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1.  平成21年9月期第3四半期の業績（平成20年10月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

営業収益 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 ％

21年9月期第3四半期 4,090 ― 155 ― 572 ― 338 ―
20年9月期第3四半期 4,037 0.4 274 △23.1 498 9.2 352 5.6

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

21年9月期第3四半期 24.16 ―
20年9月期第3四半期 25.16 ―

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

21年9月期第3四半期 24,204 6,356 26.3 454.27
20年9月期 25,702 6,106 23.8 436.34

（参考） 自己資本   21年9月期第3四半期  6,356百万円 20年9月期  6,106百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金
（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年9月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
21年9月期 ― 0.00 ―
21年9月期 

（予想）
5.00 5.00

3.  平成21年9月期の業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

営業収益 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 6,070 4.7 590 7.4 920 △1.7 580 △14.2 41.44
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項
等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年9月期第3四半期 14,040,000株 20年9月期  14,040,000株
② 期末自己株式数 21年9月期第3四半期  47,175株 20年9月期  44,587株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年9月期第3四半期 13,993,738株 20年9月期第3四半期 13,999,122株

※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。業績予想の背景等につきましては、４ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．業績予想
に関する定性的情報」をご覧ください。 
・当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用
指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
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【定性的情報・財務諸表等】       
           
１．経営成績に関する定性的情報 

  当第３四半期累計期間のわが国経済は、世界的な金融・資本市場の混乱が実体経済に波及し、 

企業収益の悪化・設備投資の減退・個人消費の冷え込みが進行、厳しい状況が続きました。 

  このような厳しい経営環境の下、当社は各事業分野でそれぞれの顧客・消費者ニーズに合わせ 

た積極的な営業活動を強化してまいりましたが、当第３四半期累計期間は、保険とゴルフの両部 

門で営業収益が前年を下回りました。保険事業は、生保分野が中小企業の経営不振を受けて大幅 

減収となりました。ゴルフ事業は、休日の悪天候や景気悪化による個人消費の冷え込みが影響し、

減収となりました。 

一方、販売チャネルの開拓に注力してきた乳業事業は、大幅な増収となりました。 

この結果、全体としては、前年と比較して増収となりました。 

一方、賃貸ビルの改修費用等営業原価の増加と、内部統制整備・社内体制強化のための一般管 

理費の増加により、営業利益は前年を下回りました。 

  以上の結果、当第３四半期累計期間の営業収益は 4,090 百万円、営業利益は 155 百万円となり、

マーケットからのゴルフ会員権買取りに伴う消却益が加わった結果、経常利益は 572 百万円、四

半期純利益は 338 百万円となりました。 

 
２．財政状態に関する定性的情報 

（1）資産、負債及び純資産の状況 

  当第３四半期会計期間末における総資産は、ゴルフ入会預り保証金の一部返還と前事業年度末

に計上した保険料の精算による現預金の減少、及び投資有価証券の売却・時価下落を主因に、前 

事業年度末に比較して 1,497 百万円減少しました。 

  負債は、ゴルフ入会預り保証金の一部返還と保険会社勘定の減少、未払法人税等の減少を主因 

に、前事業年度末に比較して 1,747 百万円の減少となりました。 

  純資産は、四半期純利益の計上等により前事業年度末に比較して 249 百万円増加しました。 

（2）キャッシュ・フローの状況 

  当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度 

末に比較して 745 百万円減少し、2,097 百万円となりました。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は 52 百万円となりました。これは主に税引前・償却前四半期純利

益 893 百万円から法人税等の支払や会員権消却益等非資金取引を差し引いた結果です。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、社宅建設・コテージ改装・売店拡張等、固定資産取得のため 

の支出が有価証券の売却による収入を上回り、121 百万円となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、入会預り保証金の一部返還、社債の定時償還及び配当金支払 

を主因に、676 百万円となりました。 
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３．業績予想に関する定性的情報 

  景気低迷による企業業績の悪化や個人消費の冷え込みが各事業の業績に影響してきております 

が、各事業とも第４四半期にさらなる増収・原価低減の施策に取組み、期初の計画を達成したい 

と考えておりますので、現時点では平成 20 年 11 月 20 日の「平成 20 年 9 月期決算短信（非連結）」

で公表いたしました通期の業績予想に変更はありません。 

 
４．その他 

 （1）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  ①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

   当第３四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がない 

と認められるため、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算出しております。 

  ②法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

   繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時 

差異等の発生に著しい変化がないと認められるため、前事業年度末において使用した将来の業 

績予測やタックスプランニングを利用する方法によっております。 

 （2）四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更    

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 12 号）及び「四半期

財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 14 号）を適用しております。

また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

②たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

  通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、原価法によっておりましたが、第 1

四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第 9 号 平成 18 年 7 月

5 日）が適用されたことに伴い、原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法）により算定しております。 

なお、この変更による影響額は軽微であります。 

③リース取引に関する会計基準の適用 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第 13 号（平成

5 年 6 月 17 日（企業会計審議会第一部会）、平成 19 年 3 月 30 日改正））及び「リース取引に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 16 号（平成 6 年 1 月 18 日（日本公認会計

士協会会計制度委員会）、平成 19 年 3 月 30 日改正））が平成 20 年 4 月 1 日以後開始する事業

年度に係る四半期財務諸表から適用することができることになったことに伴い、第 1 四半期会

計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。 

  また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法について

は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

  なお、リース開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

  この変更が損益に与える影響はありません。 
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,706,891 3,929,131

受取手形及び売掛金 295,930 252,553

商品 27,564 25,141

製品 44,108 34,201

半製品 37,564 49,909

原材料 24,472 24,819

仕掛品 22,360 7,253

貯蔵品 41,108 39,354

その他 92,433 103,335

貸倒引当金 △250 △136

流動資産合計 3,292,182 4,465,563

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 4,176,941 4,188,916

土地 7,056,555 7,056,555

コース勘定 4,834,505 4,834,505

その他（純額） 1,254,317 1,330,983

有形固定資産合計 17,322,320 17,410,961

無形固定資産 252,618 342,311

投資その他の資産   

保険積立金 2,462,709 2,468,907

その他 897,918 1,037,286

貸倒引当金 △23,000 △23,000

投資その他の資産合計 3,337,628 3,483,194

固定資産合計 20,912,568 21,236,467

資産合計 24,204,750 25,702,031
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 85,903 90,939

1年内償還予定の社債 100,000 100,000

未払法人税等 4,223 214,400

引当金 17,463 49,834

未払費用 300,250 185,003

その他 262,962 862,347

流動負債合計 770,802 1,502,525

固定負債   

社債 1,900,000 1,950,000

長期預り保証金 15,088,337 16,073,064

引当金 89,070 69,620

固定負債合計 17,077,407 18,092,684

負債合計 17,848,209 19,595,210

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 1,480,615 1,212,514

自己株式 △12,391 △11,846

株主資本合計 6,335,826 6,068,271

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 20,714 38,550

評価・換算差額等合計 20,714 38,550

純資産合計 6,356,540 6,106,821

負債純資産合計 24,204,750 25,702,031
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業収益 4,090,683

営業原価 3,493,406

営業総利益 597,277

一般管理費 441,581

営業利益 155,696

営業外収益  

受取利息 3,426

受取配当金 6,531

会員権消却益 406,476

その他 43,469

営業外収益合計 459,903

営業外費用  

支払利息 20,160

支払保証料 9,221

その他 13,536

営業外費用合計 42,918

経常利益 572,681

特別利益  

投資有価証券売却益 3,672

特別利益合計 3,672

特別損失  

固定資産除売却損 1,776

投資有価証券売却損 28,704

投資有価証券評価損 20,281

特別損失合計 50,762

税引前四半期純利益 525,591

法人税、住民税及び事業税 155,773

法人税等調整額 31,740

法人税等合計 187,513

四半期純利益 338,077
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30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 525,591

減価償却費 279,469

のれん償却額 88,326

貸倒引当金の増減額（△は減少） 114

賞与引当金の増減額（△は減少） △29,561

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 19,450

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △2,810

受取利息及び受取配当金 △9,958

会員権消却益 △406,476

社債利息 20,160

有形固定資産除売却損益（△は益） 1,776

投資有価証券売却損益（△は益） 25,032

投資有価証券評価損益（△は益） 20,281

売上債権の増減額（△は増加） △43,376

たな卸資産の増減額（△は増加） △16,499

仕入債務の増減額（△は減少） △5,036

その他 △45,972

小計 420,512

利息及び配当金の受取額 9,649

利息の支払額 △13,530

法人税等の支払額 △364,562

営業活動によるキャッシュ・フロー 52,070

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 1,000,000

定期預金の預入による支出 △1,000,000

有形固定資産の取得による支出 △200,840

有形固定資産の売却による収入 18,652

無形固定資産の取得による支出 △12,945

投資有価証券の取得による支出 △4,509

投資有価証券の売却による収入 69,034

その他 9,376

投資活動によるキャッシュ・フロー △121,231

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 △50,000

長期預り保証金の返還による支出 △556,523

配当金の支払額 △69,172

その他 △545

財務活動によるキャッシュ・フロー △676,241

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △745,403

現金及び現金同等物の期首残高 2,842,535

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,097,132
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当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 12 号）及び「四半期財

務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 14 号）を適用しております。ま

た、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

 
（4）継続企業の前提に関する注記 

     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 

     該当事項はありません。 
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「参考資料」

前年同四半期にかかる財務諸表等

（1）（要約）四半期損益計算書

（単位：千円）
前年同四半期

（平成20年9月期

      第3四半期）
金   額

Ⅰ 営業収益 4,037,324

Ⅱ 営業原価 3,377,255

営業総利益 660,068

Ⅲ 一般管理費 385,096

営業利益 274,971

Ⅳ 営業外収益 269,011

Ⅴ 営業外費用 45,854

経常利益 498,129

Ⅵ 特別利益 604

Ⅶ 特別損失 4,611

税引前四半期純利益 494,122

法人税、住民税及び事業税 148,991

法人税等調整額 △ 7,122

四半期純利益 352,253

科   目

10

ホウライ㈱（9679） 平成21年9月期 第3四半期決算短信（非連結）




