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(百万円未満切捨て)

１．平成25年2月期第３四半期の連結業績（平成24年3月1日～平成24年11月30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2月期第３四半期 19,826 1.5 1,985 △12.2 2,101 △10.2 966 12.1

 24年2月期第３四半期 19,538 △1.5 2,262 10.3 2,340 10.6 862 △23.4

(注) 包括利益 25年2月期第３四半期 1,308百万円(66.7％) 24年2月期第３四半期 785百万円(―％)

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2月期第３四半期 17 44 ―

 24年2月期第３四半期 15 55 ―

（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2月期第３四半期 51,242 39,281 61.9

 24年2月期 50,333 38,734 62.1

(参考) 自己資本  25年2月期第３四半期 31,738百万円 24年2月期 31,268百万円

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2月期 ― 5 00 ― 7 00 12 00

25年2月期 ― 5 00 ―

25年2月期(予想) 0 00 5 00

３．平成25年2月期の連結業績予想（平成24年3月1日～平成25年2月28日）
(％表示は、対前期増減率)

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 25,500 △1.6 2,450 △12.8 2,550 △11.8 1,200 9.4 21 64



  

 

 

 
  

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

ります。 

  

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「連結業績予想に関す

る定性的情報」をご覧ください。 

  

※ 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)

（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2月期３Ｑ 55,688,795株 24年2月期 55,688,795株

② 期末自己株式数 25年2月期３Ｑ 245,672株 24年2月期 245,493株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年2月期３Ｑ 55,443,220株 24年2月期３Ｑ 55,464,536株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第３四半期連結累計期間（自平成24年３月１日 至平成24年11月30日）におけるわが国経済は、一

部に持ち直しの動きが見られたものの、海外経済の減速等を背景として、景気は足踏み状態で推移いた

しました。 

  このような状況の中で、当社グループは各事業がそれぞれ業績の向上に努めました結果、当第３四半

期連結累計期間の営業収入は198億２千６百万円（前年同期比1.5％増）、営業利益は19億８千５百万円

（前年同期比12.2％減）、経常利益は21億１百万円（前年同期比10.2％減）、四半期純利益は特別損失

の減少もあり９億６千６百万円（前年同期比12.1％増）となりました。 

  

以下セグメント別の業績は次の通りであります。（業績については、セグメント間の内部売上高等を

含めて記載しております。） 

（不 動 産 事 業） 

  不動産事業を取り巻く環境は、依然として空室率の高止まり傾向が続き、賃料水準も弱含みで推移す

るなど、厳しい事業環境にあります。このような状況の中で、当社グループは新規テナントの確保に努

めるとともに、ビル諸設備等の効果的な改修・改善、テナントへのきめ細かな対応を図るなど、積極的

な営業活動を展開いたしました結果、当事業の売上高は46億９千３百万円（前年同期比2.0％増）、セ

グメント利益は20億３千１百万円（前年同期比8.2％減）となりました。 

 当第３四半期連結累計期間中、渋谷東宝ビル別館跡地に近隣地権者との一体開発により建築を進めて

おりました「渋谷ヒカリエ」は４月に竣工稼働、また、９月には八王子市所在の事業用地を取得し「南

大沢土地」として即日稼働いたしました。 

（飲 食 事 業） 

  飲食事業におきましては、消費者の節約志向が依然として強く、店舗間の競争が一段と激しさを増す

中、当社グループは消費者ニーズに応える販売促進フェアの実施、接客サービスの向上やコスト削減等

に努めました結果、新規店舗の寄与もあり当事業の売上高は25億２千８百万円（前年同期比8.2％

増）、セグメント利益は１億１百万円（前年同期比54.6％増）となりました。なお、当第３四半期連結

会計期間末現在の店舗数は、同累計期間中「パパイヤリーフ東京 渋谷ヒカリエ店」等２店舗のオープ

ンにより39店舗であります。 

（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が

さらに激化し、厳しい状況での事業展開となりました。このような中で、各地区にわたり、道路の維

持・清掃及び補修工事の増工・追加工事等の確保に努め、また、新規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106億９千５百万円（前年同期比0.5％減）、セグメント利

益は７億５千１百万円（前年同期比16.2％減）となりました。 

（その他の事業）  

  物販事業につきましては、劇場内売店における演劇の作品と観客層に適した商品の開発・選定並びに

高速道路内売店への飲食物品等の販売に努め、映画興行は全体的に堅調に推移し、両事業ともに前年同

期比増収、マリーナ事業は新規契約者獲得に向けた積極的な営業活動に努め売上高は前年同期並みとな

りました。介護付有料老人ホーム「ＳＯＬ星が丘」を運営する介護事業は入居者の獲得に努めましたが

売上高は前年同期を下回り、また、保険事業は長期契約の減少により前年同期比減収となりました。 

  この結果、当事業全体の売上高は27億２千１百万円（前年同期比3.4％増）となり、セグメント利益

は３百万円（前年同期比６百万円の改善）となりました。 

  

  以上の営業収入合計額206億３千９百万円よりセグメント間の内部売上高等８億１千３百万円を控除

した額が前記営業収入となっております。 

  

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
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当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、受取手形及び売掛金、有形固定資産、投資有価証

券の増加、有価証券の減少等により前連結会計年度末に比べ９億９百万円増加し512億４千２百万円と

なりました。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ３億６千２百万円増加し119億６千１百万円となりました。こ

れは主として長期預り保証金の増加等によるものであります。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ５億４千７百万円増加し392億８千１百万円となりました。

これは主として利益剰余金、その他有価証券評価差額金の増加等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10月11日発表の予想から変更はありません。 

  

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。 

  

第１四半期連結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）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報

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

（４）追加情報
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３．四半期連結財務諸表 
（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２月29日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,777,655 5,650,807

受取手形及び売掛金 3,108,389 3,241,486

有価証券 3,404,822 3,113,873

未成工事支出金 159,518 275,171

短期貸付金 2,725,000 2,775,610

その他 890,654 964,001

貸倒引当金 △76,040 △94,389

流動資産合計 15,989,999 15,926,560

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 11,763,036 12,904,168

土地 14,938,478 15,818,012

その他（純額） 2,180,110 858,929

有形固定資産合計 28,881,626 29,581,110

無形固定資産 175,278 148,359

投資その他の資産   

投資有価証券 2,971,656 3,301,693

差入保証金 1,489,776 1,502,010

その他 882,477 822,192

貸倒引当金 △57,484 △39,138

投資その他の資産合計 5,286,425 5,586,758

固定資産合計 34,343,329 35,316,227

資産合計 50,333,328 51,242,788
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年２月29日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年11月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,276,143 1,282,916

未払法人税等 662,608 433,521

賞与引当金 105,194 166,911

その他 1,720,359 1,989,687

流動負債合計 3,764,304 3,873,037

固定負債   

退職給付引当金 649,283 652,885

資産除去債務 457,058 463,064

長期預り保証金 6,075,824 6,335,956

その他 652,815 636,675

固定負債合計 7,834,982 8,088,582

負債合計 11,599,286 11,961,619

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,796,907 2,796,907

資本剰余金 2,141,297 2,141,297

利益剰余金 25,439,237 25,740,781

自己株式 △120,326 △120,403

株主資本合計 30,257,116 30,558,583

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,011,101 1,180,056

その他の包括利益累計額合計 1,011,101 1,180,056

少数株主持分 7,465,824 7,542,529

純資産合計 38,734,042 39,281,168

負債純資産合計 50,333,328 51,242,788
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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３四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年11月30日) 

営業収入 19,538,920 19,826,135

営業費用 15,792,738 16,373,363

営業総利益 3,746,181 3,452,772

一般管理費 1,483,439 1,467,137

営業利益 2,262,742 1,985,634

営業外収益   

受取利息 21,964 21,140

受取配当金 37,706 42,210

デリバティブ評価益 20,182 41,814

その他 25,469 20,738

営業外収益合計 105,323 125,902

営業外費用   

支払利息 1,257 966

会員権評価損 － 4,650

その他 26,221 4,876

営業外費用合計 27,478 10,493

経常利益 2,340,586 2,101,044

特別利益   

補助金収入 39,911 14,931

収用補償金 － 11,227

投資有価証券売却益 － 8,863

受取補償金 18,093 －

その他 59,345 6,049

特別利益合計 117,350 41,072

特別損失   

減損損失 － 133,443

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 367,837 －

災害による損失 88,062 －

固定資産除却損 20,262 －

その他 124,037 5,300

特別損失合計 600,200 138,743

税金等調整前四半期純利益 1,857,736 2,003,372

法人税、住民税及び事業税 1,000,072 942,695

法人税等調整額 △140,259 △79,165

法人税等合計 859,813 863,530

少数株主損益調整前四半期純利益 997,923 1,139,842

少数株主利益 135,492 172,979

四半期純利益 862,431 966,863
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 四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年11月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 997,923 1,139,842

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △240,891 170,261

持分法適用会社に対する持分相当額 28,167 △1,140

その他の包括利益合計 △212,723 169,121

四半期包括利益 785,199 1,308,963

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 650,841 1,135,817

少数株主に係る四半期包括利益 134,357 173,145
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間(自  平成23年３月１日  至  平成23年11月30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. 「その他の事業」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、物販事業、介護事業、マ

リーナ事業、映画興行、保険事業を含んでおります。 

２. セグメント利益又は損失（△）の調整額△910,918千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用

△911,918千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連結財務諸表提出会社

及び連結子会社であるスバル興業㈱の総務、経理等管理部門にかかる費用であります。 

３. 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３四半期連結累計期間(自  平成24年３月１日  至  平成24年11月30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. 「その他の事業」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、物販事業、介護事業、マ

リーナ事業、映画興行、保険事業を含んでおります。 

２. セグメント利益の調整額△902,407千円は、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連結財務諸表提出会社及び連結子会社であるスバル興業㈱の総

務、経理等管理部門に係る費用であります。 

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. 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３四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

(単位：千円)

報告セグメント その他
の事業 
(注)１

合計
調整額 
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)３

不動産 
事業

飲食 
事業

道路
事業

計

売上高

 外部顧客への売上高 4,390,679 2,335,992 10,744,915 17,471,587 2,067,332 19,538,920 ― 19,538,920

 セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

212,902 ― 250 213,152 563,764 776,916 △776,916 ―

計 4,603,581 2,335,992 10,745,165 17,684,739 2,631,097 20,315,836 △776,916 19,538,920

セグメント利益 
又は損失（△）

2,213,997 65,457 897,464 3,176,919 △3,258 3,173,661 △910,918 2,262,742

(単位：千円)

報告セグメント その他
の事業 
(注)１

合計
調整額 
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)３

不動産 
事業

飲食 
事業

道路
事業

計

売上高

 外部顧客への売上高 4,477,378 2,528,449 10,695,356 17,701,183 2,124,951 19,826,135 ― 19,826,135

 セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

216,536 ― ― 216,536 596,653 813,190 △813,190 ―

計 4,693,914 2,528,449 10,695,356 17,917,720 2,721,605 20,639,326 △813,190 19,826,135

セグメント利益 2,031,438 101,208 751,744 2,884,391 3,651 2,888,042 △902,407 1,985,634

（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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