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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１四半期累計期間におけるわが国経済は、デフレ脱却、経済再生に向けた各種金融・経済政策を背景に、 

      企業収益は改善傾向が継続し、個人消費も総じて底堅い動きで推移する等、景気は緩やかな回復基調が続きま 

      した。しかしながら、アメリカの金融政策の正常化が進む中で、中国をはじめとする新興国の景気下振れや、 

      地政学リスクの高まり等、先行き不透明感を抱えた状況となっています。 

        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を積極的に推進し、業容の拡大を目指した 

      結果、営業収益は、全事業が前年同期を上回りました。営業総利益は、保険、乳業、観光、ゴルフの各事業が 

      前年同期を上回り、一般管理費は概ね前年同期並みであったことから、営業利益は前年同期を上回りました。 

        当事業年度の経営成績は、営業収益が1,361百万円（前年同期比102百万円増）、営業総利益は226百万円（前 

      年同期比52百万円増）、一般管理費は146百万円（前年同期比0百万円減）となり、営業利益は79百万円（前年 

      同期比53百万円増）となりました。営業外収益にゴルフ会員権消却益43百万円（前年同期比16百万円減）を計上 

      したことを主因に、経常利益は117百万円（前年同期比35百万円増）となり税引後の四半期純利益は86百万円 

     （前年同期比27百万円増）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 

        お客様それぞれのニーズを踏まえた商品提案や、リスクコンサルティング営業の強化に努めました。損害保険 

      分野は更改契約の高付加価値化を主因に、生命保険分野は経営者保険契約の増加を主因に、両分野とも前年同期 

      を上回り、営業収益は251百万円（前年同期比28百万円増）となりました。営業原価は、業務推進体制充実化等 

      の費用が増加したことから前年同期を上回りましたが、営業総利益は増収寄与により75百万円（前年同期比16百 

      万円増）となりました。 

    ②不動産事業 

        オフィスビルは高水準の入居率を維持し、ビル賃貸収入は前年同期とほぼ同水準でしたが、平成27年10月から、 

      千本松地区で太陽光発電用地の賃貸を開始し、この土地賃貸収入が新たに加わったことから、営業収益は、421 

      百万円（前年同期比9百万円増）となりました。営業原価は、修繕費等の経費増加を主因に前年同期を上回った 

      ことから、営業総利益は161百万円（前年同期比4百万円減）となりました。 

    ③乳業事業 

        乳製品は、ヨーグルトや直営ショップの売上増でギフトの落ち込みをカバーし、搾乳量の増加を通じた生乳の 

      売上増、子牛の販売増等とも相俟って営業収益は218百万円（前年同期比16百万円増）となりました。原材料の 

      値上がり等による製造原価の増加や、営業戦力強化のための人件費が増加する一方、配送効率化の推進による運 

      賃削減等により経費圧縮に努め、営業原価の増加を極力押さえ、営業総損失は35百万円（前年同期比10百万円の 

      改善）となりました。 

    ④観光事業 

        各種企画やイベントの開催に加え、旅行会社各社への営業強化、近隣観光施設等との連携強化等集客と認知度 

      向上に努めました。食堂・レストラン・屋台のメニュー研究や、仕入れ見直しによるコストの削減等に取り組み 

      ました。来場者数は前年同期を上回り、営業収益は、食堂、売店の売上増を主因に242百万円（前年同期比9百万 

      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により前年同期を上回りましたが、 

      営業総利益は21百万円（前年同期比2百万円増）となりました。 

    ⑤ゴルフ事業 

        多彩なコンペ企画の実施や、大口コンペ誘致に向けた各種チャネル営業の強化、ホウライ・西那須野、両カン 

      トリークラブでのゴルフレッスンTV番組放映等による認知度向上効果に加え、暖冬晴天の気候にも恵まれ、来場 

      者数は前年同期を大きく（20％増）上回りました。レストランメニューの改善や売店の品揃えにも工夫を凝らし 

      顧客単価の引き上げに努めました。 

        営業収益は、プレー収入の増収を主因に227百万円（前年同期比38百万円増）となりました。効率運営に努め、 

      営業原価は前年同期を上回りましたが、営業総利益は4百万円（前年同期比27百万円増、前年同期は営業総損失） 

      となりました。 
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（２）財政状態に関する説明 

      当第１四半期会計期間末における総資産は、18,515百万円となり、前事業年度末と比較して468百万円減少し 

    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443百万円減少し、3,740百万円となりました。固定 

    資産は、前事業年度末比24百万円減少し、14,775百万円になりました。 

      負債は、保険会社勘定の減少を主因に、前事業年度末に比較して500百万円減少しました。 

        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32百万円増加しました。自己資本比率は 

      36.5％と、前事業年度末に比較して1.1ポイント上昇しました。 

 

 

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明 

        業績予想につきましては、平成27年10月30日の「平成27年9月期決算短信（非連結）」で公表いたしました第２ 

      四半期累計期間及び通期の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

        該当事項はありません。 

 

- 3 -

ホウライ㈱（9679） 平成28年9月期 第1四半期決算短信（非連結）



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27年９月30日) 
当第１四半期会計期間 
(平成27年12月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 3,472,219 3,131,703 

受取手形及び売掛金 381,002 290,989 

商品及び製品 132,013 117,965 

仕掛品 3,201 13,871 

原材料及び貯蔵品 66,559 57,271 

未収還付法人税等 31,700 31,700 

その他 96,862 96,809 

貸倒引当金 △217 △272 

流動資産合計 4,183,342 3,740,039 

固定資産    

有形固定資産    

建物（純額） 3,254,686 3,208,571 

土地 7,056,555 7,056,555 

その他（純額） 2,431,984 2,455,204 

有形固定資産合計 12,743,226 12,720,331 

無形固定資産 44,929 38,944 

投資その他の資産    

保険積立金 1,109,170 1,100,192 

その他 926,200 939,122 

貸倒引当金 △23,000 △23,000 

投資その他の資産合計 2,012,370 2,016,314 

固定資産合計 14,800,526 14,775,589 

資産合計 18,983,868 18,515,629 

負債の部    

流動負債    

買掛金 83,173 70,649 

1年内償還予定の社債 98,000 98,000 

未払法人税等 26,260 28,656 

引当金 35,406 13,907 

その他 1,234,176 842,965 

流動負債合計 1,477,016 1,054,179 

固定負債    

社債 1,259,000 1,259,000 

長期預り保証金 9,203,930 9,130,732 

引当金 109,111 107,889 

資産除去債務 40,583 40,772 

その他 175,279 171,643 

固定負債合計 10,787,904 10,710,037 

負債合計 12,264,920 11,764,216 

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 1,810,742 1,827,564 

自己株式 △16,293 △16,359 

株主資本合計 6,662,051 6,678,808 

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 56,896 72,604 

評価・換算差額等合計 56,896 72,604 

純資産合計 6,718,948 6,751,412 

負債純資産合計 18,983,868 18,515,629 
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（２）四半期損益計算書

（第１四半期累計期間）

    （単位：千円） 

 
前第１四半期累計期間 
(自 平成26年10月１日 

 至 平成26年12月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成27年10月１日 
 至 平成27年12月31日) 

営業収益 1,259,062 1,361,679 

営業原価 1,085,212 1,135,523 

営業総利益 173,850 226,155 

一般管理費 147,486 146,777 

営業利益 26,363 79,378 

営業外収益    

受取利息 175 198 

受取配当金 922 1,151 

会員権消却益 59,225 43,175 

その他 3,417 3,809 

営業外収益合計 63,741 48,335 

営業外費用    

支払利息 2,873 2,743 

支払保証料 4,767 4,446 

その他 865 3,096 

営業外費用合計 8,506 10,286 

経常利益 81,598 117,427 

特別損失    

固定資産除売却損 2,165 2,589 

特別損失合計 2,165 2,589 

税引前四半期純利益 79,432 114,838 

法人税、住民税及び事業税 3,506 22,344 

法人税等調整額 16,698 5,803 

法人税等合計 20,204 28,147 

四半期純利益 59,228 86,691 
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（３）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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