
平成23年9月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 

平成23年5月10日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 ホウライ株式会社 上場取引所 大 

コード番号 9679 URL http://www.horai-kk.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長兼社長執行役員 （氏名） 西山 茂

問合せ先責任者 （役職名） 執行役員経理部長 （氏名） 千葉 正裕 TEL 03-3546-2921
四半期報告書提出予定日 平成23年5月12日

配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無

四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成23年9月期第2四半期の業績（平成22年10月1日～平成23年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

営業収益 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 ％

23年9月期第2四半期 2,384 △4.0 25 △71.0 126 △45.7 60 △60.4

22年9月期第2四半期 2,482 △5.4 88 48.1 232 △46.0 152 △38.4

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

23年9月期第2四半期 4.30 ―

22年9月期第2四半期 10.87 ―

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

23年9月期第2四半期 24,111 7,012 29.1 501.31
22年9月期 24,418 6,993 28.6 499.91

（参考） 自己資本   23年9月期第2四半期  7,012百万円 22年9月期  6,993百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金

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

22年9月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
23年9月期 ― 0.00

23年9月期 
（予想）

― 5.00 5.00

3.  平成23年9月期の業績予想（平成22年10月1日～平成23年9月30日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
 

営業収益 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 5,720 3.0 460 1.2 680 △15.5 380 △24.5 27.16



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等
の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3 「2.その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年9月期2Q 14,040,000株 22年9月期  14,040,000株

② 期末自己株式数 23年9月期2Q  51,327株 22年9月期  50,427株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年9月期2Q 13,989,242株 22年9月期2Q  13,991,833株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、四半期決算短信（添付資料）2ページ「1.当四半期の業績等に関する定性的情報 （3）業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

        当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、前半足踏み状態が続きましたが、企業収益の改善傾向に牽引 

      され、後半景気は持ち直しに向けた動きが見られるようになりました。しかし、３月に発生した東日本大震災 

      の影響で、国内経済は大混乱に陥りました。 

      このような状況下、当社は前事業年度に引き続き、事業戦略の明確化、ローコストオペレーションの推進に 

      取り組みましたが、ギフト売上の増加により乳業事業が前年比増収となった以外は、保険事業は前年同時期の 

      火災保険の契約長期化の反動、不動産事業は空室影響、観光・ゴルフ事業は個人消費の回復の遅れと震災後の 

      来場者数減少をそれぞれ主因に前年比減収となりました。原価の圧縮にも、事業部門によりバラツキが出まし 

      た。 

      この結果、当第２四半期累計期間の経営成績は、営業収益が全体で2,384百万円（前年同四半期比98百万円 

      減）となりました。一方営業原価は2,090百万円（前年同四半期比41百万円減）、一般管理費は268百万円（前 

      年同四半期比5百万円増）となり、営業利益は25百万円（前年同四半期比62百万円減）となりました。 

        マーケットからのゴルフ会員権買取りに伴う消却益も前年比減少し、経常利益は126百万円（前年同四半期 

      比106百万円減）、四半期純利益は60百万円（前年同四半期比91百万円減）となりました。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

        当第２四半期会計期間末における総資産は、現金及び預金の減少と営業債権の減少を主因に、前事業年度末 

      に比較して306百万円減少しました。 

      負債は、ゴルフ会員権買取りによる入会預り保証金の減少と法人税の納付（未払法人税等の減少）を主因に、 

      前事業年度末に比較して326百万円減少しました。 

      純資産は、利益剰余金から期末配当を実施しましたが、四半期純利益の計上とその他有価証券評価差額金の 

      増加により前事業年度末に比較して19百万円増加しました。自己資本比率は29.1％と前事業年度末に比較して 

      0.5ポイント改善しました。 

    （キャッシュ・フローの状況） 

      当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は2,019百万円となり、前事業年度末に比較して  

      290百万円減少しました。 

      当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

     「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、税引前四半期純利益の計上を主因に法人税等の支払い後116百万 

      円の収入（前年同四半期比90百万円の収入減）となりました。 

     「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、有形固定資産の取得を主因に275百万円の支出（前年同四半期比  

      68百万円の支出増）となりました。 

      「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、配当金の支払と社債の定時償還を主因に131百万円の支出（前年 

      同四半期比24百万円の支出減）となりました。  

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

    震災による当社設備への直接的被害は僅少で、全事業とも通常どおり営業を行っておりますが、前述のよう 

  に第２四半期の業績は震災の影響を受けております。 

    ただ、現状では第３四半期以降の動向を見通すことが困難なため、現時点で平成22年11月12日に「平成22年 

  9月期決算短信（非連結）」で公表いたしました平成23年9月期の業績予想の数値は変更いたしておりません。 

  今後、業績予想の修正が必要になった場合は、速やかに公表いたします。 

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

  当第2四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるた 

め、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算出しております。  

②法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

  繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生に 

著しい変化がないと認められるため、前事業年度末において使用した将来の業績予測やタックスプランニング 

を利用する方法によっております。  

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

資産除去債務に関する会計基準の適用  

  第1四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年3月31日） 

及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日）を適用 

しております。 

  これにより、当第2四半期累計期間の営業利益及び経常利益は738千円、税引前四半期純利益は15,460千円減 

少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は41,182千円であります。  

  

  

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成23年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,763,997 3,076,684

受取手形及び売掛金 314,609 359,620

商品及び製品 88,145 105,713

仕掛品 28,229 10,453

原材料及び貯蔵品 66,743 70,149

その他 89,983 120,426

貸倒引当金 △71 △111

流動資産合計 3,351,637 3,742,935

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 4,115,335 4,033,849

土地 7,056,555 7,056,555

コース勘定 4,834,505 4,834,505

その他（純額） 1,212,225 1,227,314

有形固定資産合計 17,218,622 17,152,225

無形固定資産 128,460 104,393

投資その他の資産   

保険積立金 2,475,402 2,468,301

その他 960,373 973,546

貸倒引当金 △23,000 △23,000

投資その他の資産合計 3,412,775 3,418,847

固定資産合計 20,759,858 20,675,467

資産合計 24,111,495 24,418,403

負債の部   

流動負債   

買掛金 49,483 82,851

1年内償還予定の社債 1,800,000 100,000

未払法人税等 32,538 158,805

引当金 41,701 36,504

その他 651,775 686,269

流動負債合計 2,575,499 1,064,430

固定負債   

社債 － 1,750,000

長期預り保証金 14,370,772 14,484,450

引当金 106,520 124,770

資産除去債務 41,564 －

その他 4,515 1,268

固定負債合計 14,523,372 16,360,488

負債合計 17,098,871 17,424,919
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成23年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,340,550 4,340,550

資本剰余金 527,052 527,052

利益剰余金 2,104,567 2,114,302

自己株式 △13,217 △13,062

株主資本合計 6,958,952 6,968,843

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 53,671 24,641

評価・換算差額等合計 53,671 24,641

純資産合計 7,012,623 6,993,484

負債純資産合計 24,111,495 24,418,403
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年３月31日) 

営業収益 2,482,663 2,384,393

営業原価 2,131,890 2,090,771

営業総利益 350,772 293,621

一般管理費 262,618 268,064

営業利益 88,154 25,557

営業外収益   

受取利息 1,099 528

受取配当金 1,354 1,943

会員権消却益 162,523 99,916

その他 8,869 25,921

営業外収益合計 173,848 128,310

営業外費用   

支払利息 13,027 12,537

その他 16,155 15,016

営業外費用合計 29,182 27,554

経常利益 232,819 126,313

特別損失   

固定資産除売却損 1,120 1,566

投資有価証券評価損 － 8,680

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 14,721

災害による損失 － 6,498

特別損失合計 1,120 31,467

税引前四半期純利益 231,699 94,846

法人税、住民税及び事業税 81,518 24,502

法人税等調整額 △1,933 10,132

法人税等合計 79,584 34,634

四半期純利益 152,114 60,212
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 231,699 94,846

減価償却費 177,606 184,181

災害損失 － 6,498

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 14,721

のれん償却額 54,019 53,804

貸倒引当金の増減額（△は減少） △117 △13

退職給付引当金の増減額（△は減少） － 5,120

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,896 325

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 13,840 △23,370

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － 4,872

受取利息及び受取配当金 △2,454 △2,472

会員権消却益 △162,523 △99,916

社債利息 13,027 12,537

有形固定資産除売却損益（△は益） 1,120 1,566

投資有価証券評価損益（△は益） － 8,680

売上債権の増減額（△は増加） 34,122 44,984

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,890 3,197

仕入債務の増減額（△は減少） △32,551 △33,367

その他 39,442 1,280

小計 361,445 277,477

利息及び配当金の受取額 2,124 1,985

利息の支払額 △13,040 △12,550

法人税等の支払額 △142,623 △149,927

営業活動によるキャッシュ・フロー 207,905 116,985

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △500,000 △500,000

定期預金の払戻による収入 500,000 500,000

有形固定資産の取得による支出 △143,449 △241,758

有形固定資産の売却による収入 7,999 11,812

無形固定資産の取得による支出 － △35,279

投資有価証券の取得による支出 △62,844 △3,165

その他 △8,775 △7,401

投資活動によるキャッシュ・フロー △207,069 △275,791

財務活動によるキャッシュ・フロー   

社債の償還による支出 △50,000 △50,000

長期預り保証金の返還による支出 △36,276 △12,083

配当金の支払額 △69,376 △69,357

その他 △279 △155

財務活動によるキャッシュ・フロー △155,932 △131,595

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △155,096 △290,402

現金及び現金同等物の期首残高 2,322,827 2,309,969

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,167,730 2,019,567
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該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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