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1.  平成25年4月期第1四半期の連結業績（平成24年5月1日～平成24年7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 ％

25年4月期第1四半期 5,845 △3.0 214 11.6 208 22.0 115 14.2
24年4月期第1四半期 6,024 24.5 192 115.9 170 168.6 100 ―

（注）包括利益 25年4月期第1四半期 115百万円 （18.7％） 24年4月期第1四半期 97百万円 （867.2％）

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

25年4月期第1四半期 181.87 ―

24年4月期第1四半期 159.26 ―

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

25年4月期第1四半期 15,264 2,811 18.4 4,443.78
24年4月期 15,892 2,759 17.4 4,361.49

（参考） 自己資本   25年4月期第1四半期  2,811百万円 24年4月期  2,759百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

24年4月期 ― 100.00 ― 100.00 200.00
25年4月期 ―

25年4月期（予想） 100.00 ― 100.00 200.00

3. 平成25年 4月期の連結業績予想（平成24年 5月 1日～平成25年 4月30日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 12,170 0.1 297 9.0 238 2.0 138 3.5 218.10
通期 26,350 0.2 750 9.6 650 2.5 340 7.4 537.37
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(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料P.３「２．サマリー情報（注
記事項）に関する事項 (3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対
する四半期レビュー手続きが実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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、添付資料P.２「１．当四半期決算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」をご覧く
ださい。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年4月期1Q 638,874 株 24年4月期 638,874 株

② 期末自己株式数 25年4月期1Q 6,163 株 24年4月期 6,163 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年4月期1Q 632,711 株 24年4月期1Q 632,711 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、震災発生による復興需要の下支え等はあるものの、デフレ脱却には

至っておらず、円高の長期化、欧州各国における財政不安、国内における電力供給不安など、依然先行き不透明な状況で

あります。 

 このような経済状況のもと、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

ない安定的な事業の構築、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１四半期連結累計期間の経営成績は、売上高58億45百万円（前年同期比3.0％減）、営業利益２億14百万円（前年

同期比11.6％増）、経常利益２億８百万円（前年同期比22.0％増）、四半期純利益１億15百万円（前年同期比14.2％増）

となりました。 

 

  

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24年７月末現在１億2,619万台に達しております（「電気通

信事業者協会」より）。このような環境の中、当社グループでは、店舗近隣への営業活動による集客力の強化、店舗移転

及び改装等実施した結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は53億23百万円（前年同期比4.3％減）、セグメン

ト利益は２億８百万円（前年同期比3.2％減）となりました。 

（不動産事業） 

 依然不動産市況の停滞感等は続いております。このような状況下、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、安定的な収益を確保すべく、的確に対応をしております。 

 当第１四半期連結累計期間において、売上高は79百万円（前年同期比1.3％増）、セグメント利益は46百万円（前年同

期比13.7％増）となりました。 

（リゾート事業） 

 当グループゴルフコースの来場者数については増加傾向にあり、コースの品質維持、向上に努め、より快適なプレー環

境を構築し、集客力の強化を図っております。 

  当第１四半期連結累計期間における売上高は４億32百万円（前年同期比15.8％増）、セグメント利益は77百万円（前年

同期比199.8％増）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 （財政状態の変動状況） 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、152億64百万円となり、前連結会計年度末と比べて６億27百万円の減

少となりました。これは主に売掛金の減少によるものであります。 

 負債は124億53百万円となり、前連結会計年度末と比べて６億79百万円の減少となりました。これは主に、買掛金の減

少によるものであります。 

 純資産は、28億11百万円となり、前連結会計年度末と比べて52百万円の増加となり、自己資本比率は18.4％となりまし

た。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年６月８日に発表いたしました平成25年４月期の連結業績予想（第２四半期累計及び通期）に変更はございませ

ん。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。   

   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。   

   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

会計方針の変更 

（減価償却方法の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年５月１日以後に

取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 
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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）

前連結会計年度 
(平成24年４月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,307,960 2,139,410

売掛金 2,915,502 2,444,594

商品及び製品 714,146 718,533

原材料及び貯蔵品 26,677 26,145

その他 87,808 99,951

貸倒引当金 △1,314 △172

流動資産合計 6,050,781 5,428,462

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,366,369 3,415,281

減価償却累計額 △1,185,886 △1,209,721

建物及び構築物（純額） 2,180,482 2,205,560

土地 6,852,750 6,852,750

その他 283,202 273,115

減価償却累計額 △160,166 △164,683

その他（純額） 123,035 108,432

有形固定資産合計 9,156,268 9,166,742

無形固定資産 157,683 154,444

投資その他の資産   

投資その他の資産 518,196 507,151

貸倒引当金 △130 △24

投資その他の資産合計 518,065 507,127

固定資産合計 9,832,017 9,828,314

繰延資産 9,476 8,202

資産合計 15,892,275 15,264,979
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年４月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年７月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,723,926 2,270,619

短期借入金 2,540,000 2,630,000

1年内返済予定の長期借入金 865,359 823,584

1年内償還予定の社債 540,000 540,000

未払法人税等 248,790 71,310

賞与引当金 52,040 25,965

資産除去債務 1,569 1,569

その他 702,844 607,282

流動負債合計 7,674,530 6,970,330

固定負債   

社債 360,000 360,000

長期借入金 4,774,159 4,805,040

退職給付引当金 10,491 11,311

資産除去債務 42,907 42,919

その他 270,618 263,745

固定負債合計 5,458,177 5,483,016

負債合計 13,132,707 12,453,347

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 1,221,415 1,273,219

自己株式 △43,998 △43,998

株主資本合計 2,703,651 2,755,455

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 55,915 56,176

その他の包括利益累計額合計 55,915 56,176

純資産合計 2,759,567 2,811,631

負債純資産合計 15,892,275 15,264,979
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年５月１日 
 至 平成23年７月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年５月１日 
 至 平成24年７月31日) 

売上高 6,024,134 5,845,045

売上原価 5,074,493 4,820,997

売上総利益 949,641 1,024,047

販売費及び一般管理費 757,506 809,537

営業利益 192,134 214,510

営業外収益   

受取利息及び配当金 673 496

店舗開設支援金 5,662 15,983

貸倒引当金戻入額 937 1,248

その他 16,409 18,352

営業外収益合計 23,682 36,080

営業外費用   

支払利息 40,292 38,768

その他 4,962 3,655

営業外費用合計 45,255 42,423

経常利益 170,560 208,166

特別損失   

固定資産除却損 － 302

特別損失合計 － 302

税金等調整前四半期純利益 170,560 207,864

法人税、住民税及び事業税 50,931 69,052

法人税等調整額 18,865 23,737

法人税等合計 69,797 92,789

少数株主損益調整前四半期純利益 100,763 115,074

四半期純利益 100,763 115,074
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年５月１日 
 至 平成23年７月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年５月１日 
 至 平成24年７月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 100,763 115,074

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △3,634 260

その他の包括利益合計 △3,634 260

四半期包括利益 97,128 115,335

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 97,128 115,335

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はございません。   

   

   

〔セグメント情報〕    

Ⅰ．前第１四半期連結累計期間（自 平成23年５月１日 至 平成23年７月31日） 

１．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  

(単位：千円)

 （注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、オリジナルグッズ用品の 

       販売、飲料水の販売等を含んでおります。 

       

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の    

  主な内容 

 （差異調整に関する事項） 

 （注）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、営業外収益及び営業外費用であります。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

  該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

   

報告セグメント
その他 
（注） 

合計移動体 
通信関連 
事業  

不動産
事業  

リゾート
事業  

計

売上高   

外部顧客への売上高  5,563,384 78,359 372,984 6,014,728  9,406 6,024,134

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

 － － － －  － －

計  5,563,384 78,359 372,984 6,014,728  9,406 6,024,134

セグメント利益  214,843 40,481 25,877 281,202    4,754 285,957

   （単位：千円）

利益  金額 

 報告セグメント計 

  「その他」の区分の利益  

 セグメント間取引消去 

 全社費用（注） 

 

 

 

 

281,202

4,754

－

△115,396

 四半期連結損益計算書の経常利益  170,560
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Ⅱ．当第１四半期連結累計期間（自 平成24年５月１日 至 平成24年７月31日） 

１．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  

(単位：千円)

 （注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、オリジナルグッズ用品の販売、 

       飲料水の販売等を含んでおります。 

   

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の    

  主な内容 

 （差異調整に関する事項） 

 （注）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、営業外収益及び営業外費用であります。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

  該当事項はありません。 

４. 報告セグメントの変更等に関する事項 

（減価償却方法の変更） 

   当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年５月１日

以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

   これによるセグメント利益に与える影響は軽微であります。 

   

  

  

該当事項はありません。   

   

   

   

報告セグメント
その他 
（注)  

合計移動体 
通信関連 
事業  

不動産
事業  

リゾート
事業  

計

売上高   

外部顧客への売上高  5,323,846 79,341 432,041 5,835,230  9,815 5,845,045

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

 － － － －  － －

計  5,323,846 79,341 432,041 5,835,230  9,815 5,845,045

セグメント利益  208,012 46,012 77,577 331,602    3,075 334,677

   （単位：千円）

利益  金額 

 報告セグメント計 

  「その他」の区分の利益  

 セグメント間取引消去 

 全社費用（注） 

 

 

 

 

331,602

3,075

－

△126,511

四半期連結損益計算書の経常利益  208,166

（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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