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1.  平成22年4月期第2四半期の連結業績（平成21年5月1日～平成21年10月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年4月期第2四半期 9,887 9.3 462 68.3 414 64.1 202 ―

21年4月期第2四半期 9,045 ― 274 ― 252 ― △27 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年4月期第2四半期 319.97 ―

21年4月期第2四半期 △42.77 △42.76

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年4月期第2四半期 14,588 2,479 17.0 3,918.29
21年4月期 15,056 2,303 15.3 3,640.67

（参考） 自己資本   22年4月期第2四半期  2,479百万円 21年4月期  2,303百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  有  

 

1株当たり配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年4月期 ― 80.00 ― 100.00 180.00
22年4月期 ― 120.00

22年4月期 
（予想）

― 100.00 220.00

      配当金の内訳 特別配当 20円00銭

3.  平成22年4月期の連結業績予想（平成21年5月1日～平成22年4月30日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 18,316 △4.8 702 15.3 602 9.8 329 ― 520.94
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4.  その他 

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

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご参照ください。 

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

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づき作成し
ており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、業績予想に関連する事項につきましては、４ページ【定性的情報・財務諸
表等】「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年4月期第2四半期 638,874株 21年4月期  638,874株

② 期末自己株式数 22年4月期第2四半期  6,163株 21年4月期  6,163株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年4月期第2四半期 632,711株 21年4月期第2四半期 632,711株
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 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、過去に例を見ないスピードの景気悪化に対し、各国の経済危機

対策の着実な実施や在庫調整の一巡等により、景気の底割れが回避され、先行きの持ち直しが期待される一方、民間

消費や雇用情勢については依然厳しい状況が続いております。 

 このような経済状況のもとで、当社グループは、移動体通信関連事業における販売基盤の整備・店舗運営の効率

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

 当第２四半期連結累計期間の経営成績は、売上高98億87百万円（前年同期比9.3％増）、営業利益４億62百万円

（前年同期比68.3％増）、経常利益４億14百万円（前年同期比64.1％増）、四半期純利益２億２百万円となりまし

た。 

  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

 

（移動体通信関連事業） 

 携帯電話業界におきましては、携帯電話の加入件数が平成21年10月末現在で１億989万台に達し、そのうち第３世

代携帯電話端末の台数は１億487万台となっており、全体の95.4％を占めております。第３世代携帯電話への移行が

進む一方、割賦販売による買い替えサイクルの長期化等により、当第２四半期連結累計期間の携帯電話の純増数は

205万台と前年同期比4.4％減となりました（「電気通信事業者協会」より）。 

 このような環境の中、当社グループは、店舗近隣への営業活動による集客力の強化に取り組み、前期の不採算店舗

の移設や退去等により経営効率が向上した結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は85億２百万円（前年同

期比8.8％増）、経常利益は４億59百万円（前年同期比26.9％増）となりました。 

（不動産事業） 

 世界レベルでの金融信用圧縮に伴い、不動産取引の停滞や不動産市況の悪化等、厳しい経営環境は引き続き続いて

おります。このような状況下にあって、当社グループにおきましては、市場の変化を敏感に読み取りながら、的確に

対応をしております。 

 当第２四半期連結累計期間において、売上高は３億89百万円（前年同期比24.4％増）、経常利益は84百万円（前年

同期比15.1％減）となりました。 

（リゾート事業） 

 ゴルフ業界におきましては、男子、女子選手の世界レベルでの活躍もあり、男子、女子共にゴルフ人気が波及して

おり、ゴルフが親しみやすいスポーツとして捉えられるようになっております。 

 このような経営環境の中、当社グループは、ゴルフコースの品質維持・向上、オリジナルゴルフ用品の作成・品揃

え強化等、ゴルファーの快適なプレー環境をサポートすることで、集客力の強化に努めて参りました。 

 当第２四半期連結累計期間における売上高は９億95百万円（前年同期比10.8％増）、経常利益は１億78百万円（前

年同期比67.5％増）となりました。 

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報
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（１）財政状態の変動状況 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、145億88百万円となり、前連結会計年度末と比べて４億68百万円

の減少となりました。これは主に、売掛債権、販売用不動産の減少によるものであります。 

 負債は、121億９百万円となり、前連結会計年度末と比べて６億43百万円の減少となりました。これは主に、仕入

債務、短期借入金の減少によるものであります。 

 純資産は、24億79百万円となり、前連結会計年度末と比べて１億75百万円の増加となり、自己資本比率は17.0％と

なりました。 

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、12億18百万円となり、前連結会計年度末に比べ84百万円の

増加となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少による支出３億47百万

円、法人税等の支払85百万円等がありましたが、税金等調整前四半期純利益３億93百万円、売上債権の減少による収

入４億８百万円等により、全体では４億65百万円の収入となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入77百万

円等がありましたが、有形固定資産の取得による支出90百万円等により、全体では10百万円の支出となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入３億円がありま

したが、短期借入金の減少による支出２億76百万円、長期借入金の返済による支出３億７百万円等により、全体では

３億69百万円の支出となりました。 

平成22年４月期の通期業績予想につきましては、当初の計画（平成21年６月12日付の決算短信で公表）を変更してお

りません。 

 該当事項はありません。  

① 簡便な会計処理 

イ たな卸資産の評価方法 

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

簿価切下げを行う方法によっております。 

ロ 固定資産の減価償却の算定方法 

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

よっております。 

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

 該当事項はありません。  

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報

４．その他

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

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年10月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,507,440 1,407,274

受取手形及び売掛金 1,786,713 2,195,031

商品及び製品 575,971 362,130

販売用不動産 － 156,316

原材料及び貯蔵品 15,783 15,273

その他 127,004 144,077

貸倒引当金 △2,253 △18,891

流動資産合計 4,010,660 4,261,212

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,247,498 3,036,710

減価償却累計額 △822,650 △754,399

建物及び構築物（純額） 2,424,847 2,282,311

土地 6,839,351 6,839,351

その他 180,078 432,602

減価償却累計額 △97,834 △90,769

その他（純額） 82,244 341,833

有形固定資産合計 9,346,443 9,463,496

無形固定資産 202,446 199,783

投資その他の資産   

投資その他の資産 1,022,521 1,116,602

貸倒引当金 △8,407 △1,729

投資その他の資産合計 1,014,114 1,114,873

固定資産合計 10,563,003 10,778,153

繰延資産 15,024 17,417

資産合計 14,588,689 15,056,783
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年10月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年４月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,516,028 1,863,348

短期借入金 3,619,367 3,915,390

1年内償還予定の社債 44,000 44,000

未払法人税等 85,292 77,597

賞与引当金 59,000 51,300

その他 644,868 663,569

流動負債合計 5,968,557 6,615,206

固定負債   

社債 566,000 588,000

長期借入金 5,309,807 5,298,064

退職給付引当金 8,428 5,885

その他 256,748 246,133

固定負債合計 6,140,984 6,138,083

負債合計 12,109,542 12,753,289

純資産の部   

株主資本   

資本金 693,858 693,858

資本剰余金 832,376 832,376

利益剰余金 959,786 820,609

自己株式 △43,998 △43,998

株主資本合計 2,442,022 2,302,845

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 37,124 648

評価・換算差額等合計 37,124 648

純資産合計 2,479,147 2,303,493

負債純資産合計 14,588,689 15,056,783
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（２）【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成20年10月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成21年10月31日) 

売上高 9,045,530 9,887,943

売上原価 7,077,436 7,784,232

売上総利益 1,968,094 2,103,711

販売費及び一般管理費 1,693,121 1,641,016

営業利益 274,973 462,694

営業外収益   

受取利息及び配当金 1,627 1,437

広告支援金収入 21,882 12,700

ゴルフ場施設協力金 22,110 6,665

その他 32,992 29,707

営業外収益合計 78,613 50,511

営業外費用   

支払利息 91,254 96,604

貸倒引当金繰入額 4,843 －

その他 5,107 2,395

営業外費用合計 101,205 98,999

経常利益 252,380 414,206

特別利益   

固定資産売却益 10,954 －

貸倒引当金戻入額 － 2

特別利益合計 10,954 2

特別損失   

固定資産売却損 51 14,287

固定資産除却損 5,536 5,946

販売用不動産評価損 125,563 －

投資有価証券評価損 38,960 －

匿名組合投資損失 74,366 －

特別損失合計 244,479 20,234

税金等調整前四半期純利益 18,855 393,973

法人税、住民税及び事業税 119,911 94,235

法人税等調整額 △73,992 97,290

法人税等合計 45,919 191,525

四半期純利益又は四半期純損失（△） △27,063 202,448
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成20年10月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成21年10月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 18,855 393,973

減価償却費 91,883 93,987

のれん償却額 10,650 10,650

繰延資産償却額 2,392 2,392

貸倒引当金の増減額（△は減少） 19,973 △9,959

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,654 2,543

賞与引当金の増減額（△は減少） △6,794 7,699

受取利息及び受取配当金 △1,627 △1,437

支払利息 91,254 96,604

固定資産売却損益（△は益） △10,902 14,287

固定資産除却損 5,536 5,946

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 38,960 －

匿名組合投資損益（△は益） 74,366 －

販売用不動産評価損 125,563 －

為替差損益（△は益） △21 △50

売上債権の増減額（△は増加） 778,804 408,317

たな卸資産の増減額（△は増加） △25,465 △58,035

その他の資産の増減額（△は増加） 5,901 36,391

仕入債務の増減額（△は減少） △909,028 △347,319

未払金の増減額（△は減少） △13,712 95,601

未払消費税等の増減額（△は減少） 22,793 △79,175

その他の流動負債の増減額（△は減少） △59,252 △51,788

預り敷金及び保証金の受入による収入 3,637 15,434

小計 265,425 636,065

利息及び配当金の受取額 2,288 1,403

利息の支払額 △98,212 △86,383

法人税等の支払額 △189,152 △85,949

営業活動によるキャッシュ・フロー △19,650 465,135

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） △73,125 △15,260

有形固定資産の取得による支出 △144,401 △90,405

有形固定資産の売却による収入 24,814 77,562

匿名組合出資金の払込による支出 △60,000 －

敷金及び保証金の差入による支出 △10,880 △2,240

敷金及び保証金の回収による収入 3,159 14,910

貸付金の回収による収入 6,420 4,640

投資活動によるキャッシュ・フロー △254,012 △10,792
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成20年10月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成21年10月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △140,000 △276,668

長期借入れによる収入 650,000 300,000

長期借入金の返済による支出 △348,814 △307,612

社債の償還による支出 △22,000 △22,000

リース債務の返済による支出 － △626

配当金の支払額 △62,951 △62,581

財務活動によるキャッシュ・フロー 76,234 △369,487

現金及び現金同等物に係る換算差額 21 50

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △197,407 84,905

現金及び現金同等物の期首残高 944,639 1,133,421

現金及び現金同等物の四半期末残高 747,232 1,218,326
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 該当事項はありません。 

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年５月１日 至 平成20年10月31日） 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年５月１日 至 平成21年10月31日） 

 （注）１．事業の区分の方法 

事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．事業の内容 

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

不動産事業    ：貸しビル、マンション賃貸事業及び不動産販売事業等 

       リゾート事業   ：ゴルフ場の運営管理等 

３．前連結会計年度において、その他事業（フード事業）から撤退しております。 

４．営業利益又は営業損失に替えて、経常利益又は経常損失を記載しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  

移動体 
通信関連
事業 

（千円） 

不動産
事業 

（千円） 

リゾート
事業 

（千円） 

その他
事業 

（千円） 

計
（千円） 

消去又は
全社 

（千円） 

連結
（千円） 

売上高    

(1）外部顧客に対する 
売上高  7,813,625 313,571 898,363 19,970  9,045,530  － 9,045,530

(2）セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

 －  －  －  －  －  (－)  －

計  7,813,625 313,571 898,363 19,970  9,045,530  (－) 9,045,530

経常利益 
（又は経常損失△）  362,407 100,039 106,309 △5,685  563,071 (310,690) 252,380

  

移動体 
通信関連 
事業 

（千円） 

不動産
事業 

（千円） 

リゾート
事業 

（千円） 

計
（千円） 

消去又は 
全社 

（千円） 

連結
（千円） 

売上高   

(1）外部顧客に対する 
売上高  8,502,858 389,987 995,097 9,887,943  － 9,887,943

(2）セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

 －  －  －  －  (－)  －

計  8,502,858 389,987 995,097 9,887,943  (－) 9,887,943

経常利益  459,896 84,917 178,070 722,883  (308,677) 414,206
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前第２四半期連結累計期間（自 平成20年５月１日 至 平成20年10月31日） 

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

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年５月１日 至 平成21年10月31日） 

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

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年５月１日 至 平成20年10月31日） 

海外売上高はありませんので、該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年５月１日 至 平成21年10月31日） 

海外売上高はありませんので、該当事項はありません。 

 該当事項はありません。 

  

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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