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1. 平成24年１月期第２四半期の連結業績（平成23年２月1日～平成23年７月31日）

 (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 ％

24年１月期第２四半期 8,929 △2.8 634 78.9 695 91.6 213 14.8

23年１月期第２四半期 9,189 △7.2 354 △21.5 362 △17.0 186 △35.6

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

24年１月期第２四半期 8 16 ― ―

23年１月期第２四半期 7 10 ― ―

 (2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

24年１月期第２四半期 18,537 15,643 84.4 587 08

23年１月期 18,255 15,301 83.8 584 62

(参考) 自己資本 24年１月期第２四半期 15,363百万円 23年１月期 15,301百万円

2. 配当の状況

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

23年１月期 ― ― 3 75 ― ― 6 25 10 00

24年１月期 ― ― 3 75

24年１月期(予想) ― ― 3 75 7 50

3. 平成24年１月期の連結業績予想（平成23年２月１日～平成24年１月31日）
(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
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 17,500 △1.9 670 22.6 700 25.5 270 10.4 10 31

tomonori_ohnishi
FASF会員マーク



  

 
(注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

 
(注) 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の有無となります。 

 
(注) 「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、表示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  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。 

  

  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。なお、業績予想に関する事項については、添付資料３ページ「連結業績予想に関する定性

的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は、添付資料３ページ「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規  ―社 (            )、除外  ―社 (            )

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 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) 24年１月期２Ｑ 26,620,000株 23年１月期 26,620,000株

② 期末自己株式数 24年１月期２Ｑ 451,289株 23年１月期 446,563株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年１月期２Ｑ 26,171,829株 23年１月期２Ｑ 26,181,945株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項



1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報 ………………………………………… 2 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………… 2 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………… 3 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………… 3 

2. その他の情報 …………………………………………………………………………… 3 

(1) 重要な子会社の異動の概要 ………………………………………………………… 3 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ……………………………………… 3 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ……………………………… 4 

3. 四半期連結財務諸表 …………………………………………………………………… 5 

(1) 四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………… 5 

(2) 四半期連結損益計算書 ……………………………………………………………… 7 

(3) 継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………… 8 

(4) セグメント情報 ……………………………………………………………………… 8 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………… 9 

  

  

○添付資料の目次

スバル興業㈱（9632）平成24年１月期　第２四半期決算短信

－ 1 －



当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一部に企業収益改善の兆しは見られたものの、３

月に発生した東日本大震災の甚大な被害により、経済活動が停滞し、さらに原油高や円高の進行も加わ

り、景気の先行きは不透明感が強まり、大変厳しい状況で推移いたしました。 

当社における震災の被害は、一部の不動産・管理物件・車両等に損害がありましたが、事業活動及び

業績に大きな影響を与えるものではありませんでした。  

このような情勢のもと、当社グループは各事業において業績の向上に努めました結果、当第２四半期

連結累計期間における売上高は89億２千９百万円（前年同期比2.8％減）、営業利益は、受注工事の効

果的な推進等により６億３千４百万円（前年同期比78.9％増）、経常利益は６億９千５百万円（前年同

期比91.6％増）、四半期純利益は特別損失に資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額を計上したこと

もあり２億１千３百万円（前年同期比14.8％増）となりました。  

  

セグメント別の業績は次のとおりであります。 

なお、第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第

17号 平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第20号 平成20年３月21日）を適用しておりますが、セグメント区分の変更がないため、前

年同期における事業の種類別セグメント情報との比較数値を記載しております。 

道路事業：道路事業は、公共事業費抑制の影響で工事発注件数の減少等により、企業間競争は激化

し、厳しい状況での事業展開となりました。このような中、各地区にわたり、道路の維持・清掃及び補

修工事の積極的な営業活動を行うとともに、受注工事の増工や追加工事を確保し、利益の向上に努めま

した。  

震災復興事業につきましては、仙台地区において道路関連復旧工事を受注し、幹線道路等の早期復旧

のため、迅速で的確な施工に努めました。  

以上の結果、当事業の売上高は74億７千２百万円（前年同期比3.3％減）、セグメント利益は７億１

千９百万円（前年同期比41.6％増）となりました。  

なお、兵庫県神戸市所在の「第二神明事業所」は第二神明道路の維持保全工事が受注できなかったた

め、６月15日をもって閉鎖いたしました。これに伴う業績への影響は軽微であります。 

レジャー事業：有楽町スバル座における映画興行は、「学校をつくろう」「まほろ駅前多田便利軒」

「奇跡」「ナニー・マクフィーと空飛ぶ子ブタ」などを上映いたしましたところ、売上高は前年同期を

上回りました。 

飲食事業は、各店舗でサービスの向上、コストの削減に努めましたが、震災の影響により、一部店舗

で数日間の営業停止や時間短縮を余儀なくされ、消費マインドの冷え込みで客数が減少し、売上高は前

年同期を下回りました。 

飲食物品の販売事業は、震災の影響により、ミネラルウォーター、菓子等の一部商品が品薄となり、

その他の飲料・食材等の販売も振るわなかったため、売上高は前年同期を下回りました。 

マリーナ事業は、顧客サービスの充実を推進するとともに、新規契約者獲得のため積極的な広報活動

を行いましたが、震災の影響により、イベントの中止や契約艇の解約があり、売上高は前年同期をやや

下回りました。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報
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なお、「第３回スバル ザ カップ」については、チャリティヨットレースとして、７月に開催いたし

ました。また、地震による一部施設の損傷に対する補修は、概ね完了いたしました。 

以上の結果、レジャー事業全体の売上高は11億５千９百万円（前年同期比6.0％減）、セグメント損

失１千９百万円（前年同期は営業損失１千１百万円）となりました。 

不動産事業：オフィスビルの空室率が依然として改善されない中、震災の影響も重なり、賃料水準は

下落傾向となり、当社においても賃料見直しを迫られるなど厳しい事業環境となりましたが、吉祥寺ス

バルビル、新木場倉庫等の保有賃貸物件が全て稼働し、その他駐車場の運営等も順調に推移いたしまし

たので、当事業の売上高は２億９千６百万円（前年同期比29.2％増）、セグメント利益は１億８千８百

万円（前年同期比74.2％増）となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、受取手形及び売掛金、短期貸付金を回収したこと等による

現金及び預金の増加、未成工事支出金の減少等により前連結会計年度末に比べ２億８千１百万円増の

185億３千７百万円となりました。  

負債は、支払手形及び買掛金の減少等により前連結会計年度末に比べ６千万円減の28億９千３百万円

となりました。 

純資産は、連結子会社の株式を一部売却したことによる少数株主持分の増加等により前連結会計年度

に比べ３億４千２百万円増の156億４千３百万円となりました。  

  

平成24年１月期通期の連結業績予想につきましては、平成23年６月９日に公表しました予想から変更

ありません。  

  

該当事項はありません。  

  

① 簡便な会計処理  

（棚卸資産の評価方法）  

棚卸資産の簿価の切下げに関しては、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。 

（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） 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する

方法によっております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断については、前連結会計年度以降に経営環境等、かつ、一時差異等

の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度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) 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

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要
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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。 

  

① 会計処理基準に関する事項の変更  

（「資産除去債務に関する会計基準」等の適用）  

第１四半期連結会計期間より、「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）を適用しています。 

これにより、営業利益及び経常利益は、それぞれ1,156千円減少し、税金等調整前四半期純利益及び

少数株主損益調整前四半期純利益は、それぞれ177,906千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199,207千円であります。 

  

② 表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書関係） 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づき財務諸表等

規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用により、当第２四半期

連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 

  

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 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23年７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23年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,933,656 2,557,171

受取手形及び売掛金 1,896,025 3,336,364

有価証券 854,829 904,449

商品 70,201 67,631

未成工事支出金 189,648 456,901

原材料及び貯蔵品 68,966 58,879

繰延税金資産 64,231 53,885

短期貸付金 725,900 1,047,000

その他 141,717 153,318

貸倒引当金 △51,807 △43,363

流動資産合計 8,893,371 8,592,240

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,446,723 2,485,663

機械装置及び運搬具（純額） 450,198 508,975

土地 4,105,344 4,105,344

建設仮勘定 6,952 －

その他（純額） 151,443 139,307

有形固定資産合計 7,160,662 7,239,290

無形固定資産

のれん 6,220 7,916

その他 33,482 31,503

無形固定資産合計 39,702 39,420

投資その他の資産

投資有価証券 857,763 812,338

繰延税金資産 76,801 87,855

差入保証金 896,541 885,937

保険積立金 445,415 429,701

その他 210,114 219,578

貸倒引当金 △43,028 △50,686

投資その他の資産合計 2,443,607 2,384,724

固定資産合計 9,643,972 9,663,435

資産合計 18,537,344 18,255,676
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年７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23年１月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 932,397 1,314,282

未払法人税等 198,798 72,158

賞与引当金 78,948 63,207

役員賞与引当金 － 6,250

資産除去債務 8,969 －

その他 747,948 687,552

流動負債合計 1,967,062 2,143,450

固定負債

繰延税金負債 210 200

退職給付引当金 209,029 204,170

役員退職慰労引当金 38,697 101,473

ＰＣＢ処理引当金 4,528 4,528

資産除去債務 187,465 －

その他 486,394 500,322

固定負債合計 926,327 810,695

負債合計 2,893,389 2,954,145

純資産の部

株主資本

資本金 1,331,000 1,331,000

資本剰余金 1,057,028 1,057,028

利益剰余金 13,230,534 13,180,528

自己株式 △150,486 △149,337

株主資本合計 15,468,076 15,419,219

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △104,859 △117,688

評価・換算差額等合計 △104,859 △117,688

少数株主持分 280,738 －

純資産合計 15,643,954 15,301,530

負債純資産合計 18,537,344 18,255,676
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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22年２月１日
至 平成22年７月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年２月１日
至 平成23年７月31日)

売上高 9,189,404 8,929,396

営業費用 8,212,138 7,683,649

売上総利益 977,266 1,245,747

一般管理費 622,471 611,090

営業利益 354,794 634,656

営業外収益

受取利息 16,468 14,695

持分法による投資利益 － 4,037

デリバティブ評価益 － 29,196

その他 14,326 15,809

営業外収益合計 30,794 63,737

営業外費用

支払利息 1,596 862

持分法による投資損失 12,460 －

その他 8,619 2,052

営業外費用合計 22,676 2,915

経常利益 362,912 695,479

特別利益

貸倒引当金戻入額 15,486 11,333

原状回復費戻入益 22,850 －

投資有価証券売却益 18,263 －

補助金収入 － 39,911

保険解約返戻金 2,781 43,280

その他 1,267 －

特別利益合計 60,648 94,524

特別損失

固定資産除売却損 20,547 4,943

関係会社株式売却損 － 88,245

割増退職金 45,612 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 176,749

その他 － 44,075

特別損失合計 66,160 314,013

税金等調整前四半期純利益 357,401 475,990

法人税、住民税及び事業税 143,194 261,918

法人税等調整額 28,198 1,488

法人税等合計 171,393 263,407

少数株主損益調整前四半期純利益 － 212,583

少数株主損失（△） － △1,006

四半期純利益 186,008 213,590
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該当事項はありません。  

  

【事業の種類別セグメント情報】  

前第２四半期連結累計期間  
 

(注) 事業区分の方法および各区分に属する主要なサービス等の名称 

(1) 事業区分の方法………主として内部管理上採用している区分によっております。  

(2) 各区分に属する主要なサービスの名称 

 ・道路事業……………道路維持清掃・維持補修工事、料金収受業、高速道路施設受託運営業務 

 ・レジャー事業………映画興行、飲食、物販などの顧客サービス事業、マリーナの運営業務 

 ・不動産事業…………不動産賃貸業 

  

【所在地別セグメント情報】 

前第２四半期連結累計期間（自 平成22年２月１日 至 平成22年７月31日） 

 本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び支店がないため記載しておりません。 

  

【海外売上高】 

前第２四半期連結累計期間（自 平成22年２月１日 至 平成22年７月31日） 

 海外売上高はないため記載しておりません。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) セグメント情報

(自 平成22年２月１日
至 平成22年７月31日)

道路事業 
(千円)

レジャー事業
(千円)

不動産事業
(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

7,726,462 1,233,201 229,741 9,189,404 ― 9,189,404

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 329,708 33,368 363,076 (363,076) ―

計 7,726,462 1,562,909 263,109 9,552,481 (363,076) 9,189,404

 営業利益又は営業損失(△) 507,875 △11,102 108,308 605,080 (250,286) 354,794
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【セグメント情報】 

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17

号 平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

  

１．報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可

能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対

象となっているものであります。 

当社グループは、道路事業、レジャー事業、不動産事業を営んでおり、これを当社グループの報

告セグメントとしております。 

「道路事業」は、道路の維持清掃・維持補修工事及び高速道路施設の受託運営業務を行っており

ます。 

「レジャー事業」は、映画興行、飲食、物販などの顧客サービス事業及びマリーナの管理運営を

行っております。 

「不動産事業」は、不動産賃貸業を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第２四半期連結累計期間（自 平成23年２月１日 至 平成23年７月31日） 
 

(注) １．セグメント利益又は損失(△)の調整額△253,600千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であ

ります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

２．セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

該当事項はありません。  

  

（追加情報）

報告セグメント 調整額 
(千円) 
(注)１

四半期連結
損益計算書 
計上額 
(千円) 
(注)２

道路事業 
(千円)

レジャー事業
(千円)

不動産事業
(千円)

計
(千円)

 売上高

 外部顧客への売上高 7,472,789 1,159,735 296,871 8,929,396 ― 8,929,396

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

― 346,028 34,082 380,110 △380,110 ―

計 7,472,789 1,505,764 330,953 9,309,506 △380,110 8,929,396

 セグメント利益又は損失(△) 719,339 △19,804 188,723 888,257 △253,600 634,656

(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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