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1.  平成25年10月期第1四半期の連結業績（平成24年11月1日～平成25年1月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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10月期第1四半期 3,959 9.6 87 △16.9 75 △24.8 66 52.5
24年10月期第1四半期 3,612 18.5 105 2.0 101 16.0 43 △86.9

（注）包括利益 25年10月期第1四半期 69百万円 （64.0％） 24年10月期第1四半期 42百万円 （△87.1％）

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10月期第1四半期 1,203.88 ―
24年10月期第1四半期 789.50 ―

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

25年10月期第1四半期 5,586 2,480 44.4 45,095.96
24年10月期 5,905 2,439 41.3 44,324.53
（参考） 自己資本   25年10月期第1四半期  2,478百万円 24年10月期  2,436百万円

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  
当社は、平成25年５月１日を効力発生日として１株につき100株の割合で株式分割を実施する予定であるため、25年10月期(予想)の期末の１株当たり配当金に
ついては、株式分割を考慮した金額を記載しております。 
株式分割を考慮しない場合の25年10月期(予想)の期末の１株当たり配当金は500円となります。 

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10月期 ― 0.00 ― 500.00 500.00
25年10月期 ―
25年10月期（予想） 0.00 ― 5.00 5.00

3. 平成25年10月期の連結業績予想（平成24年11月 1日～平成25年10月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
平成25年10月期の連結業績予想における１株当たり当期純利益については、株式分割の影響を考慮しております。詳細については、「業績予想の適切な利用
に関する説明、その他特記事項」をご参照ください。 

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

第2四半期(累計) 7,000 △5.4 250 6.2 230 2.8 160 10.6 29.11
通期 15,000 7.5 550 27.1 500 25.5 400 16.4 72.78



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(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 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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、四半期連結財務諸表に対
する四半期レビュー手続は終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（業績予想の適切な利用に関する説明） 
 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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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、添付資料３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
 
（株式分割について） 
 当社は、平成24年12月13日に、株式の分割及び単元株制度の採用について決議し、平成25年５月１日を効力発生日として、普通株式１株を100株に分割し、単
元株式数を100株とすることとしております。 
 これに伴い、株式分割考慮前に換算した平成25年10月期の連結業績予想は以下のとおりであります。 
・１株当たり当期純利益（株式分割考慮前） 
 第２四半期（累計）   2,911円16銭 
 通期            7,288円89銭 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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   ：  有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年10月期1Q 56,146 株 24年10月期 56,146 株
② 期末自己株式数 25年10月期1Q 1,185 株 24年10月期 1,185 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年10月期1Q 54,961 株 24年10月期1Q 54,961 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新政権による景気対策への期待から円安・株高に動

いておりますが、東北地方の原発問題は依然として存在しており、国際問題への懸念もあり、先行き不透

明な状況が続いております。 

そのような状況のなか、積極的な営業活動を行った結果、当社グループの売上高は3,959百万円（前年

同期比9.6％増）、営業利益は87百万円（前年同期比16.9％減）、経常利益は75百万円（前年同期比

24.8％減）、四半期純利益は66百万円（前年同期比52.5％増）となっております。これは主に積極的な営

業の展開による販売促進費並びに移動体店舗及び介護施設の増加による地代家賃の増加により販売費及び

一般管理費が増加したことによるものであります。なお、前年同期は法人税法の変更により法人税等調整

額78百万円を計上しております。 

なお、セグメント別の業績は以下のとおりであります。 

① 移動体通信店舗事業 

 
移動体通信店舗事業におきましては、積極的な営業活動を行った結果、前年実績を上回る総販売台数

を獲得し、売上高は3,785百万円（前年同期比10.4％増）となりました。あわせて積極的な営業の展開

による販売促進費及び今後の更なる規模拡大に向けた店舗のリニューアル、店舗増加による地代家賃の

増加により、営業利益は120百万円（前年同期比10.2％減）となっております。 

なお、12月には山形県のソフトバンク山形南店の移転リニューアルと宮城県のａｕショップ北環状吉

成台のリニューアルを、１月には秋田県のソフトバンク天王店を新規取得しております。 

  

② テレマーケティング事業 

 
テレマーケティング事業におきましては、安定的な収益の確保と同時に、積極的に人員の拡大・育成

に注力した結果、売上高は126百万円（前年同期比10.1％増）、営業利益は37百万円（前年同期比

18.4％増）となっております。今後も新卒採用を軸に積極的な雇用拡大を行っていく予定です。 

  

③ 不動産賃貸事業 

 
不動産賃貸事業におきましては、主要賃貸不動産について安全確保のために一部営業を見合わせてい

るため、売上高は３百万円（前年同期比13.5％減）、営業損失０百万円（前年同期は１百万円の営業損

失）となっておりますが、不動産賃貸事業の連結業績全体に与える影響は軽微であります。 

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

（連結経営成績サマリー） （百万円未満切捨て）

平成24年10月期
第１四半期

平成25年10月期
第１四半期

増減額 増減率

売上高 3,612百万円 3,959百万円 347百万円 9.6％ 

営業利益 105百万円 87百万円 △17百万円 △16.9％

経常利益 101百万円 75百万円 △25百万円 △24.8％

四半期純利益 43百万円 66百万円 22百万円 52.5％

１株当たり四半期純利益 789.50円 1,203.88円 414.38円 52.5％

・売上高 3,785百万円 （前年同期比10.4％増）

・営業利益 120百万円 （前年同期比10.2％減）

・売上高 126百万円 （前年同期比10.1％増）

・営業利益 37百万円 （前年同期比18.4％増）

・売上高 ３百万円 （前年同期比13.5％減）

・営業損失 △0百万円 （前年同期比 ― ）
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④ その他 

 
震災の影響もあり、通信回線サービス事業につきましては営業を縮小しておりますが、医療・介護事

業において介護予防通所介護施設を運営しており、売上高は43百万円（前年同期比33.5％減）、営業損

失20百万円（前年同期は16百万円の営業損失）となっております。 

医療・介護事業においては仙台市南部を中心に積極的な施設展開を行い、２月には第６号施設「ライ

フクオリティ岩沼」を開設しております。 

  

   

当第１四半期連結会計期間末における資産の状況は、前連結会計年度末と比較して、流動資産は307

百万円減少して2,388百万円、固定資産は10百万円減少して3,188百万円となりました。これは主に長期

借入金の返済に伴う現金及び預金310百万円の減少、並びにのれん償却費の計上によるものでありま

す。その結果、総資産は319百万円減少して5,586百万円となりました。 

負債の状況は、流動負債は126百万円増加して2,663百万円、固定負債は486百万円減少して442百万円

となりました。これは主に長期借入金の長短振替並びに社債及び借入金の合計127百万円の減少による

ものであります。その結果、負債総額は360百万円減少して3,105百万円となりました。 

純資産の状況は、41百万円増加して2,480百万円となりました。これは主に配当金の支払27百万円及

び四半期純利益66百万円の計上によるものであります。 

  

  

連結業績予想につきましては、平成24年12月13日に公表いたしました通期連結業績予想を据え置いて

おります。業績予想の修正が必要な場合は速やかに開示いたします。 

  

  

・売上高 43百万円 （前年同期比33.5％減）

・営業損失 △20百万円 （前年同期比 ― ）

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（百万円未満切捨て）

平成24年10月期末
(平成24年10月31日)

平成25年10月期
第１四半期末 

(平成25年１月31日)

増減額

資産合計 5,905百万円 5,586百万円 △319百万円

負債合計 3,466百万円 3,105百万円 △360百万円

純資産合計 2,439百万円 2,480百万円 41百万円

自己資本比率 41.3％ 44.4％ 3.1 point

１株当たり純資産 44,324.53円 45,095.96円 771.43円

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表
（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10月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 707,484 396,942

売掛金 1,476,312 1,472,741

商品 294,615 305,877

その他 220,943 215,894

貸倒引当金 △2,511 △2,511

流動資産合計 2,696,844 2,388,944

固定資産

有形固定資産

土地 617,803 617,803

その他（純額） 363,750 377,605

有形固定資産合計 981,553 995,408

無形固定資産

のれん 1,604,282 1,577,064

その他 28,330 24,329

無形固定資産合計 1,632,613 1,601,394

投資その他の資産

株主及び株主保有会社に対する金銭債権 641,391 640,798

その他 448,592 454,134

貸倒引当金 △504,506 △502,856

投資その他の資産合計 585,477 592,075

固定資産合計 3,199,644 3,188,878

繰延資産

社債発行費 8,760 8,315

繰延資産合計 8,760 8,315

資産合計 5,905,249 5,586,139

5

㈱京王ズホールディングス（3731）　平成25年10月期 第１四半期決算短信



(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年10月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年１月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,289,499 1,085,963

短期借入金 112,000 129,600

1年内返済予定の長期借入金 362,399 705,050

1年内償還予定の社債 90,000 90,000

未払法人税等 67,243 34,662

賞与引当金 42,589 20,618

災害損失引当金 16,500 16,500

その他 556,801 581,331

流動負債合計 2,537,033 2,663,726

固定負債

社債 285,000 270,000

長期借入金 618,725 145,870

その他 25,377 26,333

固定負債合計 929,103 442,203

負債合計 3,466,136 3,105,930

純資産の部

株主資本

資本金 1,199,086 1,199,086

資本剰余金 822,760 822,760

利益剰余金 424,368 463,054

自己株式 △9,798 △9,798

株主資本合計 2,436,416 2,475,102

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △296 3,416

その他の包括利益累計額合計 △296 3,416

新株予約権 1,249 －

少数株主持分 1,743 1,690

純資産合計 2,439,113 2,480,208

負債純資産合計 5,905,249 5,586,139
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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１四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年11月１日
至 平成24年１月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年11月１日
至 平成25年１月31日)

売上高 3,612,539 3,959,698

売上原価 3,032,224 3,351,494

売上総利益 580,315 608,204

販売費及び一般管理費 474,748 520,476

営業利益 105,567 87,728

営業外収益

受取利息 165 150

貸倒引当金戻入額 16,522 1,650

為替差益 － 6,360

その他 623 1,478

営業外収益合計 17,310 9,639

営業外費用

支払利息 10,820 6,006

休止固定資産関係費用 6,198 8,103

その他 4,821 7,328

営業外費用合計 21,840 21,438

経常利益 101,037 75,929

特別利益

新株予約権戻入益 － 1,249

不正関連損失引当金戻入額 24,353 －

その他 4,130 －

特別利益合計 28,483 1,249

特別損失

固定資産除却損 907 －

災害による損失 － 1,585

和解金 1,605 3,500

特別損失合計 2,512 5,085

税金等調整前四半期純利益 127,008 72,094

法人税、住民税及び事業税 5,398 5,981

法人税等調整額 78,825 －

法人税等合計 84,223 5,981

少数株主損益調整前四半期純利益 42,784 66,112

少数株主損失（△） △607 △53

四半期純利益 43,391 66,166
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四半期連結包括利益計算書
第１四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年11月１日
至 平成24年１月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年11月１日
至 平成25年１月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 42,784 66,112

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △207 3,712

その他の包括利益合計 △207 3,712

四半期包括利益 42,576 69,825

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 43,184 69,878

少数株主に係る四半期包括利益 △607 △53
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該当事項はありません。 

  

１．前第１四半期連結累計期間（自 平成23年11月１日 至 平成24年１月31日） 

（千円）

 
(注) １．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、医療・介護事業等を

含んでおります。 

２．セグメント利益又は損失(△)の調整額△41,758千円には、各報告セグメントに配分していない全

社費用△41,758千円が含まれております。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。 

３．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．当第１四半期連結累計期間（自 平成24年11月１日 至 平成25年１月31日） 

（千円）

 
(注) １．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、医療・介護事業等を

含んでおります。 

２．セグメント利益又は損失(△)の調整額△49,636千円には、各報告セグメントに配分していない全

社費用△49,563千円が含まれております。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。 

３．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。 

  

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
その他
(注１)

合計
調整額 
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)３

移動体通信
店舗事業

テレマーケ
ティング 
事業

不動産賃貸
事業

計

売上高

外部顧客へ
の売上高

3,427,589 115,267 3,845 3,546,702 65,837 3,612,539 ― 3,612,539

セグメント
間の内部売
上高

― ― ― ― ― ― ― ―

計 3,427,589 115,267 3,845 3,546,702 65,837 3,612,539 ― 3,612,539

セグメント利
益 又 は 損 失
(△)

133,918 31,378 △1,806 163,490 △16,164 147,325 △41,758 105,567

報告セグメント
その他
(注１)

合計
調整額 
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)３

移動体通信
店舗事業

テレマーケ
ティング 
事業

不動産賃貸
事業

計

売上高

外部顧客へ
の売上高

3,785,616 126,947 3,325 3,915,889 43,808 3,959,698 ― 3,959,698

セグメント
間の内部売
上高

― ― ― ― 73 73 △73 ―

計 3,785,616 126,947 3,325 3,915,889 43,881 3,959,771 △73 3,959,698

セグメント利
益 又 は 損 失
(△)

120,279 37,163 △1 157,441 △20,076 137,364 △49,636 87,728

（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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