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(百万円未満切捨て)

１．平成25年９月期第３四半期の連結業績（平成24年10月１日～平成25年６月30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 ％

25年９月期第３四半期 2,365 △0.5 △178 ― △159 ― △73 ―
24年９月期第３四半期 2,378 13.4 △235 ― △423 ― △374 ―

(注) 包括利益 25年９月期第３四半期 △10百万円( ―％) 24年９月期第３四半期 △353百万円( ―％)

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９月期第３四半期 △1.83 ―
24年９月期第３四半期 △9.26 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年９月期第３四半期 8,461 7,394 87.4
24年９月期 8,631 7,405 85.8

(参考) 自己資本 25年９月期第３四半期 7,394百万円 24年９月期 7,405百万円

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

24年９月期 ― ― ― 0.00 0.00
25年９月期 ― ― ―

25年９月期(予想) 0.00 0.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．平成25年９月期の連結業績予想（平成24年10月１日～平成25年９月30日）

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 3,335 5.3 △129 ― △105 ― △40 ― △0.99

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
 

 
  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）

（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

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年９月期３Ｑ 42,442,851株 24年９月期 42,442,851株

② 期末自己株式数 25年９月期３Ｑ 2,000,740株 24年９月期 2,000,695株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年９月期３Ｑ 40,442,141株 24年９月期３Ｑ 40,442,156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、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き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、当社が現時点で合理的と判断する一定の前提に基
づいており、実際の業績はさまざまな要素により異なる可能性があることをご承知おきください。
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年12月の政権交代、今年４月の日銀による異次

元金融緩和を契機として、円安・株高が進み、輸出環境の改善が見られるなど国内景気は緩やかに回復

傾向にあるものの、個人消費や設備投資といった実体経済回復の遅れ、また、欧州を中心とした世界経

済の下振れ懸念もあり、依然として先行き不透明な状況が続きました。 

このような状況の下、当社グループは、第１四半期連結会計期間にリアルエステート事業において販

売用不動産の売却を実施しましたが、建設事業において一部工事の進捗遅れや変更工事の受注遅れの影

響により、売上高は前年同四半期と比較して12百万円減少しましたが、全体的な経費の削減により、営

業損失は前年同四半期と比較して57百万円減少いたしました。 

経常損益に関しましては、当第３四半期連結会計期間に持分法による投資損失２百万円が発生し、当

第３四半期連結累計期間における持分法による投資損失は４百万円となりました。 

さらに、純損益につきましては、第１四半期連結会計期間に実施した固定資産（賃貸用不動産、およ

び福島空港GOLF  CLUBの土地・建物）の譲渡及び当第３四半期連結会計期間に受取保険金12百万円が発

生するなど、当第３四半期連結累計期間に特別利益１億13百万円を計上いたしました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高23億65百万円（前年同四半期売上高23億78百

万円）、営業損失１億78百万円（前年同四半期営業損失２億35百万円）、経常損失１億59百万円（前年

同四半期経常損失４億23百万円）、四半期純損失73百万円（前年同四半期 四半期純損失３億74百万

円）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。 

なお、以下の売上高にはセグメント間の内部売上高または振替高を含んでおります。 

①ゴルフ・リゾート事業 

ゴルフ・リゾート事業におきましては、天候不順の影響を受け売上高は減少しましたが、経費削減

効果により営業損失は減少しております。この結果、売上高９億40百万円（前年同四半期売上高９億

61百万円）、営業損失１億59百万円（前年同四半期営業損失２億32百万円）となりました。 

②ファイナンス事業 

ファイナンス事業におきましては、前連結会計年度より実施した貸金業の撤退及びリース業の見直

し等により、売上高７百万円（前年同四半期売上高９百万円）、営業利益23百万円（前年同四半期営

業利益13百万円）となりました。 

③建設事業 

建設事業におきましては、一部工事の進捗遅れや変更工事の受注遅れの影響で売上高が減少し、そ

れに伴い工事原価率も増加しましたが、一方、販売費及び一般管理費は減少しました。この結果、売

上高９億33百万円（前年同四半期売上高13億59百万円）、営業損失55百万円（前年同四半期営業損失

24百万円）となりました。 

④リアルエステート事業 

リアルエステート事業におきましては、公示地価やオフィス賃貸の低迷により厳しい状況を迎えて

おりますが、第１四半期連結会計期間に販売用不動産の売却を実施しました。この結果、売上高４億

87百万円（前年同四半期売上高52百万円）、営業利益12百万円（前年同四半期営業利益７百万円）と

なりました。 

  

１．当四半期決算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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資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて１億70百万円減少し、84億61

百万円となりました。 

流動資産は６億34百万円増加し44億64百万円、固定資産は８億4百万円減少し39億96百万円となり

ました。流動資産増加の主な内訳は、販売用不動産の売却により４億48百万円減少した一方、現金及

び預金が14億60百万円増加したことによります。 

固定資産の減少の内訳は、有形固定資産の減少７億17百万円、無形固定資産の減少２百万円、およ

び投資その他の資産の減少84百万円であります。このうち、有形固定資産減少の主な要因は、賃貸用

不動産及び福島空港GOLF CLUBの土地・建物の譲渡により建物及び構築物が２億８百万円減少し、土

地が５億17百万円減少したことによります。投資その他の資産減少の主な要因は、長期貸付金が34百

万円減少したことによります。 

（負債） 

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて１億59百万円減少し、10億

66百万円となりました。流動負債では支払手形・工事未払金等が１億63百万円減少し、固定負債では

退職金規程の見直しにより退職給付引当金が38百万円減少いたしました。 

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べて10百万円減少し、73億94

百万円となりました。純資産減少の主な要因は、四半期純損失の計上による利益剰余金の減少であり

ます。 

  

平成25年９月期連結通期の業績予想につきましては、平成25年５月９日に公表しました業績予想に変

更はありません。 

  

  

（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
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株式会社福島空港GOLF CLUBは、当第３四半期連結会計期間において、清算手続が結了したことに伴

い、連結の範囲から除外しております。なお、清算結了までの損益計算書については連結しております。

  

該当事項はありません。 

  

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年10月１日以

降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。 

なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。 

  

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,625,187 4,085,224

受取手形・完成工事未収入金等 546,603 278,409

商品 12,591 13,883

材料貯蔵品 14,406 12,811

販売用不動産 467,651 19,194

その他 185,289 73,404

貸倒引当金 △21,939 △18,358

流動資産合計 3,829,790 4,464,570

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 755,644 547,333

機械装置及び運搬具（純額） 29,788 39,373

工具、器具及び備品（純額） 11,936 11,227

土地 2,868,566 2,351,327

建設仮勘定 840 －

有形固定資産合計 3,666,775 2,949,261

無形固定資産   

その他 14,138 11,353

無形固定資産合計 14,138 11,353

投資その他の資産   

関係会社株式 800,202 837,275

長期貸付金 343,350 309,150

その他 284,340 192,594

貸倒引当金 △307,285 △302,987

投資その他の資産合計 1,120,607 1,036,032

固定資産合計 4,801,521 3,996,647

資産合計 8,631,311 8,461,217
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 436,248 272,678

未払法人税等 15,793 6,913

賞与引当金 3,631 1,545

ポイント引当金 20,302 20,673

その他 246,446 322,620

流動負債合計 722,421 624,432

固定負債   

退職給付引当金 171,765 133,131

役員退職慰労引当金 6,524 3,264

資産除去債務 2,012 2,030

その他 323,251 303,476

固定負債合計 503,554 441,902

負債合計 1,225,976 1,066,334

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,500,000 3,500,000

資本剰余金 5,650,811 4,577,779

利益剰余金 △1,093,658 △94,545

自己株式 △604,076 △604,077

株主資本合計 7,453,076 7,379,156

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △22,105 △55

為替換算調整勘定 △25,635 15,782

その他の包括利益累計額合計 △47,740 15,727

純資産合計 7,405,335 7,394,883

負債純資産合計 8,631,311 8,461,217
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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３四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 2,378,487 2,365,808

売上原価 1,411,352 1,453,986

売上総利益 967,135 911,822

販売費及び一般管理費 1,202,994 1,090,673

営業損失（△） △235,858 △178,851

営業外収益   

受取利息 9,597 5,576

受取配当金 63 69

受取給付金 1,815 1,924

投資不動産賃貸料 26,517 10,095

貸倒引当金戻入額 1,645 －

その他 28,772 20,148

営業外収益合計 68,413 37,814

営業外費用   

持分法による投資損失 214,594 4,369

投資不動産賃貸費用 33,917 10,368

その他 7,946 3,777

営業外費用合計 256,458 18,515

経常損失（△） △423,904 △159,552

特別利益   

固定資産売却益 107 100,262

受取補償金 30,375 －

競売による配当益 4,951 －

受取保険金 19,534 12,872

その他 107 22

特別利益合計 55,076 113,157

特別損失   

投資有価証券売却損 － 23,261

固定資産除売却損 204 808

その他 － 1,004

特別損失合計 204 25,074

税金等調整前四半期純損失（△） △369,031 △71,469

法人税等 5,331 2,449

四半期純損失（△） △374,362 △73,918
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 四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年６月30日) 

四半期純損失（△） △374,362 △73,918

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 3,650 22,025

持分法適用会社に対する持分相当額 17,099 41,442

その他の包括利益合計 20,749 63,467

四半期包括利益 △353,613 △10,451

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △353,613 △10,451
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成23年10月１日  至 平成24年６月30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 

 
(注) １. セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去等であります。 

     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損失と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントの変更等に関する事項 

前連結会計年度の９月をもって、インベストメント事業から撤退しております。  

  

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。  

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成24年10月１日  至 平成25年６月30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 

 
(注) １. セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去等であります。 

     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損失と調整を行っております。 

  

２．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
調整額
(千円) 
(注)1

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（千円） 
(注)2

ゴルフ・リ
ゾート事業
(千円)

ファイナン 
ス事業 
(千円)

建設事業
（千円）

リアルエス
テート事業
(千円)

計
(千円)

売上高

(1）外部顧客への売
上高

961,534 5,166 1,359,613 52,173 2,378,487 - 2,378,487

(2) セグメント間の
内部売上高又は
振替高

- 3,972 - - 3,972 △3,972 -

計 961,534 9,139 1,359,613 52,173 2,382,460 △3,972 2,378,487

セグメント利益又
は損失(△)

△232,512 13,597 △24,722 7,093 △236,544 685 △235,858

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

ゴルフ・リ
ゾート事業
(千円)

ファイナン 
ス事業 
(千円)

建設事業
（千円）

リアルエス
テート事業
(千円)

計
(千円)

売上高

(1）外部顧客への売
上高

940,896 4,055 933,046 487,810 2,365,808 - 2,365,808

(2) セグメント間の
内部売上高又は
振替高

- 3,443 - - 3,443 △3,443 -

計 940,896 7,499 933,046 487,810 2,369,252 △3,443 2,365,808

セグメント利益又
は損失(△)

△159,753 23,462 △55,698 12,436 △179,552 700 △178,851
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 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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役員の異動 

①代表取締役の異動 

該当事項はありません。 

  

②その他役員の異動 

 ・新任取締役 

   取締役  國分 秀徳  （就任日：平成25年６月14日） 

   取締役  南野 利明  （就任日：平成25年６月14日） 

   取締役  秋田 新太郎 （就任日：平成25年６月14日） 

   取締役  田中 満   （就任日：平成25年６月14日） 

   取締役  下浦 龍之  （就任日：平成25年６月14日） 

（注）新任取締役である秋田新太郎、田中満、及び下浦龍之の３名は平成25年７月22日付けで取締役を 

辞任しております。 

  

 ・新任監査役 

   監査役  柏木 隆之  （就任日：平成25年６月14日） 

 ・退任監査役 

   監査役  中村 光州  （退任日：平成25年６月14日） 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

４.その他
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