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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

        当第2四半期累計期間におけるわが国経済は、政府・日銀による経済政策等を背景に円安、株高が継続し、消 

      費税増税後の個人消費に弱さが続いているものの、企業収益や雇用情勢には改善の動きがみられる等、緩やかな 

      回復基調で推移しました。しかしながら、海外景気の下振れ等によるわが国景気の下押しリスク等、先行きは依 

      然不透明な状況にあります。 

      このような状況下、当社は各事業がそれぞれの特性に応じた施策の推進に努め、業容の拡大を目指しました。 

      営業収益は、不動産、乳業、観光、ゴルフの各事業が前年同期を上回り、前年同期比増収となりました。一方、 

      営業総利益は増収により前年同期比増益となりましたが、一般管理費がこれを上回って増加したことから、営業 

      損失となりました。 

      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2,345百万円（前年同期比88百万円増）、営業総利 

      益は288百万円（前年同期比3百万円増）、一般管理費は291百万円（前年同期比16百万円増）となり、営業損失は 

      3百万円（前年同期は営業利益9百万円）となりました。営業外収益にゴルフ会員権消却益120百万円（前年同期比 

      142百万円減）を計上したこと等から、経常利益は106百万円（前年同期比197百万円減）、税引後の四半期純利益 

      は73百万円（前年同期比140百万円減）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。 

    ①保険事業 

    損害保険分野は、更改契約の長期化等を主因に増収となりましたが、生命保険分野は、経営者保険等を主体に 

  減収となり、営業収益は498百万円（前年同期比12百万円減）となりました。営業原価は前年同期並み（前年同 

  期比△0百万円）となり、営業総利益は173百万円（前年同期比11百万円減）となりました。 

    ②不動産事業 

        営業収益は、前期入居となった銀座ホウライビル、さくら堀留ビルの賃貸収入が当累計期間フルに寄与したこ 

      とを主因に、824百万円（前年同期比26百万円増）となりました。営業原価は、修繕費等を主因に前年同期比減 

      少し、営業総利益は330百万円（前年同期比44百万円増）となりました。 

    ③乳業事業 

      ギフト、ヨーグルトの売上増や、昨年12月に新規出店した2か店目となる直営ショップでの乳製品の売上寄与 

      を主因に、営業収益は376百万円（前年同期比29百万円増）となりました。営業原価は、商品原価、製造原価の 

      増加、及び人件費の増加等により前年同期比増加し、営業総損失は103百万円（前年同期比14百万円悪化）とな 

      りました。 

    ④観光事業 

    前年比概して天候にも恵まれ、来場者数は前年を上回り、売店、食堂の売り上げの増加を主因に営業収益は 

  399百万円（前年同期比26百万円増）となりました。一方、営業原価は、増収に伴う売上原価や人件費の増加を 

  主因に前年を上回り、営業総利益は2百万円（前年同期比△0百万円）となりました。 

    ⑤ゴルフ事業 

 各種集客策の積極推進により、来場客数は第1四半期に続き第2四半期においても前年同期を上回り、プレー収 

入の増加を主因に営業収益は246百万円（前年同期比18百万円増）となりました。一方、営業原価は、人件費・ 

物件費ともに前年を上回ったことから、営業総損失は114百万円（前年同期比14百万円の悪化）となりました。 

 

 

（２）財政状態に関する説明

      当第2四半期会計期間末における総資産は、18,471百万円となり、前事業年度末と比較して322百万円減少し 

    ました。 

      流動資産は、現金及び預金の減少を主因に前事業年度末比415百万円減少し、3,170百万円となりました。固 

    定資産は、リース資産の増加を主因に前事業年度末比93百万円増加し、15,300百万円となりました。 

      負債は、長期預り保証金、未払法人税等の減少を主因に前事業年度末比305百万円減少し、12,096百万円とな 

    りました。 

      純資産は、配当金の支払いを主因に前事業年度末比16百万円減少し、6,374百万円となりました。自己資本比 

    率は34.5％と、前事業年度末に比較して0.5ポイント上昇しました。 

     （キャッシュ・フローの状況） 

        当第2四半期会計期間末の現金及び現金同等物は、前事業年度末に比較して347百万円減少し、1,855百万円と 

      なりました。 
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        当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。 

       「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、減価償却費の計上168百万円、売上債権の減少24百万円等があった 

      一方で、法人税等の支払い188百万円、仕入債務の減少17百万円等により、7百万円の支出（前年同期は421百万 

      円の収入）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による支出143百万円を主因に137百万円の支 

      出（前年同期は322百万円の収入）となりました。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、ゴルフ会員権買取76百万円、配当金の支払い69百万円等により202 

百万円の支出（前年同期は260百万円の支出）となりました。 

 

 

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

      通期の業績につきましては、平成26年11月13日の「平成26年9月期 決算短信（非連結）」で公表いたしました 

    業績予想に変更はありません。 

 

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

（１）四半期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。

 

 

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

        会計方針の変更 

（退職給付に関する会計基準等の適用） 

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成27年３月26日。以 

      下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げ 

      た定めについて第１四半期会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見 

      込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を割引率決定の基礎となる 

      債券の期間について従業員の平均残存勤務期間に近似した年数とする方法から退職給付の支払見込期間及び支 

      払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。 

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第２ 

      四半期累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加 

      減しております。 

        この結果、当第２四半期累計期間の期首の退職給付引当金が13,222千円及び繰延税金資産が3,591千円それ 

      ぞれ増加し、長期前払費用が10,146千円及び利益剰余金が19,777千円それぞれ減少しております。なお、損益 

  計算書に与える影響は軽微であります。 
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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） 

 
前事業年度 

(平成26年９月30日) 
当第２四半期会計期間 
(平成27年３月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 2,945,880 2,576,389 

受取手形及び売掛金 309,271 284,944 

商品及び製品 132,602 127,684 

仕掛品 6,070 25,350 

原材料及び貯蔵品 63,927 64,324 

その他 129,036 92,188 

貸倒引当金 △207 △172 

流動資産合計 3,586,582 3,170,710 

固定資産    

有形固定資産    

建物（純額） 3,375,540 3,307,938 

土地 7,056,555 7,056,555 

その他（純額） 2,296,181 2,477,581 

有形固定資産合計 12,728,277 12,842,076 

無形固定資産 55,888 43,818 

投資その他の資産    

保険積立金 1,498,050 1,499,586 

その他 948,473 938,316 

貸倒引当金 △23,000 △23,000 

投資その他の資産合計 2,423,523 2,414,903 

固定資産合計 15,207,689 15,300,797 

資産合計 18,794,271 18,471,507 

負債の部    

流動負債    

買掛金 81,560 64,255 

1年内償還予定の社債 98,000 98,000 

未払法人税等 197,674 22,520 

引当金 33,165 41,511 

その他 685,811 664,800 

流動負債合計 1,096,211 891,088 

固定負債    

社債 1,357,000 1,308,000 

長期預り保証金 9,767,761 9,570,243 

引当金 74,740 104,486 

資産除去債務 39,843 40,213 

その他 67,031 182,713 

固定負債合計 11,306,376 11,205,657 

負債合計 12,402,588 12,096,745 

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 1,478,017 1,462,331 

自己株式 △15,959 △16,107 

株主資本合計 6,329,661 6,313,826 

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 62,022 60,935 

評価・換算差額等合計 62,022 60,935 

純資産合計 6,391,683 6,374,762 

負債純資産合計 18,794,271 18,471,507 
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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25年10月１日 

 至 平成26年３月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成26年10月１日 
 至 平成27年３月31日) 

営業収益 2,256,916 2,345,724 

営業原価 1,972,090 2,057,374 

営業総利益 284,825 288,350 

一般管理費 274,989 291,540 

営業利益又は営業損失（△） 9,836 △3,189 

営業外収益    

受取利息 278 379 

受取配当金 885 1,039 

会員権消却益 263,107 120,975 

その他 48,385 16,930 

営業外収益合計 312,655 139,325 

営業外費用    

支払利息 6,071 5,738 

支払保証料 10,047 9,412 

社告掲載費用 － 11,568 

その他 2,943 3,337 

営業外費用合計 19,063 30,056 

経常利益 303,428 106,079 

特別損失    

固定資産除売却損 9,770 4,464 

特別損失合計 9,770 4,464 

税引前四半期純利益 293,658 101,614 

法人税、住民税及び事業税 101,514 14,864 

法人税等調整額 △22,178 12,784 

法人税等合計 79,335 27,648 

四半期純利益 214,322 73,966 
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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25年10月１日 

 至 平成26年３月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成26年10月１日 
 至 平成27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 293,658 101,614 

減価償却費 160,039 168,881 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5 △35 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 128 5,613 

賞与引当金の増減額（△は減少） 30 2,239 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △35,180 10,910 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 5,563 6,107 

受取利息及び受取配当金 △1,163 △1,419 

会員権消却益 △263,107 △120,975 

支払利息 6,071 5,738 

有形固定資産除売却損益（△は益） 9,770 4,464 

売上債権の増減額（△は増加） 5,152 24,326 

たな卸資産の増減額（△は増加） △14,666 △14,759 

仕入債務の増減額（△は減少） △3,137 △17,304 

その他 △70,600 9,328 

小計 92,554 184,731 

利息及び配当金の受取額 1,048 1,224 

利息の支払額 △6,063 △5,747 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 333,847 △188,095 

営業活動によるキャッシュ・フロー 421,386 △7,885 

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 △78,550 △143,497 

有形固定資産の売却による収入 20,340 15,060 

無形固定資産の取得による支出 △7,698 △150 

投資有価証券の取得による支出 △2,980 △2,982 

保険積立金の積立による支出 △1,536 △1,536 

保険積立金の払戻による収入 392,783 － 

その他 △116 △4,362 

投資活動によるキャッシュ・フロー 322,241 △137,468 

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 △49,000 △49,000 

入会預り保証金の返還による支出 △137,692 △76,025 

リース債務の返済による支出 △3,668 △7,941 

配当金の支払額 △69,250 △69,275 

その他 △434 △148 

財務活動によるキャッシュ・フロー △260,047 △202,390 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 483,580 △347,745 

現金及び現金同等物の期首残高 1,347,220 2,202,841 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,830,801 1,855,096 
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（４）四半期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）

  該当事項はありません。

 

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

  該当事項はありません。
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