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 （１）経営成績に関する説明 

 当第２四半期連結累計期間のわが国経済は、政府による経済政策や日銀による金融政策への期待感などから株価

の上昇など景気回復への動きが見られました。一方で、企業の設備投資や個人消費全般につきましては、本格的な

回復にはなお時間がかかる状況にあります。 

 このような状況の中、当社グループでは、不動産利用事業においては安定収入の維持拡大に向けて、本庄地区の

再開発の検討を引き続き行うとともに、自動車販売事業においても売上高の拡大・収益増大を図るべく、本庄店の

店舗・整備工場の移転・拡大リニューアルの実施を行ってまいりました。 

 その結果、当社グループの売上高は 百万円（前年同期比111.5％）となりました。収益面では、営業利益

百万円（前年同期比46.5％）、経常利益 百万円（前年同期比45.9％）、四半期純利益 百万円（前年同期比

59.0％）となりました。 

[セグメントの概況] 

（不動産利用） 

 売上高は175百万円（前年同期比100.0％）、セグメント利益は116百万円（前年同期比97.3％）となりました。 

（自動車販売） 

 平成25年6月に本庄店がリニューアルオープンしたことなどにより売上高は1,230百万円（前年同期比93.8％）、

セグメント損失19百万円（前年同期はセグメント利益34百万円）となりました。 

（楽器販売）  

 平成25年3月28日を効力発生日とする株式交換により日本ダブルリード㈱を連結子会社とし、平成25年3月31日を

みなし取得日としております。それにより第1四半期連結累計期間より楽器販売事業における売上高・セグメント

利益を計上しております。売上高は253百万円、セグメント利益12百万円となりました。 

  

（２）財政状態に関する説明 

 当第2四半期連結会計期間末の資産は、前払費用等の増加により前連結会計年度末比21百万円増の 百万円と

なりました。  

    当第2四半期連結会計期間末の負債は長期借入金の増加等により前連結会計年度末比61百万円増の 百万円と

   なりました。 

    当第2四半期連結会計期間末の純資産は配当実施による利益剰余金の減少等により前連結会計年度末比40百万円 

   減の 百万円となりました。   

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成26年3月期の連結業績予想につきましては、平成25年5月14日の決算短信で公表いたしました業績予想に対する

修正はありません。   

  

  

（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 

該当事項はありません。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 979,009 897,745 

受取手形及び売掛金 82,452 81,866 

商品及び製品 284,907 272,704 

原材料及び貯蔵品 2,211 2,078 

前払費用 22,424 50,079 

前渡金 17,533 11,983 

短期貸付金 76,066 66 

繰延税金資産 3,859 2,526 

その他 6,051 35,446 

貸倒引当金 △2,803 △1,107 

流動資産合計 1,471,710 1,353,390 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,426,517 3,557,184 

減価償却累計額 △2,158,627 △2,201,980 

建物及び構築物（純額） 1,267,890 1,355,204 

機械装置及び運搬具 79,085 98,896 

減価償却累計額 △46,184 △38,633 

機械装置及び運搬具（純額） 32,901 60,262 

工具、器具及び備品 20,781 26,899 

減価償却累計額 △18,667 △17,178 

工具、器具及び備品（純額） 2,114 9,721 

土地 3,056,341 3,056,341 

リース資産 76,527 77,136 

減価償却累計額 △8,427 △17,100 

リース資産（純額） 68,099 60,035 

建設仮勘定 52,500 － 

有形固定資産合計 4,479,846 4,541,564 

無形固定資産   

のれん 34,914 31,422 

その他 2,275 2,164 

無形固定資産合計 37,189 33,586 

投資その他の資産   

投資有価証券 18,600 18,600 

長期貸付金 895,299 968,266 

繰延税金資産 1,405 1,529 

その他 30,533 37,077 

貸倒引当金 △627,470 △625,470 

投資その他の資産合計 318,368 400,002 

固定資産合計 4,835,404 4,975,153 

資産合計 6,307,115 6,328,543 
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 306,379 217,490 

短期借入金 80,000 4,169 

1年内返済予定の長期借入金 161,319 156,496 

1年内返還予定の預り保証金 75,987 75,987 

未払費用 19,343 20,023 

未払金 20,968 46,064 

設備関係未払金 － 39,375 

未払法人税等 15,737 8,292 

未払消費税等 19,363 3,098 

賞与引当金 12,904 11,954 

前受金 110,156 156,080 

その他 24,157 21,779 

流動負債合計 846,319 760,812 

固定負債   

長期借入金 619,409 807,607 

繰延税金負債 3,097 3,000 

退職給付引当金 35,884 40,496 

役員退職慰労引当金 12,858 9,265 

預り保証金 1,006,529 972,946 

長期前受収益 75,405 73,186 

再評価に係る繰延税金負債 834,654 834,654 

その他 60,860 54,727 

固定負債合計 2,648,698 2,795,885 

負債合計 3,495,017 3,556,697 

純資産の部   

株主資本   

資本金 307,370 307,370 

資本剰余金 549,392 549,392 

利益剰余金 438,226 398,061 

自己株式 △6,018 △6,104 

株主資本合計 1,288,971 1,248,719 

その他の包括利益累計額   

土地再評価差額金 1,523,127 1,523,127 

その他の包括利益累計額合計 1,523,127 1,523,127 

純資産合計 2,812,098 2,771,846 

負債純資産合計 6,307,115 6,328,543 
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

売上高 1,487,471 1,658,877 

売上原価 1,151,936 1,251,053 

売上総利益 335,535 407,823 

販売費及び一般管理費 248,593 367,377 

営業利益 86,941 40,446 

営業外収益   

受取利息 2,890 2,596 

受取配当金 81 81 

貸倒引当金戻入額 － 2,000 

その他 889 3,012 

営業外収益合計 3,861 7,690 

営業外費用   

支払利息 7,216 11,330 

貸倒引当金繰入額 5,000 － 

その他 266 819 

営業外費用合計 12,482 12,149 

経常利益 78,320 35,986 

特別利益   

固定資産売却益 2,905 15,834 

特別利益合計 2,905 15,834 

特別損失   

固定資産除却損 3,148 2,824 

特別損失合計 3,148 2,824 

税金等調整前四半期純利益 78,076 48,996 

法人税、住民税及び事業税 9,487 7,268 

法人税等調整額 △239 1,111 

法人税等合計 9,248 8,380 

少数株主損益調整前四半期純利益 68,827 40,615 

四半期純利益 68,827 40,615 
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 68,827 40,615 

四半期包括利益 68,827 40,615 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 68,827 40,615 

少数株主に係る四半期包括利益 － － 
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30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 78,076 48,996 

減価償却費 56,844 70,743 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,412 4,612 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 627 △3,593 

のれん償却額 － 3,491 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,674 △3,695 

賞与引当金の増減額（△は減少） 392 △950 

受取利息及び受取配当金 △2,971 △2,677 

支払利息 7,216 11,330 

固定資産除却損 3,148 2,824 

固定資産売却損益（△は益） △2,905 △15,834 

売上債権の増減額（△は増加） △19,629 46,509 

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,807 7,982 

仕入債務の増減額（△は減少） △78,815 △83,339 

未収消費税等の増減額（△は増加） 32,314 － 

未払消費税等の増減額（△は減少） 12,733 △11,851 

その他の資産・負債の増減額 △71,761 △75,722 

小計 28,165 △1,173 

利息及び配当金の受取額 3,540 3,233 

利息の支払額 △2,175 △7,508 

法人税等の支払額 △13,530 △14,441 

営業活動によるキャッシュ・フロー 16,000 △19,889 

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 △4,500 △23,400 

定期預金の払戻による収入 12,000 － 

有形固定資産の取得による支出 △42,071 △100,642 

有形固定資産の売却による収入 6,151 21,274 

貸付けによる支出 △120,000 △75,500 

貸付金の回収による収入 155,000 78,533 

投資活動によるキャッシュ・フロー 6,579 △99,734 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 130,000 140,000 

短期借入金の返済による支出 △220,000 △215,831 

長期借入れによる収入 87,000 351,000 

長期借入金の返済による支出 △66,840 △167,625 

自己株式の取得による支出 △59,834 △88 

自己株式の売却による収入 － 2 

配当金の支払額 △77,564 △78,272 

リース債務の返済による支出 △1,891 △6,841 

財務活動によるキャッシュ・フロー △209,130 22,343 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 8 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △186,550 △97,272 

現金及び現金同等物の期首残高 555,460 937,572 

現金及び現金同等物の四半期末残高 368,909 840,299 
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該当事項はありません。   

   

該当事項はありません。 

   

   

 セグメント情報  

 前第2四半期連結累計期間（自平成24年4月1日 至平成24年9月30日） 

   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）1.セグメント利益の調整額 千円には、セグメント間取引消去 千円、 

  各報告セグメントに配分していない全社費用 千円が含まれております。 

  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。 

    ※四半期連結損益計算書の営業利益  

  

 当第2四半期連結累計期間（自平成25年4月1日 至平成25年9月30日） 

   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）1.セグメント利益の調整額 千円には、セグメント間取引消去 千円、 

   各報告セグメントに配分していない全社費用 千円が含まれております。 

   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．報告セグメントの変更等に関する事項  

    平成25年3月28日を効力発生日とする株式交換により日本ダブルリード㈱を連結子会社とし、平成25年 

   3月31日をみなし取得日として報告セグメントの区分に「楽器販売」を新設しております。 

    なお、前第2四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の報告セグメントの区分に基づき作成した 

   ものを記載しております。 

   ※四半期連結損益計算書の営業利益 

  

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

  不動産利用 自動車販売 楽器販売 合計 
調整額

（注）１ 

四半期連結

損益計算書

計上額 

売上高             

 外部顧客への売上高 174,989 1,312,481 － 1,487,471 －  1,487,471

 セグメント間の内部 

 売上高又は振替高 
17,400 － － 17,400 △17,400  －

計 192,389 1,312,481 － 1,504,871 △17,400  1,487,471

セグメント利益又は損失（△） 119,495 34,655 － 154,150 △67,209※    86,941

67,209 17,400

49,809

  不動産利用 自動車販売 楽器販売 合計 
調整額

（注）１ 

四半期連結

損益計算書

計上額 

売上高             

 外部顧客への売上高 175,046 1,230,581 253,248 1,658,877 －  1,658,877

 セグメント間の内部 

 売上高又は振替高 
20,280 2,263 － 22,543 △22,543  －

計 195,326 1,232,845 253,248 1,681,421 △22,543  1,658,877

セグメント利益又は損失（△） 116,301 △19,278 12,780 109,804 △69,358※    40,446

69,358 22,543

46,814
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