
 

 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
   

   

   

 
   

   

   

 
     

   

 
 (％表示は、対前期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成25年１月期第２四半期の連結業績（平成24年２月１日～平成24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 ％

25年１月期第２四半期 8,748 △2.0 550 △13.2 599 △13.8 252 18.3
24年１月期第２四半期 8,929 △2.8 634 78.9 695 91.6 213 14.8

(注) 包括利益 25年１月期第２四半期 282百万円( 25.2％) 24年１月期第２四半期 225百万円( ―％)

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１月期第２四半期 9.66 ―
24年１月期第２四半期 8.16 ―

（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１月期第２四半期 18,686 15,817 83.1
24年１月期 18,665 15,634 82.2

(参考) 自己資本 25年１月期第２四半期 15,529百万円 24年１月期 15,352百万円

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１月期 ― 3.75 ― 3.75 7.50

25年１月期 ― 3.75

25年１月期(予想) ― 3.75 7.50

(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１月期の連結業績予想（平成24年２月１日～平成25年１月31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 17,100 △0.6 760 △15.7 790 △13.2 340 30.8 13.00

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



  

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
  

 

※ 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 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

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１月期２Ｑ 26,620,000株 24年１月期 26,620,000株

② 期末自己株式数 25年１月期２Ｑ 457,029株 24年１月期 455,377株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年１月期２Ｑ 26,163,592株 24年１月期２Ｑ 26,171,829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連結財務諸表のレビュー手続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「（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興事業が内需を支え、景気

の停滞が緩やかに回復しているものの、引き続き欧州の債務危機に起因する世界経済の減速懸念や、円

高の長期化など依然として厳しい状況で推移いたしました。 

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87億４千８百万円（前年同期比2.0％減）、営業利益は５億５千万円

（前年同期比13.2%減）、経常利益は５億９千９百万円（前年同期比13.8％減）、四半期純利益は２億

５千２百万円（前年同期は資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額を計上したため、前年同期比

18.3％増）となりました。 

  

セグメント別の概況は次のとおりであります。 

道路事業：道路事業は、引き続き公共事業費が抑制傾向にあるため、工事発注件数の減少等に伴う企

業間競争はさらに激化し、依然として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・清掃および補修工事において増工や追加工事等の確保に努め、また単発工事の受

注に向けた積極的な営業活動を行いましたが、当事業の売上高は72億２千８百万円（前年同期比3.3％

減）、セグメント利益は５億９千万円（前年同期比18.0％減）となりました。 

レジャー事業：有楽町スバル座における映画興行は、「この空の花 長岡花火物語」「道～白磁の人

～」などの邦画作品が好評を博し、売上高は前年同期を上回りました。 

飲食事業は、消費支出の低下、デフレによる低価格志向等により、店舗間の競争は激化しており、引

き続き厳しい事業環境となっておりますが、前期１月にリニューアルオープンいたしました「ドトール

コーヒーショップ新青山ビル店」が好調を維持し、またその他店舗についても、食の安全性の確保、サ

ービスの向上に努めました結果、売上高は前年同期を上回りました。 

飲食物品の販売事業は、消費者マインドの緩やかな持ち直しも後押しして、炭酸飲料等の既存の取扱

商品販売数の底上げに注力いたしました結果、売上高は前年同期を上回りました。 

マリーナ事業は、初心者向け体験型クルーズや、船艇のメンテナンス業務等の顧客サービスの充実を

図り、新規契約者獲得に向けた積極的な営業活動に努めました結果、売上高は前年同期を上回りまし

た。 

以上の結果、レジャー事業全体の売上高は12億２千５百万円（前年同期比5.6％増）、セグメント利

益は１千５百万円（前年同期はセグメント損失１千９百万円）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ず、賃料水準も下落傾向にある状況下、吉

祥寺スバルビルにおいて一部空室がありますが、その他保有物件および駐車場の運営等がおおむね順調

に推移した結果、当事業の売上高は２億９千５百万円（前年同期比0.6％減）、セグメント利益は１億

８千６百万円（前年同期比1.4％減）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の減少、有価証券の減少、土地の減少

等がありましたが、現金及び預金の増加等により前連結会計年度末に比べ２千万円増の186億８千６百

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

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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負債は、支払手形及び買掛金、役員退職慰労引当金の減少等により前連結会計年度末に比べ１億６千

１百万円減の28億６千９百万円となりました。 

純資産は、利益剰余金の増加等により前連結会計年度末に比べ１億８千２百万円増の158億１千７百

万円となりました。 

  

近の業績動向等を踏まえ、平成24年６月８日に公表いたしました平成25年１月期の通期連結業績予

想を修正しております。 

詳細につきましては、本日公表の「固定資産の減損損失の計上及び業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご覧ください。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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２．四半期連結財務諸表 
（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１月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,168,324 4,832,999

受取手形及び売掛金 3,004,978 2,439,816

有価証券 855,213 748,523

商品 62,490 63,294

未成工事支出金 159,518 331,408

原材料及び貯蔵品 72,563 70,917

繰延税金資産 51,958 67,006

短期貸付金 725,000 727,470

その他 148,453 140,277

貸倒引当金 △76,040 △90,015

流動資産合計 9,172,459 9,331,698

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,437,890 2,359,997

機械装置及び運搬具（純額） 439,859 420,467

土地 4,105,344 3,982,544

建設仮勘定 － 26,250

その他 150,196 146,683

有形固定資産合計 7,133,291 6,935,943

無形固定資産   

のれん 4,523 2,827

その他 36,996 34,268

無形固定資産合計 41,520 37,095

投資その他の資産   

投資有価証券 808,353 884,167

繰延税金資産 72,254 70,049

差入保証金 826,197 826,768

保険積立金 449,008 448,520

その他 213,006 189,397

貸倒引当金 △50,284 △36,864

投資その他の資産合計 2,318,535 2,382,038

固定資産合計 9,493,347 9,355,077

資産合計 18,665,807 18,686,776
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年１月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(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 1,123,922 1,016,314

未払法人税等 256,005 235,749

賞与引当金 60,325 75,531

役員賞与引当金 3,960 －

資産除去債務 － 8,904

その他 669,758 735,574

流動負債合計 2,113,971 2,072,073

固定負債   

退職給付引当金 211,032 195,672

役員退職慰労引当金 42,520 －

ＰＣＢ処理引当金 4,528 4,528

資産除去債務 180,783 172,302

その他 478,253 425,152

固定負債合計 917,118 797,656

負債合計 3,031,090 2,869,729

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 13,178,668 13,333,290

自己株式 △151,460 △151,896

株主資本合計 15,415,237 15,569,423

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △62,859 △40,226

その他の包括利益累計額合計 △62,859 △40,226

少数株主持分 282,338 287,848

純資産合計 15,634,717 15,817,046

負債純資産合計 18,665,807 18,686,776
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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23年２月１日 
 至 平成23年７月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年２月１日 
 至 平成24年７月31日) 

売上高 8,929,396 8,748,600

営業費用 7,683,649 7,597,479

売上総利益 1,245,747 1,151,121

一般管理費 611,090 600,479

営業利益 634,656 550,641

営業外収益   

受取利息 14,695 14,229

持分法による投資利益 4,037 152

デリバティブ評価益 29,196 28,614

その他 15,809 12,699

営業外収益合計 63,737 55,695

営業外費用   

支払利息 862 668

貸倒引当金繰入額 － 1,712

会員権評価損 － 1,650

その他 2,052 2,780

営業外費用合計 2,915 6,812

経常利益 695,479 599,524

特別利益   

貸倒引当金戻入額 11,333 －

投資有価証券売却益 － 8,863

保険解約返戻金 43,280 4,068

土地売却益 － 1,108

補助金収入 39,911 －

特別利益合計 94,524 14,040

特別損失   

固定資産除売却損 4,943 －

関係会社株式売却損 88,245 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 176,749 －

減損損失 － 133,443

その他 44,075 5,000

特別損失合計 314,013 138,443

税金等調整前四半期純利益 475,990 475,121

法人税、住民税及び事業税 261,918 228,914

法人税等調整額 1,488 △13,332

法人税等合計 263,407 215,581

少数株主損益調整前四半期純利益 212,583 259,539

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1,006 6,800

四半期純利益 213,590 252,739
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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23年２月１日 
 至 平成23年７月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年２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 212,583 259,539

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,120 885

持分法適用会社に対する持分相当額 13,949 21,747

その他の包括利益合計 12,829 22,633

四半期包括利益 225,412 282,172

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 226,419 275,372

少数株主に係る四半期包括利益 △1,006 6,800
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前第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）  

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△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。 

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成24年２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  

 
(注) １．セグメント利益の調整額△240,565千円は、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。 

  

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 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

「道路事業」セグメントにおいて、事業用資産の収益性が低下したこと等に伴い、減損損失を計上

いたしました。なお、当該減損損失の計上額は、当第２四半期連結累計期間において133,443千円で

あります。 

  

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

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

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 7,228,444 1,225,091 295,064 8,748,600 ― 8,748,600

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

― 373,349 33,380 406,729 △406,729 ―

計 7,228,444 1,598,441 328,444 9,155,329 △406,729 8,748,600

 セグメント利益 590,008 15,043 186,154 791,207 △240,565 550,641

（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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