		871,168,649

		連結精算表		CIA020		ソフトウエア		42,431,777		0		4,728,467		1,298,352		0		0		48,458,596		0		48,458,596

		連結精算表		CIA080		ソフトウエア仮勘定		1,023,000		0		0		0		0		0		1,023,000		0		1,023,000

		連結精算表		CIA030		通信設備利用権		6,449,959		0		0		0		0		0		6,449,959		0		6,449,959

		連結精算表		CIA060		リース資産（ソフト		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		連結精算表		CIA070		その他無形固定資産		4,751,048		0		0		0		0		0		4,751,048		0		4,751,048

		連結精算表		CA2200		無形固定資産計（連結		138,957,398		0		4,728,467		207,751,544		0		909,023,521		1,260,460,930		(328,609,678)		931,851,252

		連結精算表		CIV010		関係会社株式		1,438,595,702		588,019,840		0		0		1,387,950,557		0		3,414,566,099		(3,414,566,099)		0

		連結精算表		CIV030		長期貸付金		1,788,645,000		0		0		0		0		0		1,788,645,000		(1,788,645,000)		0

		連結精算表		CIV040		長期前払費用		170,116,067		0		182,909		0		0		0		170,298,976		78,312,461		248,611,437

		連結精算表		CIV050		差入保証金		83,072,103		8,806,394		27,500,977		102,696,949		680,733		7,664,335		230,421,491		(505,737)		229,915,754

		連結精算表		CIV060		繰延税金資産		62,669,650		114,288		12,220,976		0		0		0		75,004,914		12,439,280		87,444,194

		連結精算表		CIV070		その他(投資その他)		47,003,837		28,674,075		39,163,980		4,941,034		0		0		119,782,926		15,748,786		135,531,712

		連結精算表		CIV080		貸倒引当金（固定）		(357,810)		0		0		0		0		0		(357,810)		0		(357,810)

		連結精算表		CA2300		投資その他の資産計（		3,589,744,549		625,614,597		79,068,842		107,637,983		1,388,631,290		7,664,335		5,798,361,596		(5,097,216,309)		701,145,287

		連結精算表		CA2000		固定資産計（連結）		3,903,180,803		656,170,253		561,379,599		3,226,517,401		1,391,261,772		1,053,479,374		10,791,989,202		(5,840,070,001)		4,951,919,201

		連結精算表		CA1000		資産合計（連結）		9,758,138,487		732,247,038		1,107,127,487		5,366,328,121		1,403,888,185		2,447,266,206		20,814,995,524		(7,710,760,653)		13,104,234,871

		連結精算表		SP1				0		0		0		0		0		0		0		0		0

		連結精算表		CLC010		買掛金		(514,327,746)		(5,281,000)		(20,409,991)		(246,871,913)		0		(35,680,313)		(822,570,963)		300,288,234		(522,282,729)

		連結精算表		CLC020		短期借入金		0		0		0		0		0		(988,576,875)		(988,576,875)		988,576,875		0

		連結精算表		CLC030		一年以内長期借入金		(573,344,000)		0		0		0		0		0		(573,344,000)		0		(573,344,000)

		連結精算表		CLC050		リース債務（短期）		(108,429,861)		0		0		(52,898,338)		0		0		(161,328,199)		154,550,277		(6,777,922)

		連結精算表		CLC060		未払金		(86,455,473)		(6,223,664)		(1,961,768)		(440,913,446)		(3,832,782)		(33,905,642)		(573,292,775)		153,881,073		(419,411,702)

		連結精算表		CLC070		未払費用		(6,471,431)		(17,266,828)		(13,600,425)		(195,194,779)		0		(14,413,644)		(246,947,107)		(292,629)		(247,239,736)

		連結精算表		CLC061		未払配当金		(126,749)		0		0		0		0		0		(126,749)		0		(126,749)

		連結精算表		CLC080		未払法人税等		(149,958,085)		(552,845)		(16,958,802)		0		0		(852,903)		(168,322,635)		(11,769,309)		(180,091,944)

		連結精算表		CLC090		未払消費税等		(27,295,357)		0		(5,481,175)		0		(1,486,298)		0		(34,262,830)		0		(34,262,830)

		連結精算表		CLC100		前受金		(87,460,861)		0		(18,211,901)		(56,989,650)		0		(21,292,360)		(183,954,772)		47,116,626		(136,838,146)

		連結精算表		CLC110		預り金		(8,612,332)		(2,739,886)		(2,027,070)		(142,579)		(53,636)		0		(13,575,503)		0		(13,575,503)

		連結精算表		CLC120		前受収益		(3,849,056)		0		0		0		0		0		(3,849,056)		0		(3,849,056)

		連結精算表		CLC130		繰延延払利益		(1,100,255,449)		0		0		0		0		0		(1,100,255,449)		(580,206,324)		(1,680,461,773)

		連結精算表		CLC140		賞与引当金		(15,362,729)		(4,313,272)		(2,853,852)		0		0		0		(22,529,853)		0		(22,529,853)

		連結精算表		CLC160		その他流動負債		0		0		0		(26,135,652)		0		0		(26,135,652)		(11,407,796)		(37,543,448)

		連結精算表		CL1100		流動負債計（連結）		2,681,949,129		36,377,495		81,504,984		1,019,146,357		5,372,716		1,094,721,737		4,919,072,418		(1,040,737,027)		3,878,335,391

		連結精算表		CLN010		長期未払金		(3,336,150)		0		0		0		0		0		(3,336,150)		0		(3,336,150)

		連結精算表		CLN030		長期借入金		(1,486,190,000)		(555,988,032)		0		(1,062,531,072)		0		0		(3,104,709,104)		1,618,519,104		(1,486,190,000)

		連結精算表		CLN040		リース債務（長期）		(433,130,925)		0		0		0		0		0		(433,130,925)		433,130,925		0

		連結精算表		CLN050		繰延税金負債		0		0		0		0		0		(111,526,735)		(111,526,735)		73,609,969		(37,916,766)

		連結精算表		CLN060		退職給付引当金		(31,061,044)		(12,911,895)		(7,078,323)		0		0		0		(51,051,262)		0		(51,051,262)

		連結精算表		CLN070		役員退職慰労引当金		(129,174,687)		0		0		0		0		0		(129,174,687)		0		(129,174,687)

		連結精算表		CLN080		受入保証金		(10,808,912)		0		0		0		0		0		(10,808,912)		0		(10,808,912)

		連結精算表		CLN090		資産除去債務		(4,348,945)		0		0		0		0		0		(4,348,945)		0		(4,348,945)

		連結精算表		CLN100		その他固定負債		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		連結精算表		CLN110		リース負債		0		(15,389,475)		(127,106,134)		(186,654,264)		(2,185,480)		(24,068,958)		(355,404,311)		355,404,311		0

		連結精算表		CL1200		固定負債計（連結）		2,098,050,663		584,289,402		134,184,457		1,249,185,336		2,185,480		135,595,693		4,203,491,031		(2,480,664,309)		1,722,826,722

		連結精算表		CL1000		負債合計（連結）		4,779,999,792		620,666,897		215,689,441		2,268,331,693		7,558,196		1,230,317,430		9,122,563,449		(3,521,401,336)		5,601,162,113

		連結精算表		S1200		資本金		1,073,442,500		76,770,000		236,397,896		1,793,205,000		161,727,000		216,547,068		3,558,089,464		(2,484,646,964)		1,073,442,500

		連結精算表		4120		新株式申込証拠金		0		0		45,821,069		575,884,134		1,290,557,327		0		1,912,262,530		(1,912,262,530)		0

		連結精算表		S1300		資本剰余金		1,013,542,500		0		0		0		0		0		1,013,542,500		(3,724,066)		1,009,818,434

		連結精算表		S1320		　資本準備金		1,013,542,500		0		0		0		0		0		1,013,542,500		(3,724,066)		1,009,818,434

		連結精算表		S1400		利益剰余金		2,684,616,907		89,692,231		555,468,374		533,003,077		(5,548,424)		966,104,637		4,823,336,802		(1,166,590,344)		3,656,746,458

		連結精算表		S1420		　利益準備金		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		連結精算表		S1450		　その他利益剰余金計		2,684,616,907		89,692,231		555,468,374		533,003,077		(5,548,424)		966,104,637		4,823,336,802		(1,166,590,344)		3,656,746,458

		連結精算表		4360		自己株式		(542,462)		0		0		0		0		0		(542,462)		0		(542,462)

		連結精算表		CS1100		株主資本計（連結）		4,771,059,445		166,462,231		837,687,339		2,902,092,211		1,446,735,903		1,182,651,705		11,306,688,834		(5,567,223,904)		5,739,464,930

		連結精算表		4420		退職給付調整累計額		0		(3,195,187)		(208,458)		0		0		0		(3,403,645)		(1,295,712)		(4,699,357)

		連結精算表		4430		為替換算調整勘定		0		(51,686,903)		53,959,165		195,904,217		(50,405,914)		34,297,071		182,067,636		(38,242,058)		143,825,578

		連結精算表		S3000		新株予約権		207,079,250		0		0		0		0		0		207,079,250		0		207,079,250

		連結精算表		S4000		非支配株主持分		0		0		0		0		0		0		0		1,417,402,357		1,417,402,357

		連結精算表		CS1000		純資産合計（連結）		4,978,138,695		111,580,141		891,438,046		3,097,996,428		1,396,329,989		1,216,948,776		11,692,432,075		(4,189,359,317)		7,503,072,758

		連結精算表		CLS100		負債純資産合計（連結		9,758,138,487		732,247,038		1,107,127,487		5,366,328,121		1,403,888,185		2,447,266,206		20,814,995,524		(7,710,760,653)		13,104,234,871

		連結精算表		SP2				0		0		0		0		0		0		0		0		0

		連結精算表		P1000		純売上高		2,894,856,000		83,719,594		522,068,431		643,468,623		0		894,776,043		5,038,888,691		(962,195,226)		4,076,693,465

		連結精算表		P1100		売上原価		1,935,764,739		0		271,803,712		328,880,510		0		152,623,196		2,689,072,157		(189,882,785)		2,499,189,372

		連結精算表		CP2000		売上総利益（連結）		959,091,261		83,719,594		250,264,719		314,588,113		0		742,152,847		2,349,816,534		(772,312,441)		1,577,504,093

		連結精算表		SP3				0		0		0		0		0		0		0		0		0

		連結精算表		CS010		業務委託費		97,135,202		0		0		4,641,649		0		9,032,024		110,808,875		(69,606,805)		41,202,070

		連結精算表		CS020		給与手当		199,281,007		39,449,970		25,525,583		44,255,373		0		11,465,782		319,977,715		(38,589,374)		281,388,341

		連結精算表		CS030		退職給付費用		3,282,755		868,102		806,337		0		0		0		4,957,194		172,407		5,129,601

		連結精算表		7221		株式報酬費用		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		連結精算表		CS040		貸倒引当金繰入額		(7,604,894)		0		0		7,436,466		0		0		(168,428)		9,727,453		9,559,025

		連結精算表		CS050		賞与引当金繰入額		15,349,855		2,668,220		3,001,320		5,437,490		0		0		26,456,885		0		26,456,885

		連結精算表		CS060		旅費交通費		6,945,173		2,946,913		1,758,422		3,847,295		45,943		4,034		15,547,780		(3,225,398)		12,322,382

		連結精算表		CS070		地代家賃		27,270,180		1,620,888		839,743		7,155,050		65,029		43,972		36,994,862		17,221,917		54,216,779

		連結精算表		CS080		水道光熱費		17,265,365		2,920,924		169,557		1,029,944		15,293		9,474		21,410,557		(3,291,190)		18,119,367

		連結精算表		CS090		顧問料		34,817,780		5,042,514		6,289,807		14,632,785		752,640		6,239,885		67,775,411		(4,496,820)		63,278,591

		連結精算表		CS100		広告宣伝費		39,924		0		13,898,828		2,045,431		0		0		15,984,183		0		15,984,183

		連結精算表		CS110		支払手数料		16,246,535		3,761,005		20,120,400		339,376		2,352		755,903		41,225,571		(836,542)		40,389,029

		連結精算表		CS120		福利厚生費		7,882,529		7,657,822		0		9,047,749		0		174,749		24,762,849		0		24,762,849

		連結精算表		CS130		減価償却費		7,487,874		8,858,834		4,788,247		22,957,940		265,926		5,315,300		49,674,121		(23,715,188)		25,958,933

		連結精算表		CS140		租税公課		17,900,220		1,266,990		5,935,814		13,210,714		40,128		111,969		38,465,835		(79,344)		38,386,491

		連結精算表		CS150		通信費		3,405,724		1,924,841		777,460		1,799,863		0		32,443		7,940,331		0		7,940,331

		連結精算表		CS160		消耗品費		2,455,832		1,235,870		3,411,879		1,884,267		0		2,395,013		11,382,861		(163,586)		11,219,275

		連結精算表		CS170		燃料費		0		1,337,852		0		1,268,162		0		0		2,606,014		0		2,606,014

		連結精算表		CS180		研修費		2,119,837		108,021		90,880		153,350		0		1,524,738		3,996,826		0		3,996,826

		連結精算表		CS190		外注費		0		425,782		1,554,999		0		0		0		1,980,781		(139,616)		1,841,165

		連結精算表		CS200		販売促進費		22,064,790		42,313		0		0		0		585,480		22,692,583		(33,418)		22,659,165

		連結精算表		CS210		保険料		12,460,485		145,426		185,241		1,202,055		1,792		20,078		14,015,077		0		14,015,077

		連結精算表		CS220		維持管理費		7,837,155		615,539		2,766,415		1,313,680		0		0		12,532,789		(759,891)		11,772,898

		連結精算表		CS230		会議費		948,877		0		0		0		0		0		948,877		0		948,877

		連結精算表		CS240		接待交際費		369,677		693,453		47,344		175,934		0		0		1,286,408		(481,672)		804,736

		連結精算表		CS250		配送料		152,805		0		62,628		158,058		0		11,665		385,156		0		385,156

		連結精算表		CS260		その他		1,159,778		230,760		118,569		8,816,281		4,345		3,240,145		13,569,878		(281,423)		13,288,455

		連結精算表		CP3000		販管費計（連結）		496,274,465		83,822,039		92,149,473		152,808,912		1,193,448		40,962,654		867,210,991		(118,578,490)		748,632,501

		連結精算表		CP4000		営業利益（連結）		462,816,796		(102,445)		158,115,246		161,779,201		(1,193,448)		701,190,193		1,482,605,543		(653,733,951)		828,871,592

		連結精算表		SP4				0		0		0		0		0		0		0		0		0

		連結精算表		8110		受取利息		21,410,888		37,566		274,307		6,894,706		3,270		6,282,706		34,903,443		(22,690,960)		12,212,483

		連結精算表		8010		受取配当金		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		連結精算表		8130		為替差益		254,753,052		15,216,884		0		(4,128,641)		0		0		265,841,295		(265,841,295)		0

		連結精算表		COI050		その他営業外収益		612,229		109,511		803,658		2,311,670		1,197,941		148,384		5,183,393		(1,634,173)		3,549,220

		連結精算表		P4110		営業外収益		276,776,169		15,363,961		1,077,965		5,077,735		1,201,211		6,431,090		305,928,131		(290,166,428)		15,761,703

		連結精算表		8200		支払手数料		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		連結精算表		8210		支払利息		12,309,285		3,839,461		5,261,094		22,052,389		0		1,745,653		45,207,882		(32,898,044)		12,309,838

		連結精算表		8250		為替差損		273,377,965		0		(116,928)		284,693		0		1,850,237		275,395,967		(265,841,295)		9,554,672

		連結精算表		8980		雑損失		49,873		0		0		0		0		0		49,873		0		49,873

		連結精算表		8999		その他営業外費用		0		0		240,800		2,169,310		0		0		2,410,110		0		2,410,110

		連結精算表		P4120		営業外費用		285,737,123		3,839,461		5,384,966		24,506,392		0		3,595,890		323,063,832		(298,739,339)		24,324,493

		連結精算表		P5000		経常利益		453,855,842		11,422,055		153,808,245		142,350,544		7,763		704,025,393		1,465,469,842		(645,161,040)		820,308,802

		連結精算表		SP5				0		0		0		0		0		0		0		0		0

		連結精算表		9000		固定資産売却益		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		連結精算表		9199		その他特別利益		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		連結精算表		P5110		特別利益		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		連結精算表		9200		固定資産売却損		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		連結精算表		9210		固定資産除却損		1		0		0		0		0		0		1		0		1

		連結精算表		9220		たな卸資産評価損		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		連結精算表		9299		その他特別損失		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		連結精算表		P5120		特別損失		1		0		0		0		0		0		1		0		1

		連結精算表		P6000		税引前当期純利益		453,855,841		11,422,055		153,808,245		142,350,544		7,763		704,025,393		1,465,469,841		(645,161,040)		820,308,801

		連結精算表		SP6				0		0		0		0		0		0		0		0		0

		連結精算表		9310		法人税住民税等		143,587,256		(142,112)		37,556,921		0		0		38,438,898		219,440,963		11,769,309		231,210,272

		連結精算表		9320		法人税等調整額		0		4,449,981		1,506,775		0		0		49,287,001		55,243,757		(85,670,314)		(30,426,557)

		連結精算表		9410		非支配株主持分損益		0		0		0		0		0		0		0		101,061,977		101,061,977

		連結精算表		P6100		当期純利益		310,268,585		7,114,186		114,744,549		142,350,544		7,763		616,299,494		1,190,785,121		(672,322,012)		518,463,109





2022.3期セグメント

								31期２Q キ

		セグメント管理番号		セグメント管理名		科目コード		科目名		分類区分名		国内通信事業		海外通信事業		在留フィリピン人関連事業		医療・美容事業		フィリピン国内通信事業		共通・その他		合計		会社NO		会社名		出力ユーザID

		10		セグメント		P1000		純売上高		外部		2,024,462,736		950,789,521		16,616,910		522,068,431		562,755,867		0		4,076,693,465		200		連結会社		y_hamasako		0

		10		セグメント		P1000		純売上高		セグメント間		0		123,303,997		70,316		0		78,843,359		0		202,217,672		200		連結会社		y_hamasako

		10		セグメント		P1000		純売上高		計		2,024,462,736		1,074,093,518		16,687,226		522,068,431		641,599,226		0		4,278,911,137		200		連結会社		y_hamasako

		10		セグメント		P1000		純売上高		セグメント内		0		758,108,157		(16,687,226)		0		1,869,397		16,687,226		759,977,554		200		連結会社		y_hamasako

		10		セグメント		P1000		純売上高		計		2,024,462,736		1,832,201,675		0		522,068,431		643,468,623		16,687,226		5,038,888,691		200		連結会社		y_hamasako

		10		セグメント		P1000		純売上高		未分類		0		0		0		0		0		0		0		200		連結会社		y_hamasako

		10		セグメント		P1000		純売上高		合計		2,024,462,736		1,832,201,675		0		522,068,431		643,468,623		16,687,226		5,038,888,691		200		連結会社		y_hamasako

		10		セグメント		CP4000		営業利益（連結）		外部		365,382,044		139,223,288		(7,705,571)		156,230,262		175,741,569		0		828,871,592		200		連結会社		y_hamasako

		10		セグメント		CP4000		営業利益（連結）		セグメント間		0		44,460,638		70,316		(70,316)		(44,460,638)		0		0		200		連結会社		y_hamasako

		10		セグメント		CP4000		営業利益（連結）		計		365,382,044		183,683,926		(7,635,255)		156,159,946		131,280,931		0		828,871,592		200		連結会社		y_hamasako		0

		10		セグメント		CP4000		営業利益（連結）		セグメント内		0		603,897,487		7,669,316		1,955,300		29,304,822		10,907,026		653,733,951		200		連結会社		y_hamasako

		10		セグメント		CP4000		営業利益（連結）		計		365,382,044		787,581,413		34,061		158,115,246		160,585,753		10,907,026		1,482,605,543		200		連結会社		y_hamasako

		10		セグメント		CP4000		営業利益（連結）		未分類		166,392,000		110,928,000		0		0		0		(277,320,000)		0		200		連結会社		y_hamasako

		10		セグメント		CP4000		営業利益（連結）		合計		531,774,044		898,509,413		34,061		158,115,246		160,585,753		(266,412,974)		1,482,605,543		200		連結会社		y_hamasako

		10		セグメント		SEG001		減価償却費		外部		18,244,211		46,266,343		3,069,345		70,574,660		70,101,691		6,478,536		214,734,786		200		連結会社		y_hamasako

		10		セグメント		SEG001		減価償却費		セグメント間		0		0		0		0		0		0		0		200		連結会社		y_hamasako

		10		セグメント		SEG001		減価償却費		計		18,244,211		46,266,343		3,069,345		70,574,660		70,101,691		6,478,536		214,734,786		200		連結会社		y_hamasako

		10		セグメント		SEG001		減価償却費		セグメント内		0		13,978,468		(3,069,345)		18,528,295		14,516,702		0		43,954,120		200		連結会社		y_hamasako

		10		セグメント		SEG001		減価償却費		計		18,244,211		60,244,811		0		89,102,955		84,618,393		6,478,536		258,688,906		200		連結会社		y_hamasako

		10		セグメント		SEG001		減価償却費		未分類		0		0		0		0		0		0		0		200		連結会社		y_hamasako

		10		セグメント		SEG001		減価償却費		合計		18,244,211		60,244,811		0		89,102,955		84,618,393		6,478,536		258,688,906		200		連結会社		y_hamasako



								30期２Qとの比較 キ ヒカク

												国内通信事業		海外通信事業		在留フィリピン人関連事業		医療・美容事業		フィリピン国内通信事業				合計

								純売上 ジュンウリアゲ		増減額 ゾウゲンガク		145,945,892		195,029,691		(28,190,604)		308,147,870		82,732,805				703,665,654

										増減率 ゾウゲンリツ		7.8%		25.8%		-62.9%		144.0%		17.2%				20.9%

								営業利益 エイギョウリエキ		増減額 ゾウゲンガク		77,731,942		(82,271,587)		21,798,314		132,997,786		54,017,948				204,274,403

										増減率 ゾウゲン リツ		27.0%		-30.9%		-74.1%		574.2%		69.9%				32.7%
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Sheet1

																				(単位：百万円)

				2021年３月期								2022年3月期 ネン ガツ キ

				1Q		2Q		3Q		4Q		１Q		前年同期比				通期予想

																				進捗率 シンチョク

		売上高		1,813		1,559		3,935		2,207		1,961		147		8.1%		11,100		17.7%

		営業利益		325		299		1,100		195		370		45		13.9%		2,400		15.4%

		経常利益		286		283		1,001		616		381		95		33.2%		2,400		15.9%

		親会社株主に帰属
する当期純利益		193		198		713		381		218		24		12.8%		1,650		13.2%

		2019/3

				2019年3月期
1Q		2019年3月期
2Q		中間累計 チュウカンルイケイ		2019年3月期
3Q		2019年3月期
4Q		通期累計 ツウキ ルイケイ		13.7%

		売上高		1,387,704,459		1,354,436,104		2,742,140,563		1,444,045,623		1,593,926,722		5,780,112,908		19.2%

		営業利益		259,080,019		213,866,006		472,946,025		221,236,355		251,374,577		945,556,957		-30.8%

		経常利益		335,095,686		282,048,395		617,144,081		117,515,577		266,987,446		1,001,647,104		-28.8%

		親会社株主に帰属する
当期純利益		196,060,709		194,892,235		390,952,944		55,320,382		141,958,621		588,231,947		ERROR:#VALUE!



		2020/3

				2020年3月期１Q ネン ガツキ		2020年3月期2Q ネン ガツキ		中間 チュウカン		2020/3　３Q		４Q		通期累計 ツウキ ルイケイ

		売上高		1,577,664,008		1,583,944,089		3,161,608,097		1,594,930,989		1,752,365,482		6,508,904,568		16.4%

		営業利益		308,815,864		237,230,991		546,046,855		286,110,505		238,244,485		1,070,401,845

		経常利益		231,857,403		263,179,954		495,037,357		339,349,553		241,115,571		1,075,502,481

		親会社株主に帰属する
当期純利益		139,672,613		176,845,805		316,518,418		210,727,544		117,963,768		645,209,730

				前年比YonY		前年比率 ゼンネンヒ リツ		前期比QonQ ゼンキ ヒ		同期比率		予想 ヨソウ		達成率 タッセイリツ

				728,791,660		12.6%		158,438,760		9.9%		7,000,000,000		93.0%

				124,844,888		13.2%		(13,130,092)		-5.2%		1,200,000,000		89.2%

				73,855,377		7.4%		(25,871,875)		-9.7%		1,190,000,000		90.4%

				56,977,783		9.7%		(23,994,853)		-16.9%		640,000,000		100.8%



		2021/3

				１Q		２Q		中間 チュウ カン		３Q		４Q		通期 ツウキ

		売上高		1,813,850,871		1,559,176,940		3,373,027,811		3,935,231,983		2,207,307,909		9,515,567,703

		営業利益		325,074,343		299,522,846		624,597,189		1,100,638,812		195,929,440		1,921,165,441

		経常利益		286,142,198		283,996,567		570,138,765		1,001,545,898		616,063,343		2,187,748,006

		親会社株主に帰属する
当期純利益		193,693,408		198,927,110		392,620,518		713,110,886		381,406,960		1,487,138,364

				QonQ率 リツ		QonQ		QonQ		QonQ		QonQ		年間予算 ネンカンヨサン		達成率（１Ｑ） タッセイリツ

				15.0%		-1.6%		6.7%		146.7%		26.0%		9,600,000,000		18.9%

				5.3%		26.3%		14.4%		284.7%		-17.8%		1,900,000,000		17.1%

				23.4%		7.9%		15.2%		195.1%		155.5%		1,700,000,000		16.8%

				38.7%		12.5%		24.0%		238.4%		223.3%		1,150,000,000		16.8%

				QonQ

				236,186,863

				16,258,479

				54,284,795

				54,020,795

		2022/3

				１Q		２Q		中間 チュウ カン		３Q		４Q		通期 ツウキ

		売上高		1,961,073,748

		営業利益		370,408,936

		経常利益		381,175,646

		親会社株主に帰属する
当期純利益		218,440,233

				QonQ率 リツ		QonQ		QonQ		QonQ		QonQ		年間予算 ネンカンヨサン		達成率（１Ｑ） タッセイリツ

				8.1%										11,100,000,000		17.7%

				13.9%										2,400,000,000		15.4%

				33.2%										2,400,000,000		15.9%

				12.8%										1,650,000,000		13.2%

				QonQ

				147,222,877

				45,334,593

				95,033,448

				24,746,825







セグメント

						2019年3月期
通期 ネン ガツ キ ツウキ		2019年3月期
3Q ネン ガツ キ		2019年3月期 ネン ガツキ										2020年3月期 ネン ガツキ												2020年3月期
通期累計 ネン ガツキ ツウキ ルイケイ		2021年3月期 ネン ガツキ												2021年3月期
通期累計 ネン ガツキ ツウキ ルイケイ		2022年3月期 ネン ガツキ		前期比 ゼンキ ヒ

										１Q		２Q		中間累計 チュウカンルイケイ		3Q		４Q		１Q		２Q		中間 チュウカン		3Q		３Q累計 ルイケイ		4Q				１Q		２Q		中間 チュウカン		3Q		３Q累計 ルイケイ		4Q				1Q				増減率 ゾウゲンリツ

		海外通信事業 カイガイ ツウシン ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		1,514,248,902		1,167,173,170		414,087,687		485,363,829		899,451,516		267,721,654		347,075,732		340,900,001		303,179,827		644,079,828		307,470,683		951,550,511		320,096,831		1,271,647,342		422,076,124		333,683,706		755,759,830		2,568,953,864		3,324,713,694		934,311,882		4,259,025,576		382,378,648		(39,697,476)		-9.4%				2,413,700,418		1,136,225,503

				営業利益 エイギョウ リエキ		476,024,873		359,671,357		127,667,271		122,616,285		250,283,556		109,387,801		116,353,516		150,683,562		86,472,465		237,156,027		122,444,666		359,600,693		119,566,711		479,167,404		146,871,963		119,083,550		265,955,513		790,160,085		1,056,115,598		145,843,110		1,201,958,708		43,995,300		(102,876,663)		-70.0%				726,308,429		374,579,143

				利益率 リエキ リツ		31.4%		30.8%		33.1%		(0)		27.8%		0		0		44.2%		28.5%		36.8%		39.8%		37.8%		37.4%		37.7%		34.8%		35.7%		35.2%		30.8%		31.8%		15.6%		28.2%		11.5%		(0)		-66.9%				1		1

		フィリピン国内
通信事業 コクナイ ツウシン ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		343,726,659		227,927,679		38,110,832		(16,503,187)		21,607,645		206,320,034		115,798,980		188,474,140		212,694,886		401,169,026		205,716,753		606,885,779		257,556,181		864,441,960		211,718,021		268,305,041		480,023,062		296,813,464		776,836,526		60,289,632		837,126,158		301,500,918		89,782,897		42.4%				365,334,304		247,707,209

				営業利益 エイギョウ リエキ		852,907		22,784,613		(3,731,235)		9,484,399		5,753,164		17,031,449		(21,931,706)		6,762,937		35,475,505		42,238,442		28,560,847		70,799,289		2,444,726		73,244,015		10,837,925		66,425,058		77,262,983		210,597,436		287,860,419		(36,160,883)		251,699,536		87,093,814		76,255,889		703.6%				6,606,071		(24,120,333)

				利益率 リエキ リツ		-		10.0%				0		26.6%		(0)		ERROR:#VALUE!		3.6%		16.7%		10.5%		13.9%		11.7%		0.9%		8.5%		5.1%		24.8%		16.1%		71.0%		37.1%		-60.0%		30.1%		28.9%		0		464.3%				ERROR:#VALUE!		0

		国内通信事業 コクナイ ツウシンジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		2,895,186,594		2,047,763,506		683,924,382		637,360,457		1,321,284,839		726,478,667		847,423,088		786,697,067		798,258,076		1,584,955,143		821,721,346		2,406,676,489		897,311,662		3,303,988,151		989,685,007		888,831,837		1,878,516,844		895,576,992		2,774,093,836		944,688,452		3,718,782,288		1,019,150,125		29,465,118		3.0%				4,216,471,433		2,168,707,088

				営業利益 エイギョウ リエキ		268,821,311		173,815,986		74,276,534		37,458,306		111,734,840		62,081,146		95,005,325		99,779,941		73,089,264		172,869,205		86,505,273		259,374,478		79,499,077		338,873,555		141,697,238		145,952,864		287,650,102		115,229,555		402,879,657		7,999,752		410,879,409		158,533,134		16,835,896		11.9%				380,556,151		206,739,325

				利益率 リエキ リツ		9.3%		8.5%		10.9%		(0)		8.5%		0		0		12.7%		9.2%		10.9%		10.5%		10.8%		8.9%		10.3%		14.3%		16.4%		15.3%		12.9%		14.5%		0.8%		11.0%		15.6%		0		8.6%				0		0

		医療・美容事業 イリョウ ビヨウ ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		762,848,382		542,437,626		177,531,990		183,239,177		360,771,167		181,666,459		220,410,756		204,797,724		221,583,446		426,381,170		209,447,250		635,828,420		236,493,864		872,322,284		167,568,167		46,352,394		213,920,561		155,201,011		369,121,572		254,491,158		623,612,730		246,445,997		78,877,830		47.1%				1,123,619,549		581,181,756

				営業利益 エイギョウ リエキ		240,276,067		162,409,181		66,879,341		51,877,180		118,756,521		43,652,660		77,866,886		68,522,390		64,651,960		133,174,350		62,267,340		195,441,690		72,706,179		268,147,869		39,496,947		(16,334,787)		23,162,160		2,856,488		26,018,648		103,836,566		129,855,214		83,294,155		43,797,208		110.9%				359,032,588		196,622,886

				利益率 リエキ リツ		31.5%		29.9%		37.7%		(0)		32.9%		(0)		0		33.5%		29.2%		31.2%		29.7%		30.7%		30.7%		30.7%		23.6%		-35.2%		10.8%		1.8%		7.0%		40.8%		20.8%		33.8%		0		43.4%				1		1

		その他（在留フィリピン人関連事業） タ タ		売上高 ウリアゲ ダカ		264,102,371		200,884,205		74,049,568		64,975,828		139,025,396		61,858,809		63,218,166		56,795,076		48,227,854		105,022,930		50,574,957		155,597,887		40,906,944		196,504,831		22,803,552		22,003,962		44,807,514		18,686,652		63,494,166		13,526,785		77,020,951		11,598,060		(11,205,492)		-49.1%				403,127,767		202,243,166

				営業利益 エイギョウ リエキ		(40,418,201)		(24,498,757)		(6,011,892)		(7,570,163)		(13,582,055)		(10,916,702)		(15,919,444)		(16,932,965)		(22,458,204)		(39,391,169)		(13,667,621)		(53,058,790)		(35,972,209)		(89,030,999)		(13,829,730)		(15,603,839)		(29,433,569)		(18,204,752)		(47,638,321)		(25,589,105)		(73,227,426)		(2,507,467)		11,322,263		-81.9%				(54,000,256)		(29,501,444)

				利益率 リエキ リツ		-		-				ERROR:#VALUE!		-		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		-		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		-				(1)		-65.7%		(0)		(1)		(0)		(1)				0		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#VALUE!		0

		合計 ゴウケイ		売上高 ウリアゲ ダカ		5,780,112,908		4,186,186,186		1,387,704,459		1,354,436,104		2,742,140,563		1,444,045,623		1,593,926,722		1,577,664,008		1,583,944,089		3,161,608,097		1,594,930,989		4,756,539,086		1,752,365,482		6,508,904,568		1,813,850,871		1,559,176,940		3,373,027,811		3,935,231,983		7,308,259,794		2,207,307,909		9,515,567,703		1,961,073,748		147,222,877		8.1%				8,522,253,471		4,336,066,722

				営業利益 エイギョウ リエキ		945,556,957		694,182,380		259,080,019		213,866,006		472,946,025		221,236,355		251,374,577		308,815,864		546,046,855		286,110,505		832,157,360		238,244,484		1,070,401,844		73,100,830		325,074,343		299,522,846		624,597,189		1,100,638,812		1,725,236,001		195,929,440		1,921,165,441		370,408,936		45,334,593		13.9%		1,418,502,982		724,320,577

				利益率 リエキ リツ		16.4%		16.6%		18.7%		15.8%		17.2%		15.3%		15.8%		19.6%		34.5%		9.0%		52.2%		5.0%		61.1%		1.1%		17.9%		19.2%		18.5%		28.0%		23.6%		8.9%		20.2%		18.9%		0		5.4%		1		1

														チェック済み ズ								チェック済み ズ														チェック済み ズ

						2,620,823,943				717,153,847						267,721,654		347,075,732																																売上 ウリアゲ				１Q		２Q		３Q		4Q		1Q

						3,159,288,965				228,403,110																																										海外通信 カイガイツウシン		396,809,269		390,872,731		367,277,650		348,543,503		340,900,000

						0.4534208907				0.7584459526																																										フィリピン国内 コクナイ		55,389,250		77,986,750		106,765,199		114,331,209		188,474,000

						0.5465791093				0.2415540474																																										国内通信事業 コクナイツウシンジギョウ		683,924,382		637,359,618		726,479,506		847,423,088		786,697,067

																																																				在留フィリピン人 ザイリュウ ジン		74,049,568		64,975,432		61,859,205		63,218,166		56,795,076

																																																				医療美容事業 イリョウビヨウジギョウ		177,531,990		183,239,010		181,666,626		220,410,756		204,797,724

																																																						１Q		２Q		３Q		4Q		1Q

																																																				海外通信 カイガイツウシン		131,481,495		133,224,505		115,069,738		109,873,143		150,683,562

																																																				フィリピン国内 コクナイ		(7,545,459)		(1,123,541)		11,349,232		(15,451,333)		6,762,937

																																																				国内通信事業 コクナイツウシンジギョウ		74,276,534		37,457,466		62,081,986		95,005,325		99,779,941

																																																				在留フィリピン人 ザイリュウ ジン		(6,011,892)		(7,570,108)		(10,916,757)		(15,919,444)		(16,932,965)

																																																				医療美容事業 イリョウビヨウジギョウ		66,879,341		51,876,659		43,653,181		77,866,886		68,522,390





前年同期比

						2018年3月期　
１Q実績 ネン ガツ キ ジッセキ		2019年3月期　１Q実績 ネン ガツ キ ジッセキ		2020年3月期１Ｑ ネン ガツキ		2021年3月期1Ｑ ネン ガツキ		2022年3月期1Ｑ ネン ガツキ		前年同期比 ゼンネンドウキヒ				2021年3月期

																		増減率 ゾウゲンリツ		年間予算 ネンカン ヨサン		達成率 タッセイリツ

		海外通信事業 カイガイ ツウシン ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		367,912,163		414,087,687		340,900,001		422,076,124		382,378,648		(39,697,476)		-9.4%		3,100,000,000		13.6%

				営業利益 エイギョウ リエキ		124,858,161		127,667,271		150,683,562		146,871,963		43,995,300		(102,876,663)		-70.0%		885,000,000		16.6%

				営業利益率 エイギョウリエキリツ		33.9%		30.8%		44.2%		34.8%		11.5%		(0)		-66.9%		28.5%		-

		フィリピン国内
通信事業 コクナイ ツウシン ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		9,631,580		38,110,832		188,474,140		211,718,021		301,500,918		89,782,897		42.4%		1,550,000,000		13.7%

				営業利益 エイギョウ リエキ		-21442098		(3,731,235)		6,762,937		10,837,925		87,093,814		76,255,889		703.6%		330,000,000		3.3%

				営業利益率 エイギョウリエキリツ				-		3.6%		5.1%		28.9%		0		464.3%		21.3%		-

		国内通信事業 コクナイ ツウシンジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		633,597,509		683,924,382		786,697,067		989,685,007		1,019,150,125		29,465,118		3.0%		3,400,000,000		29.1%

				営業利益 エイギョウ リエキ		47,793,434		74,276,534		99,779,941		141,697,238		158,533,134		16,835,896		11.9%		380,000,000		37.3%

				営業利益率 エイギョウリエキリツ		7.5%		10.9%		12.7%		14.3%		15.6%		0		8.6%		11.2%		-

		医療・美容事業 イリョウ ビヨウ ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		134,703,156		177,531,990		204,797,724		167,568,167		246,445,997		78,877,830		47.1%		670,000,000		25.0%

				営業利益 エイギョウ リエキ		38,540,101		66,879,341		68,522,390		39,496,947		83,294,155		43,797,208		110.9%		100,000,000		39.5%

				営業利益率 エイギョウリエキリツ		28.6%		37.7%		33.5%		23.6%		33.8%		0		43.4%		14.9%		-

		その他
（在留フィリピン人関連事業） タ ザイリュウ ジン カンレンジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		91,114,419		74,049,568		56,795,076		22,803,552		11,598,060		(11,205,492)		-49.1%		180,000,000		12.7%

				営業利益 エイギョウ リエキ		(3,433,344)		(6,011,892)		(16,932,965)		(13,829,730)		(2,507,467)		11,322,263		-81.9%		5,000,000		-276.6%

				営業利益率 エイギョウリエキリツ				-				-		(0)		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		2.8%		-

		合計 ゴウケイ		売上高 ウリアゲ ダカ		1,236,958,827		1,387,704,459		1,577,664,008		1,813,850,871		1,961,073,748		147,222,877		8.1%		8,900,000,000		20.4%

				営業利益 エイギョウ リエキ		186316254		259,080,019		308,815,864		325,074,343		370,408,936		45,334,593		13.9%		1,700,000,000		19.1%

				営業利益率 エイギョウリエキリツ		15.1%		18.7%		19.6%		17.9%		18.9%		0		5.4%		19.1%		-



												100		90		(10)		-10.0%

												100		110		10		10.0%





BS

														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		資産の部 シサン ブ								負債・純資産の部 フサイ ジュンシサン ブ

				2021年3月期末 ネン ガツキ マツ		2022年3月期１Q ネン ガツ		増減 ゾウゲン				2021年3月期末 ネン ガツキ マツ		2022年3月期１Q		増減 ゾウゲン

		流動資産 リュウドウ シサン		7,665		8,529		863		流動負債 リュウドウ フサイ		3,361		3,744		382

		現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		3,625		3,731		105		買掛金 カイカケキン		701		617		▲ 84

		売掛金 ウリカケ キン		1,091		1,265		173		借入金 カリイレキン		518		893		375

		リース投資資産 トウシ シサン		2,327		2,768		441		その他 タ		2,141		2,233		92

		その他 タ		620		763		142		固定負債 コテイ フサイ		1,645		1,816		170

										長期借入金 チョウキカリイレキン		1,431		1,545		113

										その他 タ		214		271		57

		固定資産 コテイ シサン		4,096		4,187		91		負債合計 フサイ ゴウケイ		5,007		5,561		553

		有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		2,510		2,541		30		純資産 ジュンシサン		6,754		7,155		400

		無形固定資産 ムケイコテイシサン		829		867		37		株主資本 カブヌシ シホン		5,332		5,427		94

		投資その他資産 トウシ タ シサン		755		778		22		累積包括利益 ルイセキ ホウカツ リエキ		▲ 26		140		167

										新株予約権 シンカブヨヤクケン		210		210		0

										非支配株主持分 ヒ シハイ カブヌシ モ ブン		1,238		1,362		123

		資産合計 シサン ゴウケイ		11,762		12,716		954		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		11,762		12,716		954



		資産の部 シサン ブ								負債・純資産の部 フサイ ジュンシサン ブ

				2021年3月期 ネン ガツ キ		2022年３月期１Q ネン ガツ キ		増減 ゾウゲン				2021年3月期 ネン ガツ キ		2022年３月期１Ｑ ネン ガツ キ		増減 ゾウゲン

		流動資産 リュウドウ シサン		7,665,947,597		8,529,105,266		863,157,669		流動負債 リュウドウ フサイ		3,361,667,848		3,744,601,902		382,934,054

		現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		3,625,838,322		3,731,719,417		105,881,095		買掛金 カイカケキン		701,713,360		617,431,548		(84,281,812)

		売掛金 ウリカケ キン		1,091,555,682		1,265,269,607		173,713,925		借入金 シャクニュウキン		518,309,000		893,456,000		375,147,000

		リース投資資産 トウシ シサン		2,327,850,865		2,768,898,644		441,047,779		その他 タ		2,141,645,488		2,233,714,354		92,068,866

		その他 タ		620,702,728		763,217,598		142,514,870		固定負債 コテイ フサイ		1,645,749,606		1,816,645,329		170,895,723

										長期借入金 チョウキカリイレ キン		1,431,504,999		1,545,273,000		113,768,001				107158

										その他 タ		214,244,607		271,372,329		57,127,722				2087738

		固定資産 コテイ シサン		4,096,335,332		4,187,455,475		91,120,143		負債合計 フサイ ゴウケイ		5,007,417,454		5,561,247,231		553,829,777				1980580

		有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		2,510,919,832		2,541,815,644		30,895,812

		無形固定資産 ムケイコテイシサン		829,441,868		867,325,412		37,883,544		純資産 ジュンシサン		6,754,865,475		7,155,313,510		400,448,035

		投資その他資産 トウシ タ シサン		755,973,632		778,314,419		22,340,787		株主資本 カブヌシ シホン		5,332,716,141		5,427,359,014		94,642,873

										累積包括利益 ルイセキ ホウカツ リエキ		(26,880,826)		140,926,936		167,807,762

										新株予約権 シンカブヨヤクケン		210,516,250		210,516,250		0				5,561,247,231

										非支配株主持分 ヒ シハイ カブヌシ モ ブン		1,238,513,910		1,362,286,758		123,772,848				12,716,560,741

		資産合計 シサン ゴウケイ		11,762,282,929		12,716,560,741		954,277,812		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		11,762,282,929		12,716,560,741		954,277,812

												5,305,835,315		5,568,285,950

										自己資本比率 ジコシホンヒリツ		45.1%		43.8%		7,141,088,958

														12,716,560,741		7,148,438,958







滝グラフ

		１Q営業利益増減（2021/3ｖｓ2022/3） エイギョウリエキ ゾウゲン

				2021/3　1Ｑ		2022/3　1Ｑ		増減 ゾウゲン				2018/3　営業利益 エイギョウリエキ		694,182,380

		2021/3　営業利益 エイギョウリエキ		325,074,343								海外通信事業 カイガイツウシンジギョウ		(70,664)

		海外通信事業 カイガイツウシンジギョウ		146,871,963		43,995,300		(102,876,663)		222,197,680		フィリピン国内通信事業 コクナイ ツウシンジギョウ		48,014,676

		フィリピン国内通信事業 コクナイ ツウシンジギョウ		10,837,925		87,093,814		76,255,889				国内通信事業 コクナイ ツウシン ジギョウ		85,558,492

		国内通信事業 コクナイ ツウシン ジギョウ		141,697,238		158,533,134		16,835,896				在留フィリピン人関連事業 ザイリュウ ジン カンレンジギョウ		(28,560,033)

		医療・美容事業 イリョウ ビヨウ ジギョウ		39,496,947		83,294,155		43,797,208				医療・美容事業 イリョウ ビヨウ ジギョウ		33,032,509

		その他 タ		(13,829,730)		(2,507,467)		11,322,263				2019/3　営業利益 エイギョウ リエキ		832,157,360

		2021/3　営業利益 エイギョウ リエキ				370,408,936		370,408,936		370,408,936

				↑チェック済み ヤジルシチェックズ

		2021/3　1Ｑ		海外通信 カイガイツウシン		フィリピン国内通信 コクナイ ツウシン		国内通信 コクナイ ツウシン		医療・美容事業 イリョウ ビヨウ ジギョウ		その他 タ		2022/3　1Ｑ

		0		222,197,680		222,197,680		298,453,569		315,289,465		359,086,673		0

		325,074,343		102,876,663		76,255,889		16,835,896		43,797,208		11,322,263		370,408,936

		325,074,343		325,074,343		298,453,569		315,289,465		359,086,673		370,408,936

												ERROR:#REF!



2021/3　1Ｑ	海外通信	フィリピン国内通信	国内通信	医療・美容事業	その他	2022/3　1Ｑ	0	222197680	222197680	298453569	315289465	359086673	0	2021/3　1Ｑ	海外通信	フィリピン国内通信	国内通信	医療・美容事業	その他	2022/3　1Ｑ	325074343	102876663	76255889	16835896	43797208	11322263	370408936	



滝グラフ (2)

		営業利益増減 エイギョウリエキ ゾウゲン

				2021/3　1Ｑ		2022/3　1Ｑ		増減 ゾウゲン		グラフ凡例数値

				325,074,343						325

		海外通信事業 カイガイツウシンジギョウ		146,871,963		43,995,300		(102,876,663)		-102 

		フィリピン国内通信事業 コクナイ ツウシンジギョウ		10,837,925		87,093,814		76,255,889		76

		国内通信事業 コクナイ ツウシン ジギョウ		141,697,238		158,533,134		16,835,896		16

		医療・美容事業 イリョウ ビヨウ ジギョウ		39,496,947		83,294,155		43,797,208		43

		その他 タ		(13,829,730)		(2,507,467)		11,322,263		11

						370,408,936		370,408,936		370

				↑チェック済み ヤジルシチェックズ

		2021/3 １Q		海外通信事業 カイガイツウシン ジギョウ		フィリピン国内通信事業 コクナイ ツウシン ジギョウ		国内通信事業 コクナイ ツウシン ジギョウ		医療・美容事業 イリョウ ビヨウ ジギョウ		その他 タ		2022/3 １Q

		0		222,197,680		222,197,680		298,453,569		315,289,465		359,086,673		0

		325,074,343		102,876,663		76,255,889		16,835,896		43,797,208		11,322,263		370,408,936

		325,074,343		222,197,680		298,453,569		315,289,465		359,086,673



												ERROR:#REF!



2021/3 １Q	海外通信事業	フィリピン国内通信事業	国内通信事業	医療・美容事業	その他	2022/3 １Q	0	222197680	222197680	298453569	315289465	359086673	0	
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76 	[分類名]
+[CELLREF]
16 	[分類名]
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43 	[分類名]
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11	
[CELLREF]
370 	
2021/3 １Q	海外通信事業	フィリピン国内通信事業	国内通信事業	医療・美容事業	その他	2022/3 １Q	325074343	102876663	76255889	16835896	43797208	11322263	370408936	


特別損失額

								特別損失の額 トクベツソンシツ ガク				再建不履行 サイケン フリコウ

		2020年3月期末 ネン ガツキ マツ						該当額 ガイトウ ガク				該当額 ガイトウ ガク

		純資産 ジュンシサン		4,715,779,546		3%		141,473,386		-		-

		経常利益 ケイジョウリエキ		1,075,502,481		30%		322,650,744		30%

		当期純利益 トウキジュンリエキ		645,209,730		30%		193,562,919		30%







Sheet2

				2019年3月期
1Q		2019年3月期
4Q		2020年3月期１Q ネン ガツキ		前年比		前年比率 ゼンネンヒ リツ		前期比 ゼンキ ヒ		同期比率

		売上高		1,387,704,459		1,593,926,722		1,577,664,008		(16,262,714)		-1.0%		31,073,278		1.9%

		営業利益		259,080,019		251,374,577		308,815,864		57,441,287		22.9%		(2,374,577)		-0.9%

		経常利益		335,095,686		266,987,446		231,857,403		(35,130,043)		-13.2%		(52,987,446)		-19.8%

		親会社株主に帰属する
当期純利益		196,060,709		141,958,621		139,672,613		(2,286,008)		-1.6%		(19,958,621)		-14.1%

																		(単位：百万円) タンイ ヒャクマンエン

				2019年3月期
１Ｑ実績 ネン ガツキ ジッセキ								2020年３月期 ネン ガツキ

				１Q		２Q		３Q		４Q		1Q		2Q		前年同期比 ゼンネンドウキヒヒ		前四半期比 ゼン シハンキ ヒ

		売上高 ウリアゲダカ		1,387		1,354		1,444		1,593		1,577		1,583		229
(+16.9%)		+６
（+0.4％）

		営業利益 エイギョウリエキ		259		213		221		251		308		237		23
(+10.9%)		▲71
（▲23.2％）

		経常利益 ケイジョウリエキ		335		282		117		266		231		263		▲18
(▲6.7%)		+31
（+13.5％）

		親会社株主に帰属する
当期純利益 オヤガイシャカブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		196		194		55		141		139		176		▲18
(▲9.3%)		+37
（+26.6％）

				2018/3 4Q		2019年3月期1Q		2019年3月期2Q		2019年3月期3Q		2019年3月期
4Q		2020年3月期１Q ネン ガツキ		2020年3月期2Q ネン ガツキ				前年比		同期比率		前四半期比 ゼン シハンキ ヒ		前四半期比 ゼン シハンキ ヒ

		売上高		1,450,047,261		1,387,704,459		1,354,436,104		1,444,045,623		1,593,926,722		1,577,664,008		1,583,944,089				229,507,985		116.9%		6,280,081		100.4%

		営業利益		274,404,122		259,080,019		213,866,006		221,236,355		251,374,577		308,815,864		237,230,991				23,364,985		110.9%		(71,584,873)		-23.2%

		経常利益		188,350,389		335,095,686		282,048,395		117,515,577		266,987,446		231,857,403		263,179,954				(18,868,441)		93.3%		31,322,551		13.5%

		親会社株主に帰属する
当期純利益		70,708,361		196,060,709		194,892,235		55,320,382		141,958,621		139,672,613		176,845,805				(18,046,430)		90.7%		37,173,192		26.6%

																3,161,608,097

																546,046,855

																495,037,357

																316,518,418

																0





IVAN顧客数

				2018/3		2018/6		2018/9		2018/12		2019/3		2019/6		2019/9		2019/12		2020/3		2020/6

		法人顧客数（単位：社） ホウジン コキャク スウ タンイ シャ		211		269		391		498		575		649		640		719		719		697

		ビル数（単位：棟） スウ タンイ ムネ		67		70		86		101		116		137		146		157		162		167

		開通済み帯域量（単位：mbps） カイツウ ズ タイイキ リョウ タンイ		7,365		9,390		13,155		16,210		19,635		24,394		23,308		27,358		29,492		28,452

		課金顧客数（単位：社） カキンコキャク スウ タンイ シャ		174		222		303		404		475		553		598		649		675		681

		課金済帯域数（mbps) カキン ズ タイイキ スウ				7,495		10,485		13,560		16,265		19,984		21,324		23,765		26,064		26,749





法人顧客数（単位：社）	

2018/3	2018/6	2018/9	2018/12	2019/3	2019/6	2019/9	2019/12	2020/3	2020/6	211	269	391	498	575	649	640	719	719	697	

課金顧客数（単位：社）	2018/3	2018/6	2018/9	2018/12	2019/3	2019/6	2019/9	2019/12	2020/3	2020/6	174	222	303	404	475	553	598	649	675	681	

開通済み帯域量（単位：mbps）



2018/3	2018/6	2018/9	2018/12	2019/3	2019/6	2019/9	2019/12	2020/3	2020/6	7365	9390	13155	16210	19635	24394	23308	27358	29492	28452	

ビル数（単位：棟）



2018/6	2018/9	2018/12	2019/3	2019/6	2019/9	2019/12	2020/3	2020/6	70	86	101	116	137	146	157	162	167	

課金帯域数（単位：mbps)



2018/6	2018/9	2018/12	2019/3	2019/6	2019/9	2019/12	2020/3	2020/6	7495	10485	13560	16265	19984	21324	23765	26064	26749	





レーシック患者数

		FY2017		January		February		March		April		May		June		July		August		September		October		November		December		Total

		Lasik-Makati		168		141		201		181		169		171		198		226		237		249		259		247		2,447

		NVLC/PELI-Makati		5		9		4		9		6		7		4		6		8		2		6		3		69

		Lasik- Ortigas		82		81		74		102		97		93		105		119		116		129		130		126		1,254

		NVLC/PELI- Ortigas		3		4		3		3		5		8		4		4		3		4				1		42

		Lasik total		258		235		282		295		277		279		311		355		364		384		395		377		3,812

		Cataract																								35		35

		FY2018		January		February		March		April		May		June		July		August		September		October		November		December		Total

		Lasik-Makati		241		211		250		236		215		192		263		317		202		287		240		292		2946

		NVLC/PELI-Makati		7		3		8		3		4		14		10		7		5		5		3		6		75

		Lasik- Ortigas		144		118		129		123		131		131		140		154		70		105		117		181		1543

		NVLC/PELI- Ortigas		1		4		10		3		0		3		1		9		3		7		13		6		60

		Lasik total		393		336		397		365		350		340		414		487		280		404		373		485		4624

		Cataract-Makati		14		7		5		12		16		13		20		8		13		10		10		14		142

		Cataract-Ortigas		1		0		1				6		2		9		13		7		3		6		9		57

		Cataract total		15		7		6		12		22		15		29		21		20		13		16		23		199

		FY2019		January		February		March		April		May		June		July		August		September		October		November		December		Total

		Lasik-Makati		224		205		302		219		302		250		218		193		164		190		214		216		2697

		NVLC/PELI-Makati		2		5		4		2		5		6		4		1		3		3		4		5		44

		Lasik- Ortigas		123		203		168		144		158		153		142		123		112		141		132		173		1772

		NVLC/PELI- Ortigas		2		10		9		5		6		2		3		1		2		4		8		8		60

		Lasik total		351		423		483		370		471		411		367		318		281		338		358		402		4573

		Cataract-Makati		7		18		30		2		17		9		15		10		17		23		9		6		163

		Cataract-Ortigas		9		10		20		10		10		7		11		15		5		6		9		7		119

		Cataract total		16		28		50		12		27		16		26		25		22		29		18		13		282

						Jan 2019		Feb 2019		Mar 2019		April 2019		May 2019		June 2019		July 2019		August 2019		September 2019		Óctober 2019		November 2019		December 2019		Total 2019		Unit: Price						Cost

		number		Lasik		224		205		302		219		302		250		218		193		164		190		214		216		2,697		17,000.00						3,672,000						-32

		of		Cataract		7		18		30		2		17		9		15		10		17		23		9		6		163		77,000.00						462,000

		patients		Derma		118		138		189		113		100		134		185		174		125		108		109		100		1,593								0

				Surgery		12		8		7		8		11		4		6		6		13		9		7		13		104								0

				Ortho		34		69		38		23		33		34		25		38		43		31		32		30		430								0

				Celesty		5		4		5		5		14		5		5		3				6		4		1		57								0

				NVLC/Others		2		5		4		2		5		6		4		1		3		3		4		5		44								0

				Lasik - Ortigas		123		203		168		144		158		153		142		123		112		141		132		173		1,772		17,000.00						2,941,000						-11

				Cataract - Ortigas		9		10		20		10		10		7		11		15		5		6		9		7		119		77,000.00						539,000

				Derma - Ortigas		97		163		105		96		131		145		152		162		111		130		120		85		1,497								0

				Surgery - Ortigas		7		1		5		3		9		7		4		6		5		0		0		1		48								0

				Ortho - Ortigas		0		0																0				0		0								0

				Celesty - Ortigas		7		23		1		7		8		8		1		10		3				1		25		94								0

				NVLC/Others - Ortigas		2		10		9		5		6		2		3		1		2		4		8		8		60								0

		TOTAL PATIENT COUNT				647		857		883		637		804		764		771		742		603		651		649		670		8,678								0

				1月 ガツ		2月		3月		4月		5月		6月

		売上高 ウリアゲダカ		66204		55427		59847		59152		63374		59669

		利益 リエキ		30351		17896		21883		20270		21704		15534

		レーシックのみ		52480		44443		50602		47405		48172		47076

		白内障 ハクナイショウ		3055						3577		5569		3617

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		15237										31136

		レーシック

		2017年 ネン		2018年 ネン		2019年 ネン		増減 ゾウゲン		増減率 ゾウゲンリツ

		3,812		4,624		4,573		812		21.3%

		白内障 ハクナイショウ

		2017年 ネン		2018年 ネン		2019年 ネン		増減 ゾウゲン		増減率 ゾウゲンリツ

		35		199		282		164		468.6%

		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン		2016年 ネン		2017年 ネン		2018年 ネン

		492		912		766		1,368		1,582		2,511		3,812		4624





2017年	2018年	2019年	3812	4624	4573	



2017年	2018年	2019年	35	199	282	



Sheet5

						2019年度１Ｑ ネン ド		実績 ジッセキ						2019年度2Ｑ ネン ド		2019年度3Ｑ ネン ド		2019年度4Ｑ ネン ド				第２四半期 ダイ シハンキ		合計1 ゴウケイ		着地見込み チャクチ ミコ		ｾｸﾞﾒﾝﾄ修正 シュウセイ		修正後 シュウセイ ゴ

		海外通信事業 カイガイ ツウシン ジギョウ		売上 ウリアゲ		334,903		336,210		1307		0.39%		395,511		409,180		424,332				730,414		1,563,926		1,503,503		10,745		1,514,248

										0		ERROR:#DIV/0!										0

				利益１ リエキ		95,309		150,683		55374		58.10%		138,854		145,613		158,924				234,163		538,699		478,187		(13,624)		464,563

				　IRUコミッション収益IPS計上 シュウエキ ケイジョウ						0		ERROR:#DIV/0!										0		34.4%

		フィリピン国内通信事業 コクナイ ツウシン ジギョウ		売上 ウリアゲ		184,027		193,163		9137		4.96%		201,464		267,378		355,668				385,490		1,008,536		354,472		(10,745)		343,727

										0		ERROR:#DIV/0!										0

				利益１ リエキ		25,001		6,762		(18239)		-72.95%		34,964		(369)		73,587				59,965		133,183		(12,771)		13,624		853

				　IRUコミッション収益IVAN計上 シュウエキ ケイジョウ						0		ERROR:#DIV/0!										0		13.2%		-3.6%				0.2%

		国内通信事業 コクナイ ツウシン ジギョウ		売上 ウリアゲ		798,978		786,697		(12281)		-1.54%		792,688		796,338		800,331				1,591,666		3,188,336		2,895,186				2,895,186

										0		ERROR:#DIV/0!										0

				利益 リエキ		67,106		99,779		32673		48.69%		64,726		67,466		70,709				131,832		270,007		268,821				268,821

										0		ERROR:#DIV/0!										0		8.5%		9.3%				9.3%

		在留フィリピン人関連事業 ザイリュウ ジンカンレンジギョウ		売上 ウリアゲ		77,900		56,795		(21105)		-27.09%		92,450		113,700		115,850				170,350		399,900		264,102				264,102

										0		ERROR:#DIV/0!										0

				利益 リエキ		(15,204)		(16,932)		(1728)		11.37%		(4,494)		9,107		10,657				(19,698)		66		(40,418)				(40,418)

										0		ERROR:#DIV/0!										0		0.0%		-15.3%				-15.3%

		医療美容 イリョウ ビヨウ		売上 ウリアゲ		198,881		204,797		5916		2.97%		189,292		198,436		246,036				388,173		832,645		762,848				762,848

										0		ERROR:#DIV/0!										0

				利益 リエキ		60,832		68,522		7690		12.64%		53,298		58,629		91,478				114,130		264,237		240,276				240,276

										0		ERROR:#DIV/0!										0		31.7%		31.5%				31.5%

		合計 ゴウケイ		売上 ウリアゲ		1,594,689		1,577,664		(17025)		-1.07%		1,671,404		1,785,032		1,942,217				3,266,093		6,993,343		5,780,111		0		5,780,111

										0		ERROR:#DIV/0!

				利益 リエキ		233,044		308,815		75772		32.51%		287,348		280,446		405,355		0		520,391		1,206,192		934,095		0		934,095





セグメント別（全）

						2019年3月期 ネン ガツ キ		43891		前年同期比 ゼンネンドウキヒ

												増減率 ゾウゲンリツ

		海外通信事業 カイガイ ツウシン ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		1,514,248,902		1,271,647,342		(242,601,560)		-16.0%

				営業利益 エイギョウ リエキ		476,024,873		479,167,404		3,142,531		0.7%

				利益率 リエキリツ		31.4%		37.7%

		フィリピン国内
通信事業 コクナイ ツウシン ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		343,726,659		864,441,960		520,715,301		151.5%

				営業利益 エイギョウ リエキ		852,907		73,244,015		72,391,108		8487.6%

				利益率 リエキリツ		0.2%		8.5%

		国内通信事業 コクナイ ツウシンジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		2,895,186,594		3,303,988,151		408,801,557		14.1%

				営業利益 エイギョウ リエキ		268,821,311		338,873,555		70,052,244		26.1%

				利益率 リエキリツ		9.3%		10.3%

		在留フィリピン人関連事業 ザイリュウ ジン カンレンジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		264,102,371		196,504,831		(67,597,540)		-25.6%

				営業利益 エイギョウ リエキ		(40,418,201)		(89,030,999)		(48,612,798)		120.3%

				利益率 リエキリツ		-		-

		医療・美容事業 イリョウ ビヨウ ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		762,848,382		872,322,284		109,473,902		14.4%

				営業利益 エイギョウ リエキ		240,276,067		268,147,869		27,871,802		11.6%

				利益率 リエキリツ		31.5%		30.7%

		合計 ゴウケイ		売上高 ウリアゲ ダカ		5,780,112,908		6,508,904,568		728,791,660		12.6%

				営業利益 エイギョウ リエキ		945,556,957		1,070,401,844		124,844,887		13.2%

				利益率 リエキリツ		16.4%		16.4%

						↑チェック済み ズ		↑チェック済み ズ		↑チェック済み ズ		↑チェック済み ズ

												(単位：百万円) タンイ ヒャクマンエン

						2019年3月期   ネン ガツ キ		2020年3月期 ネン ガツ キ		前年同期比 ゼンネンドウキヒ

												増減率 ゾウゲンリツ

		海外通信事業 カイガイ ツウシン ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		1,514		1,271		▲ 242		-16.0%

				営業利益 エイギョウ リエキ		476		479		3		0.7%

		フィリピン国内
通信事業 コクナイ ツウシン ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		343		859		515		151.5%

				営業利益 エイギョウ リエキ		0.8		81		80		8487.6%

		国内通信事業 コクナイ ツウシンジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		2,895		3,303		408		14.1%

				営業利益 エイギョウ リエキ		268		338		70		26.1%

		在留フィリピン人関連事業 ザイリュウ ジン カンレンジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		264		196		▲ 67		-25.6%

				営業利益 エイギョウ リエキ		▲ 40		▲ 89		▲ 48		-

		医療・美容事業 イリョウ ビヨウ ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		762		872		109		14.4%

				営業利益 エイギョウ リエキ		240		268		27		11.6%

		合計 ゴウケイ		売上高 ウリアゲ ダカ		5,780		6,504		723		12.6%

				営業利益 エイギョウ リエキ		945		1,078		132		13.2%



				2019/3　３Q		2020/3　３Q

		海外通信事業 カイガイ ツウシン ジギョウ		1,514,248,902		1,271,647,342

		フィリピン国内
通信事業 コクナイ ツウシン ジギョウ		343,726,659		864,441,960

		国内通信事業 コクナイ ツウシンジギョウ		2,895,186,594		3,303,988,151

		在留フィリピン人関連事業 ザイリュウ ジン カンレンジギョウ		264,102,371		196,504,831

		医療・美容事業 イリョウ ビヨウ ジギョウ		762,848,382		872,322,284

				2019/3　３Q		2020/3　３Q

		海外通信事業 カイガイ ツウシン ジギョウ		476,024,873		479,167,404

		フィリピン国内
通信事業 コクナイ ツウシン ジギョウ		852,907		73,244,015

		国内通信事業 コクナイ ツウシンジギョウ		268,821,311		338,873,555

		在留フィリピン人関連事業 ザイリュウ ジン カンレンジギョウ		(40,418,201)		(89,030,999)

		医療・美容事業 イリョウ ビヨウ ジギョウ		240,276,067		268,147,869



売上高	

2019年3月期  	2020年3月期	1514	1271	営業利益	

2019年3月期  	2020年3月期	476	479	



売上高	

2019年3月期  	2020年3月期	343	859	営業利益	

2019年3月期  	2020年3月期	0.8	81	



売上高	

2019年3月期  	2020年3月期	2895	3303	営業利益	





2019年3月期  	2020年3月期	268	338	



売上高	





2019年3月期  	2020年3月期	264	196	営業利益	





2019年3月期  	2020年3月期	-40	-89	



売上高	

2019年3月期  	2020年3月期	762	872	営業利益	

2019年3月期  	2020年3月期	240	268	





ハイライト

										(百万円) ヒャクマンエン														(単位：百万円) タンイ ヒャクマンエン

				2018年3月期 ネン ガツキ		2019年3月期 ネン ガツキ		前年比 ゼンネンヒ								2018年3月期
通期実績 ネン ガツキ ツウキ ジッセキ		2019年3月期 ネン ガツキ

										前年比率 ゼンネン ヒリツ								通期実績 ツウキ ジッセキ		前年比 ゼンネンヒ		通期予想 ツウキ ヨソウ		通期予想達成率 ツウキ ヨソウ タッセイリツ

		売上高 ウリアゲダカ		1,357		1,444		86		106.3%				売上高 ウリアゲダカ		5,327		5,780		452
(+8.5%)		6,107		94.6%

		営業利益 エイギョウリエキ		241		221		▲ 20		91.7%				営業利益 エイギョウリエキ		902		945		42
(+4.7%)		921		102.6%

		経常利益 ケイジョウリエキ		244		117		▲ 128		47.8%				経常利益 ケイジョウリエキ		819		1,001		182
(+22.3%)		906		110.5%

		親会社株主に帰属する
当期純利益 オヤガイシャカブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		177		56		▲ 122		31.5%				親会社株主に帰属する
当期純利益 オヤガイシャカブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		480		588		107
(+22.4%)		555		106.0%





				2018年3月期
				2019年3月期										前年同期比(3Q)				前年同期比(累計)

				３Q		累計 ルイケイ		１Q		２Q		上期累計 カミキ ルイケイ		３Q		累計 ルイケイ				同期比率				同期比率

		売上高		1,358		3,877		1,387		1,354		2,742		1,444		4,186		86		106.3%		309		108.0%

		営業利益		242		628		259		213		472		222		694		(20)		91.7%		66		110.5%

		経常利益		245		630		335		282		617		117		734		(128)		47.8%		104		116.5%

		親会社株主に帰属する
当期純利益		178		409		196		194		390		56		446		(122)		31.5%		37		109.0%

		為替レート（USD） カワセ				111円 エン

				2018年3月期
通期実績 ツウキ ジッセキ		2019年3月期
通期実績 ツウキ		前年比 ゼンネンヒ		前年比率 ゼンネンヒ リツ		2019年3月期
通期計画 ツウキ		達成率 タッセイリツ		2020年3月期　 ネン ガツキ

																計画		前年予想比 ゼンネン ヨソウ ヒ		前年実績比 ゼンネン ジッセキ ヒ

		売上高		5,327,543,679		5,780,112,908		452,569,229		8.5%		6,107,106,436		94.6%		7,000,000,000		114.6206%		121.10%

		営業利益		902,823,352		945,556,957		42,733,605		4.7%		921,805,415		102.6%		1,200,000,000		130.1793%		126.91%

		経常利益		819,018,237		1,001,647,104		182,628,867		22.3%		906,525,415		110.5%		1,190,000,000		131.2705%		118.80%

		親会社株主に帰属する
当期純利益		480,529,197		588,231,947		107,702,750		22.4%		555,090,730		106.0%		640,000,000		115.2965%		108.80%

										(百万円)

		網掛けはチェック済み数字 アミカ ズ スウジ





セグ来期予想

																										（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

						2020年3月期 ネン ガツキ		2021年3月期 ネン ガツキ		前年同期比 ゼンネンドウキヒ						セグメント				2020年３月期実績 ネン ガツキ ジッセキ		2021年３月期予想 ネン ガツ キ ヨソウ		前年比 ゼンネンヒ

																								増減 ゾウゲン		増減率 ゾウゲン リツ

												増減率 ゾウゲンリツ				売上高 ウリアゲダカ				6,508		8,900		2,391		36.7%

		海外通信事業 カイガイ ツウシン ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		1,271,647,342		3,100,000,000		1,828,352,658		143.8%						海外通信事業 カイガイ ツウシン ジギョウ		1,271		3,100		1,828		143.8%

				営業利益 エイギョウ リエキ		479,167,404		885,000,000		405,832,596		84.7%						フィリピン国内通信事業 コクナイツウシンジギョウ		864		1,550		685		79.3%

				利益率 リエキ リツ		37.7%		28.5%		-		ERROR:#VALUE!						国内通信事業 コクナイツウシンジギョウ		3,303		3,400		96		2.9%

		フィリピン国内
通信事業 コクナイ ツウシン ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		864,441,960		1,550,000,000		685,558,040		79.3%						在留フィリピン人関連事業 ザイリュウ ジンカンレン ジギョウ		196		180		▲ 16		-8.4%

				営業利益 エイギョウ リエキ		73,244,015		330,000,000		256,755,985		350.5%						医療・美容事業 イリョウ ビヨウ ジギョウ		872		670		▲ 202		-23.2%

				利益率 リエキ リツ		8.5%		21.3%		-		ERROR:#VALUE!				営業利益 エイギョウリエキ				1,070		1,700		629		58.8%

		国内通信事業 コクナイ ツウシンジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		3,303,988,151		3,400,000,000		96,011,849		2.9%						海外通信事業 カイガイ ツウシン ジギョウ		479		885		405		84.7%

				営業利益 エイギョウ リエキ		338,873,555		380,000,000		41,126,445		12.1%						フィリピン国内通信事業 コクナイツウシンジギョウ		73		330		256		350.5%

				利益率 リエキ リツ		10.3%		11.2%		-		ERROR:#VALUE!						国内通信事業 コクナイツウシンジギョウ		338		380		41		12.1%

		在留フィリピン人関連事業 ザイリュウ ジン カンレンジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		196,504,831		180,000,000		(16,504,831)		-8.4%						在留フィリピン人関連事業 ザイリュウ ジンカンレン ジギョウ		▲ 89		5		94		－

				営業利益 エイギョウ リエキ		(89,030,999)		5,000,000		94,030,999		-105.6%						医療・美容事業 イリョウ ビヨウ ジギョウ		268		100		▲ 168		-62.7%

				利益率 リエキ リツ		-		2.8%		-		ERROR:#VALUE!				営業利益率 エイギョウリエキリツ				16.4%		19.1%		ー		ー

		医療・美容事業 イリョウ ビヨウ ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		872,322,284		670,000,000		(202,322,284)		-23.2%						海外通信事業 カイガイ ツウシン ジギョウ		37.7%		28.5%		ー		ー

				営業利益 エイギョウ リエキ		268,147,869		100,000,000		(168,147,869)		-62.7%						フィリピン国内通信事業 コクナイツウシンジギョウ		8.5%		21.3%		ー		ー

				利益率 リエキ リツ		30.7%		14.9%		-		ERROR:#VALUE!						国内通信事業 コクナイツウシンジギョウ		10.3%		11.2%		ー		ー

		合計 ゴウケイ		売上高 ウリアゲ ダカ		6,508,904,568		8,900,000,000		2,391,095,432		36.7%						在留フィリピン人関連事業 ザイリュウ ジンカンレン ジギョウ		-		2.8%		ー		ー

				営業利益 エイギョウ リエキ		1,070,401,844		1,700,000,000		629,598,156		58.8%						医療・美容事業 イリョウ ビヨウ ジギョウ		30.7%		14.9%		ー		ー

				利益率 リエキ リツ		16.4%		19.1%		-		ERROR:#VALUE!

		売上高 ウリアゲダカ

		海外通信事業 カイガイ ツウシン ジギョウ

		フィリピン国内
通信事業 コクナイ ツウシン ジギョウ

		国内通信事業 コクナイ ツウシンジギョウ

		在留フィリピン人関連事業 ザイリュウ ジン カンレンジギョウ

		医療・美容事業 イリョウ ビヨウ ジギョウ

		営業利益 エイギョウリエキ



















		合計 ゴウケイ









来期予想 (2)

								（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				2020年３月期
通期実績 ネン ガツキ ツウキ ジッセキ		2021年3月期
 ネン ガツキ

						通期予想 ツウキ ヨソウ		前年実績比 ゼンネンジッセキヒ

		売上高 ウリアゲダカ		6,508		8,900		2,391
(+36.8%)

		営業利益 エイギョウリエキ		1,070		1,700		629
(+57.7％)

		経常利益 ケイジョウリエキ		1,075		1,650		574
（+52.2%)

		親会社株主に帰属する
当期純利益 オヤガイシャカブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		645		1,050		404
(+60.7%)



				2020年3月期
通期実績 ツウキ		前年比 ゼンネンヒ		前年比率 ゼンネンヒ リツ		2021年3月期
通期計画 ツウキ



		売上高		6,508,904,568		2,391,095,432		36.7%		8,900,000,000		36.74%

		営業利益		1,070,401,845		629,598,155		58.8%		1,700,000,000		58.82%

		経常利益		1,075,502,481		574,497,519		53.4%		1,650,000,000		53.42%

		親会社株主に帰属する
当期純利益		645,209,730		404,790,270		62.7%		1,050,000,000		62.74%



				2020年3月期
通期実績		前年比		前年比率		2021年3月期
通期計画

		売上高		3,161,608,097		2,391,095,432		61.4%		5,150,000,000

		営業利益		546,046,855		629,598,155		47.5%		1,150,000,000

		経常利益		495,037,357		574,497,519		45.0%		1,100,000,000

		親会社株主に帰属する
当期純利益		316,518,418		404,790,270		42.2%		750,000,000



				3,161,608,097		5,150,000,000		62.9%		62.9%

				546,046,855		1,150,000,000		110.6%		110.6%

				495,037,357		1,100,000,000		122.2%		122.2%

				316,518,418		750,000,000		137.0%		137.0%

				0





Sheet1 (2)

																		(単位：百万円)

				2020年３月期								2021年3月期 ネン ガツ キ

				1Q		2Q		3Q		4Q		１Q		前年同期比		通期予想		達成率

		売上高		1,577		1,583		1,594		1,752				570
(+13.6%)		8,900

		営業利益		308		237		286		238				136
(+19.7%)		1,700

		経常利益		231		263		339		241				98
(+13.4%)		1,650

		親会社株主に帰属する
当期純利益		139		176		210		117				91
(+20.6%)		1,050

				2019/3								2020/3								2021/3								2022/3

				1Q		2Q		3Q		4Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q

		売上高		1,387,704,459		1,354,436,104		1,444,045,623		1,593,926,722		1,577,664,008		1,583,944,089		1,594,930,989		1,752,365,482		1,813,850,871		1,559,176,940		3,935,231,983		2,207,307,909

		営業利益		259,080,019		213,866,006		221,236,355		251,374,577		308,815,864		237,230,991		286,110,505		238,244,485		325,074,343		299,522,846		1,100,638,812		195,929,440

		経常利益		335,095,686		282,048,395		117,515,577		266,987,446		231,857,403		263,179,954		339,349,553		241,115,571		286,142,198		283,996,567		1,001,545,898		616,063,343

		親会社株主に帰属する
当期純利益		196,060,709		194,892,235		55,320,382		141,958,621		139,672,613		176,845,805		210,727,544		117,963,768		193,693,408		198,927,110		713,110,886		381,406,960

		営業利益率 エイギョウリエキ リツ		18.7%		15.8%		15.3%		15.8%		19.6%		15.0%		17.9%		13.6%		17.9%		19.2%		28.0%		8.9%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		海外通信事業 カイガイツウシンジギョウ		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		2Q		３Q		４Q		１Q		2Q		３Q		４Q

		売上高 ウリアゲダカ		396,809,269		390,872,731		367,277,650		348,543,503		340,900,001		303,179,827		307,470,683		320,096,831		422,076,124		333,683,706		2,568,953,864		934,311,882

		営業利益 エイギョウ リエキ		131,481,495		133,224,505		115,069,738		109,873,143		150,683,562		86,472,465		122,444,666		119,566,711		146,871,963		119,083,550		790,160,085		145,843,110

		営業利益率 エイギョウリエキ リツ

		フィリピン国内通信事業 コクナイツウシンジギョウ		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		2Q		３Q		４Q		１Q		2Q		３Q		４Q

		売上高 ウリアゲダカ		38,110,832		(16,503,187)		206,320,034		115,798,980		188,474,140		212,694,886		205,716,753		257,556,181		211,718,021		268,305,041		296,813,464		60,289,632

		営業利益 エイギョウ リエキ		(3,731,235)		9,484,399		17,031,449		(21,931,706)		6,762,937		35,475,505		28,560,847		2,444,726		10,837,925		66,425,058		210,597,436		(36,160,883)

		営業利益率 エイギョウリエキ リツ

		国内通信事業 コクナイツウシンジギョウ		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		2Q		３Q		４Q		１Q		2Q		３Q		４Q

		売上高 ウリアゲダカ		683,924,382		637,359,618		726,478,667		847,423,088		786,697,067		798,258,076		821,721,346		897,311,662		989,685,007		888,831,837		895,576,992		944,688,452

		営業利益 エイギョウ リエキ		74,276,534		37,457,466		62,081,146		95,005,325		99,779,941		73,089,264		86,505,273		79,499,078		141,697,238		145,952,864		115,229,555		7,999,752

		営業利益率 エイギョウリエキ リツ

		医療・美容事業 イリョウ ビヨウ ジギョウ		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		2Q		３Q		４Q		１Q		2Q		３Q		４Q

		売上高 ウリアゲダカ		177,531,990		183,239,010		181,666,459		220,410,756		204,797,724		221,583,446		209,447,250		236,493,864		167,568,167		46,352,394		155,201,011		254,491,158

		営業利益 エイギョウ リエキ		66,879,341		51,876,659		43,652,660		77,866,886		68,522,390		64,651,960		62,267,340		72,706,179		39,496,947		(16,334,787)		2,856,488		103,836,566

		営業利益率 エイギョウリエキ リツ

		在留フィリピン人関連事業 ザイリュウ ジンカンレンジギョウ		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		2Q		３Q		４Q		１Q		2Q		３Q		４Q

		売上高 ウリアゲダカ		74,049,568		64,975,432		61,858,809		63,218,166		56,795,076		48,227,854		50,574,957		40,906,944		22,803,552		22,003,962		18,686,652		13,526,785

		営業利益 エイギョウ リエキ		(6,011,892)		(7,570,108)		(10,916,702)		(15,919,444)		(16,932,965)		(22,458,204)		(13,667,621)		(35,972,209)		(13,829,730)		(15,603,839)		(18,204,752)		(25,589,105)

		営業利益率 エイギョウリエキ リツ





IVAN売上比較

				202101		202102		202103								202001		202002		202003

		Sales - Bandwith		0.00		0.00		0.00		0.00				Sales - Bandwith		0.00		0.00		0.00		0.00

		Sales - SME		6,214,526.87		5,954,124.02		5,798,130.33		17,966,781.22				Sales - SME		7,721,242.95		7,856,666.85		7,847,914.03		23,425,823.83

		Sales - Enterprise		8,159,168.92		7,969,824.09		7,775,806.47		23,904,799.48				Sales - Enterprise		7,815,036.66		7,739,509.83		7,827,795.68		23,382,342.17

		Sales - Enterprise Premium		4,651,761.72		4,862,348.20		4,888,202.80		14,402,312.72				Sales - Enterprise Premium		5,934,635.69		5,522,254.50		5,411,017.56		16,867,907.75

		Sales - Local Loop		0.00		0.00		0.00		0.00				Sales - Local Loop		0.00		0.00		0.00		0.00

		Additional IP		390,550.00		341,250.00		343,950.00		1,075,750.00				Additional IP		614,900.00		712,000.00		744,900.00		2,071,800.00

		Sales - Int'l Broadband Everywhere		0.00		0.00		0.00		0.00				Sales - Int'l Broadband Everywhere		0.00		0.00		0.00		0.00

		Sales - Leasedline		6,814,992.84		14,415,392.89		8,974,531.68		30,204,917.41				Sales - Leasedline		7,731,937.06		8,534,250.04		(4,707,039.30)		11,559,147.80

		Sales - Bandwith (Philcom)		660,000.00		660,000.00		660,000.00		1,980,000.00				Sales - Bandwith (Philcom)		660,000.00		660,000.00		660,000.00		1,980,000.00

		IPS Project		1,253,125.00		1,253,125.00		1,253,125.00		3,759,375.00				IPS Project		1,253,125.00		1,253,125.00		1,253,125.00		3,759,375.00

		IRU Revenue		0.00		0.00		0.00		0.00				IRU Revenue		0.00		0.00		0.00		0.00

		IRU-O&M Income		1,234,537.67		1,234,592.67		(933,130.34)		1,536,000.00				IRU-O&M Income		514,385.00		1,960,113.34		1,237,136.67		3,711,635.01

		Upstream Internet (PT&T)		360,157.50		331,780.10		348,803.80		1,040,741.40				Upstream Internet (PT&T)		307,800.00		307,800.00		307,800.00		923,400.00

		Reseller		838,063.25		860,726.15		864,707.18		2,563,496.58				Reseller		313,514.21		947,798.01		918,956.27		2,180,268.49

		IP Transit Service		0.00		0.00		0.00		0.00				IP Transit Service		915,696.00		0.00		0.00		915,696.00

		Relocation Fee		38,380.00		67,736.14		13,361.14		119,477.28				Relocation Fee		0.00		0.00		0.00		0.00

		Pre-termination		91,451.62		259,225.84		55,440.00		406,117.46				Pre-termination		0.00		0.00		0.00		0.00

		Sales discount		(10,787.66)		(15,223.54)		(39,558.57)		(65,569.77)				Sales discount		(648.00)		(648.00)		(648.00)		(1,944.00)

		Leasedline Commission		0.00		0.00		0.00		0.00				Leasedline Commission		0.00		0.00		0.00		0.00

		C2C O&M		1,200,525.00		1,201,900.00		1,216,325.00		3,618,750.00												0.00

		C2C Revenue Share		6,939,809.08		7,692,160.00		7,784,480.00		22,416,449.08				C2C Revenue Share		0.00		0.00		0.00		0.00

				38,836,261.81		47,088,961.55		39,004,174.49		124,929,397.85						33,781,624.57		35,492,869.57		21,500,957.91		90,775,452.05
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２ 2023年３月期 業績予想
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2023年3月期 業績予想

通期予想の概要
 売上は120億円、営業利益は30億円見込むものの、第７回新株予約権に関する株式報酬費用約80百万円

を計上するため、29億20百万円の計画。経常利益および親会社株主に帰属する当期純利益が減益計画と
しているのは、前期に為替差益４億31百万円を計上したため。

 海外通信事業では、使用権を取得した国際海底ケーブルを通信事業者やCATV事業者などへの拡販を計画。
 フィリピン国内通信事業では、営業体制を強化し、法人向けブロードバンドサービスなどの獲得増や

フィリピン国内海底ケーブル建設などの事業基盤の強化を図る。
 国内通信事業では、引き続きコールセンター向けサービスなどの顧客獲得による成長を計画。会社分割

によりさらなる事業執行の確実化・スピード化を図る。
 医療・美容事業では、新型コロナウイルス感染防止を徹底したクリニック運営によるレーシック手術の

拡大を図る。

（単位：百万円）

2022年３月期
通期実績

2023年３月期

通期予想 前年実績比

売上高 10,728 12,000 11.9%

営業利益 2,456 2,920 18.9%

経常利益 2,897 2,820 ▲ 2.7%

親会社株主に帰属する
当期純利益 1,888 1,700 ▲ 10.0%
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2023年3月期 セグメント別業績予想
（単位：百万円）

セグメント 2022年3月期実績 2023年3月期予想
前年比 増減率

売上高 10,728 12,000 1,271 11.9%
海外通信事業 3,684 4,600 915 24.9%
フィリピン国内通信事業 1,784 1,620 ▲164 ▲9.2%
国内通信事業 3,988 4,080 91 2.3%
医療・美容事業 1,244 1,685 440 35.4%
その他 26 15 ▲11 ▲44.3%

営業利益 2,456 2,920 463 18.9%
海外通信事業 1,011 1,160 148 14.7%
フィリピン国内通信事業 224 315 90 40.4%
国内通信事業 819 950 130 16.0%
医療・美容事業 419 505 85 20.2%
その他 ▲19 ▲10 9 ー

営業利益率 22.9% 24.3% ー ー
海外通信事業 27.5% 25.2% ー ー
フィリピン国内通信事業 12.6% 19.4% ー ー
国内通信事業 20.5% 23.3% ー ー
医療・美容事業 33.8% 30.0% ー ー
その他 － － ー ー
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2023年3月期の各セグメントの事業状況について

 海外通信事業
IRU※契約により使用権を取得した国際海底ケーブルC2Cを利用した国際通信回線を、CATV事業者、通信事業者などに対して提供していく計
画。販売形態は、IRUベースまたはリースとなり、通常リースは、利用期間にて分割して売上を計上。IRUでは、一括払または分割払にて販売
し、それぞれ回収を基準として売上を計上。
今後もフィリピンのCATV事業者、通信事業者に積極的に提供し、事業の拡大を図っていく計画。

 フィリピン国内通信事業
公共サービス法の改正に伴い、通信事業における外資規制が緩和されることから、フィリピン国内での事業体制の一層の強化を図る。
新型コロナウイルス感染症の蔓延による在宅勤務などの増加により法人向けブロードバンドサービスが伸び悩んでいるが、新型コロナウイルス
感染症が落ち着き、法人顧客の事業活動も正常化に動き出しており、この２年間でマニラ首都圏でのネットワークの拡張が図られ、マニラ首都
圏全域でのサービス提供体制が整ったことから、営業体制などを強化し、法人顧客の獲得拡大を図る。また、個人向けブロードバンドサービス
についても本格的に営業体制を構築し、獲得を強化していく。これにより、さらに強固なストックビジネスの確立を図っていく計画。
フィリピン国内海底ケーブルなどの建設計画に対応し、地方の中核都市などでの営業体制を強化し、顧客の増加を図る。

 国内通信事業
コールセンター事業者など向けの、自動架電や顧客管理を統合するシステム（AmeyoJ）と、格安通話料金サービス（秒課金フリーダイヤル
サービス）をパッケージにしたトータルソリューションが引き続き好調に推移し、今期も堅調に推移するものと計画。
今後の事業の拡大を図るため、会社分割により株式会社アイ・ピー・エス・プロを設立予定。

 医療・美容事業
新型コロナウイルス感染症対策を徹底し、安全な運営を行うことにより、レーシック手術などが引き続き好調に推移する計画。
2023年の人間ドック・検診センターの開設に向け、開業準備を着実に実行し、さらなる事業拡大を図る計画。
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配当金について

当社は、株主への還元につきましては、将来の事業展開と財務体質の強化
のために必要な内部留保の確保を図りながら、達成した業績を反映した適

切な配当を、継続して実施していくことを基本方針といたします。

中間配当 期末配当 年間配当金 配当性向

前 期
（202１年３月期） － 10.00円

（記念配当） 10.00円 8.3%

今 期
（2022年３月期） － 25.00円 25.00円 16.4%

来 期 予 想
（2023年３月期） 17.50円 17.50円 35.00円 25.5％

（予想）
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４ 2023年３月期の重点的な
事業戦略について
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Y1
（現在）

CATV向け国際回線
法人向けインターネット接続

個人向けインターネット接続

2020年~
国際通信回線（C2C等）のIRU取得
⇒通信事業者向けに提供
（キャリアズキャリア取引）

2022年以降
国内海底ケーブルを建設
⇒中堅通信事業者や地域CATV向けに提供

※グラフはイメージ図
※将来の記載については、実施を約束するものではありません

取引先の拡大＋容量増大や次世代サービス提供を支えて関係を深化

次の構想「フィリピン通信の開国」
国際海底ケーブルを建設
⇒OTT※やフィリピン外の大手通信事業者と協業し、国内の

コンテンツデリバリネットワーク（CDN※）などを提供

１－１．フィリピン通信事業の成長のロードマップ
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１－２．フィリピンの公共サービス法が改正され、通信事業の外資規制が撤廃

●フィリピン共和国国会が公共サービス法改正法案を承認され、公布される。
（An act amending COMMONWEALTH ACT NO. 146, otherwise known as THE PUBLIC SERVICE ACT, as amended。2022年2月2日に上下両院の案を統合した
バージョンを承認。）

●同改正法によって、フィリピン国内の通信事業に対し、特定の条件のもとで外資によ
る100％出資（※）が認められるようになる。

経 緯

●当社グループにとってより多くの選択肢が生じ、よりスピード感を高めて事業を展開
できる様になる。

●InfiniVANが先行して、建設してきたネットワークや取得をしてきた設備、ライセン
スが、フィリピンの通信分野への投資や進出する外資に利用される機会が拡大する。

●InfiniVANにおける外国籍の役職員の選任や雇用が更にある程度まで認められ、関係
法令を遵守しつつ当社の役職員などをより積極的に派遣することができる様になれば、
業務執行、技術導入、プロジェクト管理などの強化につながる。

●多方面で外資による投資が活発化し、フィリピン社会、経済全般が進化することが期
待される。その中で、日系企業である当社に新たな事業機会がもたらされる。

機 会

●新たな外資競合企業の進出加速や、既存の競合企業が外資資本を活用することによる、
競争激化。

●運用実績がないため、詳細のルールや他の法令と関連した解釈などの確認や手続きに、
時間や費用を要する恐れ。

リスク

※外資の国が、フィリピン国民に法律、条約等で互恵主義を認めない場合には、外資の出資は50％
までに制限される
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１－３．新型コロナウイルス感染者数とワクチンの接種状況

データ引用 フィリピン保健省（Department of Health) ,Our World in Data

【ワクチンの接種の状況】
2021年6月末時点でのワクチン接種割合は人口比7％程度から、11月以降は1日あたり100万人以上の接種が行われるなど
接種ペースが増加している。
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【新型コロナウイルス感染者数の状況】
2021年は、9月に感染者数が月間約56万人のピークを迎えるも、12月にかけて月間約1万人にまで減少傾向にあった。

年末から2022年に入って以降、オミクロン株が急速に拡大（１日３.5万人超の感染）し、政府による外出制限が強化された。
5月現在では、新規感染者数は1日3百人以下にまで減少しており、外出制限は緩和され、ワクチン接種と事前検査を条件に隔
離期間なしでの外国人の入国も認められている。



Copyright © 2022 IPS, Inc. All Rights Reserved.24

１－４．マニラ首都圏での獲得強化

新型コロナウイルス感染症の影響により
厳しい新規顧客開拓

光回線の敷設は、進み、マニラ首都圏で
のサービス提供体制が確立

法人向けインターネット接続サービス、
個人向けブロードバンドサービスの獲得
強化のため、営業員の増強と販売代理店
の活用による営業体制の強化を図る

７か所のCBD（ビジネス集積地）での
さらなる獲得強化とマニラ首都圏全域
でのサービス提供により収益の拡大を
図る
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フィリピン国内海底ケーブルシステム
（ルソン島、ビサヤ諸島、ミンダナオ島を結ぶ）

※イラスト上の回線のルートは、実際のものとは異なります。

項目 内 容

体制 InfiniVAN, ならびにフィリピン国内の大手通信事業者２社との共同
建設

敷設回線 ケーブルの長さ：約2,400km
敷設区間 ：24
保証期間 ：25年間 ※海底ケーブルシステムのみ

敷設業者 国際ケーブル・シップ株式会社（KDDI株式会社の子会社）

投資額 総投資額 ：146百万米ドル（原則３社均等）
※別途、伝送装置やInfiniVAN単独の陸上部分の費用を合計すると、
InfiniVANの投資額合計は約66百万米ドル（約85億円）
※自己資金及び金融機関からの借り入れで充当する予定

スケ
ジュール

2022年12月：第一工期区間の完成予定（陸上部分の準備が完了し次
第供用を開始予定）
2023年３月から：全区間の供用予定

ポイント • 一つのフィリピン国内の海底ケーブルシステムとしては最大規模
• 当社グループが構想するフィリピン国内のCDNの構築に照らした
重要な進捗であり、国内の通信回線網の有用性が格段に向上

• 従来からの方針通り、当社グループ取得分の回線設備の一部を開
通後速やかに長期間にわたって提供するための相手（OTT、通信
事業者、CATV事業者）の確保を進める

※海底ケーブルのイメージ（ダブルアーマードケーブル）

１－５．フィリピン通信事業 フィリピン国内海底ケーブルシステム建設

25
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２－１．会社分割による株式会社アイ・ピー・エス・プロの設立（１）

国内通信事業は、コールセンター運営統合プ
ラットフォームであるAmeyoJと、秒課金フリー
ダイヤルサービスを組み合わせたコールセン
ター事業者向けソリューションが高評価を獲得
し、順調な拡大を持続。

新型コロナウイルス感染症などにより在宅勤務
やWeb会議が増加するなど事業環境は良好。

国内通信事業の業績推移
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２－２．会社分割による株式会社アイ・ピー・エス・プロの設立（２）

当社はフィリピンと海外を結ぶ国際回線や同国内の回線
設備のビジネスを通し、OTTなどの需要取り込みを進めて
いる。
東南アジア地域においては、従前は香港とシンガポール

がデータ交換のハブの中心だったが、環境変化により香港
が避けられる傾向に。日本は北米との距離の近さや物理的
既存回線の存在という優位性があり、新たなハブになる好
機との期待が高まっている。
しかし、OTTや海外の通信事業者は、日本もフィリピン

と同様に陸揚局や市内への回線が非常に割高だと認識。当
社の事業機会が浮かび上がってきた。

2022年７月１日に会社分割により設立する株式会社ア
イ・ピー・エス・プロでは、既存領域に加えて専門部隊を
立上げ、日本におけるアジアのデータ交換に関わるビジネ
スの積極拡大を期す。

会社名 株式会社アイ・ピー・エス・プロ
所在地 東京都中央区
代表者 代表取締役 伊藤 良光（当社取締役）

資本金 ３億円

アジアの国際海底ケーブル経路（一部）のイメージ
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 コロナ禍による外出制限などに対応するオペレーショ
ンが、確立し、レーシック手術が過去最高。

３．フィリピンにおける医療インフラの整備

 医療・美容事業は、レーシック手術数が過去最高ペースで推移。
 フィリピンに必要な次の医療インフラとして、人間ドック／健診センターを運営する

新会社を設立。
Shinagawa Lasik & Aesthetics Center Corporation (SLACC) ※当社子会社。レーシック施術等を提供。

Shinagawa Healthcare Solutions Corporation ※新たに設立する子会社

所在地 フィリピン、タギッグ市

代表者 President 上森 雅子（当社専務取締役、SLACC President）

事業内容 予防医療の提供、人間ドック／健診センターの運営

資本金 3.5億フィリピンペソ（約7.94億円）

出資割合 SLACC 50％、 当社 40％、その他個人 10％

設立年月日 2022年９月（予定）

開業 2023年の1月~3月（予定）
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会社概要

会社名
(英文社名)

株式会社アイ・ピー・エス
IPS, Inc.

設 立 1991年10月

本社所在地 〒104-0045 東京都中央区築地4-1-1 東劇ビル8階

事業内容 海外通信事業：フィリピンのCATV事業者等に国際通信回線を提供

フィリピン国内通信事業：フィリピン国内での法人向けISPの提供

国内通信事業：日本国内での通信サービスの提供

医療・美容事業：フィリピンでの医療・美容サービスの提供

グループ企業 主な連結子会社
KEYSQUARE INC.
Shinagawa Lasik & Aesthetics Center Corporation
InfiniVAN, Inc.

ISMO Pte. Ltd.
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用語の説明

 C2C

フィリピンとシンガポール・香港を結ぶ海底ケーブル (City-to-City Cable System)。

 キャリアズキャリア

通信回線の通信事業者向けの卸売業者。

 IRU

Indefeasible Right of Use。関係当事者の合意がない限り、破棄したり終了させることができない永続的な回線や設備の使用権。

 AmeyoJ

当社が日本国内の販売代理権を持つ、インドのDrishti-soft Solutions Pvt. Ltd.が開発したコールセンターシステム。

 秒課金サービス

大手電気通信事業者が提供している着信課金サービス(フリーダイヤル)を大量に仕入れて、コールセンター事業者向けに秒単位で販
売するサービス。

 CDN

Content Delivery Network。Web サイト上のコンテンツを迅速にエンドユーザーに届けるための仕組み。

 OTT

Over The Top。インターネット上の動画配信・音声通話・ソーシャルメディアなどのサービスや提供事業者の総称。

 ARPU

Average Revenue Per User（アープ）。1ユーザーあたりの平均売上を示す指標。
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免責事項

 本書には、当社に関連する見通し、将来に関する計画、経営目標などが記載されて
います。これらの将来の見通しに関する記述は、将来の事象や動向に関する現時点
での仮定に基づくものであり、当該仮定が必ずしも正確であるという保証はありま
せん。様々な要因により実際の業績が本書の記載と著しく異なる可能性があります。

 別段の記載がない限り、本書に記載されている財務データは日本において一般に認
められている会計原則に従って表示されています。

 当社は、将来の事象などの発生にかかわらず、既に行っております今後の見通しに
関する発表等につき、開示規則により求められる場合を除き、必ずしも修正すると
は限りません。

 当社以外の会社に関する情報は、一般に公知の情報に依拠しています。

《IRに関するお問い合わせ先》
株式会社 アイ・ピー・エス

〒104-0045 東京都中央区築地4-1-1 
東劇ビル8階

TEL: 03-3549-7719    FAX: 03-3545-7331
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