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1.  平成24年9月期第3四半期の業績（平成23年10月1日～平成24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 ％

24年9月期第3四半期 3,531 △0.8 77 228.8 387 125.9 605 656.0
23年9月期第3四半期 3,560 △8.4 23 △88.5 171 △63.7 80 △73.5

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

24年9月期第3四半期 43.29 ―
23年9月期第3四半期 5.72 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年9月期第3四半期 24,643 7,713 31.3
23年9月期 24,045 7,173 29.8
（参考） 自己資本   24年9月期第3四半期  7,713百万円 23年9月期  7,173百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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

23年9月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
24年9月期 ― 0.00 ―
24年9月期（予想） 5.00 5.00

3. 平成24年 9月期の業績予想（平成23年10月 1日～平成24年 9月30日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 5,300 6.2 330 73.1 600 47.4 760 206.4 54.33



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第5条の4に該当するものであります。詳細は、添付資料3ページ「2．サマリー情報（注
記事項）に関する事項 （2）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年9月期3Q 14,040,000 株 23年9月期 14,040,000 株
② 期末自己株式数 24年9月期3Q 53,491 株 23年9月期 51,875 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年9月期3Q 13,987,361 株 23年9月期3Q 13,989,052 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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期
決算短信（添付資料）2ページ「1.当四半期決算に関する定性的情報（3）業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

        当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災と原子力発電所事故の影響に加え、欧州の財政危 

      機を背景とした世界経済の減速懸念、円高の影響等により厳しい状況が続きました。今年3月頃からは設備投資 

      や個人消費に持ち直しの動きが見られるようになりましたが、原子力発電所事故の風評被害は、事故後1年を経 

      ていますが、依然収まっておりません。 

      このような状況下、当社は早期に震災前の利益水準に復すべく、各事業とも施策を強化し増収を目指しました 

      が、保険・ゴルフ事業が増収となった一方、不動産・乳業・観光事業は減収となりました。原価は、不動産とゴ 

      ルフ事業が前年を上回りましたが、その他の事業は前年比減少しました。 

      この結果、当第３四半期累計期間の経営成績は、営業収益が全体で3,531百万円（前年同四半期比29百万円 

      減）、営業原価は3,055百万円（前年同四半期比73百万円減）、一般管理費は397百万円（前年同四半期比9百万 

      円減）となり、営業利益は77百万円（前年同四半期比54百万円増）となりました。 

        マーケットでのゴルフ会員権売買が活発化し、会員権買取りに伴う消却益が345百万円（前年同四半期比204  

      百万円増）となり、社債発行費等の営業外費用を加え、経常利益は387百万円（前年同四半期比216百万円増） 

      となりました。 

        さらに平成23年3月11日から平成24年3月31日迄の期間の風評被害等に対する東京電力からの補償金（第１回か 

      ら第３回）計407百万円を特別利益に計上したため、税引後の四半期純利益は605百万円（前年同四半期比525百 

      万円増）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 

      生命保険分野は苦戦しましたが、代理店事業譲り受けの効果と新規契約の増加により損害保険分野が増収とな 

      り、営業収益は723百万円（前年同四半期比22百万円増）となりました。営業原価はのれん償却の減少により前 

      年を下回り、営業総利益は210百万円（前年同四半期比41百万円増）となりました。 

    ②不動産事業 

      さくら堀留ビルを一括賃貸から個別賃貸に変更したことによる増収があったものの、テナントの退室があり、 

      営業収益は1,193百万円（前年同四半期比1百万円減）となりました。営業原価は、不動産管理業務強化のための 

      人員増強と水道光熱費等の増加により、前年を上回り、営業総利益は463百万円（前年同四半期比7百万円減）と 

      なりました。 

    ③乳業事業 

      震災後の風評被害により日配品の売上低調。営業収益は554百万円（前年同四半期比86百万円減）となりまし 

      た。営業原価も減少しましたが、営業総損失は100百万円（前年同四半期比35百万円悪化）となりました。 

    ④観光事業 

      原子力発電所事故の影響による来場者数の減少は、徐々に回復してきてはいるものの、未だ震災前の水準には 

      戻らず、営業収益は603百万円（前年同四半期比13百万円減）となりました。来場者の減少に対応して営業時間 

      の短縮、アルバイトの削減等の施策を講じ、営業原価は前年を下回り、営業総利益は26百万円（前年同四半期比 

      13百万円増）となりました。  

    ⑤ゴルフ事業 

      震災後の落込みから回復を果たすべく、期間限定特別料金を設定する等して来場客の誘致に努めましたが、首 

      都圏からの来場客が回復せず、単価下落もあって、営業収益は456百万円（前年同四半期比49百万円増）に止まり 

      ました。営業原価も前年比ではキャディ費等が増加し、営業総損失は123百万円（前年同四半期比32百万円改善） 

      となりました。 

   

  （２）財政状態に関する定性的情報 

        当第3四半期会計期間末における総資産は、東京電力からの補償金入金とテナントの預り保証金の増加による 

      現金及び預金の増加を主因に、前事業年度末に比較して598百万円増加しました。 

      負債は、未払法人税等の増加を主因に、前事業年度末に比較して58百万円増加しました。預り保証金はテナン 

      トの預り保証金が増加した一方、ゴルフ入会預り保証金は減少しました。 

      純資産は、四半期純利益の計上を主因に前事業年度末に比較して540百万円増加しました。自己資本比率は 

      31.3％と前事業年度末に比較して1.5ポイント上昇しました。   

   

  （３）業績予想に関する定性的情報 

  通期の業績につきましては、会員権消却益の発生と東京電力からの補償金受領、最近の業績動向を勘案して平 

      成24年７月19日付「業績予想の修正に関するお知らせ」により、平成24年２月７日付「平成24年９月期 第１四 

      半期決算短信[日本基準]（非連結）」で公表いたしました通期の業績予想を変更しております。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

2

ホウライ㈱（9679） 平成24年9月期 第3四半期決算短信（非連結）



   

（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 

 （会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

     当社は、法人税法の改正に伴い、当第3四半期会計期間より、平成24年４月１日以後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への影響は軽微であります。  

    

   

  （３）追加情報 

       （会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

           第1四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤 

         謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正 

         に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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23年９月30日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,063,962 4,001,085

受取手形及び売掛金 337,926 269,441

商品及び製品 118,296 111,547

仕掛品 4,421 28,065

原材料及び貯蔵品 72,536 68,519

その他 130,584 112,013

貸倒引当金 △88 △86

流動資産合計 3,727,639 4,590,587

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 4,000,725 3,858,101

土地 7,056,555 7,056,555

コース勘定 4,834,505 4,834,505

その他（純額） 1,187,702 1,174,446

有形固定資産合計 17,079,489 16,923,609

無形固定資産 110,951 88,326

投資その他の資産   

保険積立金 2,214,195 2,123,574

その他 936,293 940,626

貸倒引当金 △23,000 △23,000

投資その他の資産合計 3,127,489 3,041,201

固定資産合計 20,317,929 20,053,137

資産合計 24,045,569 24,643,724

負債の部   

流動負債   

買掛金 68,085 78,743

1年内償還予定の社債 1,750,000 98,000

未払法人税等 5,261 140,040

引当金 34,522 22,596

その他 614,473 654,723

流動負債合計 2,472,343 994,103

固定負債   

社債 － 1,602,000

長期預り保証金 14,231,850 14,118,618

引当金 122,190 163,811

資産除去債務 41,946 42,531

その他 4,190 9,586

固定負債合計 14,400,177 15,936,546

負債合計 16,872,521 16,930,649
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年９月30日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

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 2,292,385 2,827,930

自己株式 △13,294 △13,533

株主資本合計 7,146,693 7,681,999

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 26,354 31,074

評価・換算差額等合計 26,354 31,074

純資産合計 7,173,047 7,713,074

負債純資産合計 24,045,569 24,643,724
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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）

前第３四半期累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年６月30日) 

営業収益 3,560,749 3,531,414

営業原価 3,129,267 3,055,589

営業総利益 431,481 475,825

一般管理費 407,803 397,961

営業利益 23,678 77,863

営業外収益   

受取利息 725 738

受取配当金 14,823 14,977

会員権消却益 140,947 345,745

その他 31,171 16,987

営業外収益合計 187,667 378,447

営業外費用   

支払利息 18,690 15,076

社債発行費償却 － 29,019

その他 20,910 24,287

営業外費用合計 39,600 68,383

経常利益 171,745 387,927

特別利益   

受取補償金 － 407,438

投資有価証券売却益 － 14,399

特別利益合計 － 421,838

特別損失   

固定資産除売却損 2,970 1,859

投資有価証券評価損 8,680 －

災害による損失 23,994 6,496

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 14,721 －

特別損失合計 50,367 8,355

税引前四半期純利益 121,378 801,411

法人税、住民税及び事業税 10,031 193,776

法人税等調整額 31,259 2,149

法人税等合計 41,291 195,925

四半期純利益 80,087 605,485
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  該当事項はありません。   

   

   

  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）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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