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1. 平成26年12月期第1四半期の連結業績（平成26年1月1日～平成26年3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 ％

26年12月期第1四半期 1,687 △0.9 △71 ― △108 ― △135 ―
25年12月期第1四半期 1,703 105.2 21 107.3 75 △0.0 51 △12.8

（注）包括利益 26年12月期第1四半期 △239百万円 （―％） 25年12月期第1四半期 407百万円 （△38.0％）

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

26年12月期第1四半期 △0.49 ―
25年12月期第1四半期 0.19 0.18

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年12月期第1四半期 21,169 12,055 56.6
25年12月期 21,678 12,288 56.4
（参考）自己資本 26年12月期第1四半期 11,988百万円 25年12月期 12,226百万円

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 
平成26年12月期の配当は未定とさせていただきます。 

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

25年12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
26年12月期 ―
26年12月期（予想） ― ― ― ―

3. 平成26年12月期の連結業績予想（平成26年 1月 1日～平成26年12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  

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) 3,570 5.4 45 ― △80 ― △95 ― △0.35
通期 7,710 9.1 320 ― 140 ― 20 ― 0.07



(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、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いません。 

※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）Ｐ３「（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 

※ 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 ： 有
③ 会計上の見積りの変更 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年12月期1Q 274,158,934 株 25年12月期 274,158,934 株
② 期末自己株式数 26年12月期1Q 166,923 株 25年12月期 166,423 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年12月期1Q 273,992,178 株 25年12月期1Q 273,997,888 株
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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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策と金融緩和策による景気の下支え効果を背景

に、緩やかな回復傾向を見せました。しかしながら、消費税率の引上げが個人消費に与える影響への懸念や、新興

国の成長率鈍化といった世界経済の波乱要因もあり、引続き予断を許さない状況が続いています。

そのようななか、当社グループにおける当第1四半期連結累計期間の連結業績は、売上高でほぼ前年同四半期並み

の1,687百万円（前年同四半期比0.9％減）となり、利益面では、宿泊事業部門において間接費を上回るだけの売上

総利益を確保することができず、また、霊園事業部門において営業損失を計上したこと等から、営業損失で71百万

円（前年同四半期は営業利益21百万円）となりました。また、外国為替相場が期末にかけ円高に進み営業外損益が

悪化したこと等により、経常損失は108百万円（前年同四半期は経常利益75百万円）、四半期純損失は135百万円（前

年同四半期は四半期純利益51百万円）となりました。

セグメント別の業績は以下のとおりです。

① 宿泊事業

宿泊事業部門におきましては、売上高はほぼ前年同四半期並みの1,512百万円となりましたが、利益面では主にホ

テル事業に関わる販管費の負担が大きく、営業損失は20百万円（前年同四半期は営業利益25百万円）となりました。

② 住宅等不動産開発事業

住宅等不動産開発事業部門におきましては、引続き入居率の維持確保と適宜適切な賃貸家賃の見直しに努めた結

果、売上高は前年同四半期をやや上回る74百万円（前年同四半期比3.2％増）となり、営業利益は41百万円（前年同

四半期比14.9％増）となりました。

③ 霊園事業

霊園事業部門におきましては、引続き販売は順調に推移し売上高はほぼ前年同四半期並みの100百万円（前年同四

半期比1.8％減）となったものの、利益面では、売上総利益率が低下したことから、営業損失は12百万円（前年同四

半期は営業利益1百万円）となりました。

④ 証券投資事業

証券投資事業部門におきましては、期末にかけ進んだ円高並びに香港株式市場の株安の影響等により、当社が保

有・運用する外貨建ての外国証券に係る為替差損および評価損失が発生し、営業損失は23百万円（前年同四半期は

営業利益16百万円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて2.3％減少し、21,169百万円となりました。

流動資産は、前連結会計年度末に比べて3.9％減少し、8,529百万円となりました。これは、現金及び預金が152百

万円、開発事業等支出金が128百万円減少したことなどによります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べて1.2％減少し12,532百万円となりました。これは、有形固定資産が84百万

円減少したことなどによります。

（負債）

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて2.9％減少し、9,114百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べて11.0％減少し、1,611百万円となりました。これは、未払金が111百万円

減少したことなどによります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べて1.0％減少し、7,502百万円となりました。これは、長期借入金が53百万

円、匿名組合出資預り金が19百万円減少したことなどによります。

（純資産）

当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べて1.9％減少し、12,055百万円となりまし

た。これは、為替換算調整勘定が103百万円減少したことなどによります。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

今後の業績見通しにつきましては、現時点で平成26年2月13日に公表いたしました平成26年12月期の業績予想に変

更はありません。

なお、今後の見通しにつきましては引き続き検討を行い、業績予想に関し修正の必要が生じた場合には、速やかに

お知らせいたします。

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(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

　該当事項はありません。

（２）四半期連結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。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

当社グループでは、貯蔵品の評価方法について、従来、主として先入先出法を採用しておりましたが、新システ

ム導入を機に、業務処理の迅速化・効率化の観点から業務の見直しを行った結果、主として移動平均法（一部の連

結子会社については最終仕入原価法）を採用することが妥当であると判断しました。なお、この変更による影響額

は軽微であるため、遡及適用は行っておりません。
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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25年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成26年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,324,851 1,172,747

売掛金 341,324 290,058

有価証券 394,020 370,424

貯蔵品 79,231 49,459

開発事業等支出金 6,308,783 6,180,419

その他 434,380 472,054

貸倒引当金 △3,216 △5,224

流動資産合計 8,879,374 8,529,938

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,143,513 4,079,045

車両運搬具（純額） 10,713 9,693

工具、器具及び備品（純額） 86,369 76,185

土地 3,306,726 3,306,726

住宅用賃貸不動産（純額） 4,694,178 4,685,088

有形固定資産合計 12,241,500 12,156,739

無形固定資産

借地権 5,000 5,000

商標権 4,814 4,689

ソフトウエア 31,297 29,219

電話加入権 364 364

無形固定資産合計 41,476 39,273

投資その他の資産

投資有価証券 87,238 89,559

長期貸付金 224,373 196,456

その他 85,443 50,714

投資その他の資産合計 397,055 336,731

固定資産合計 12,680,033 12,532,744

繰延資産 119,084 106,924

資産合計 21,678,491 21,169,606
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成26年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 284,829 251,049

短期借入金 30,000 -

1年内返済予定の長期借入金 214,379 213,670

未払金 839,939 728,223

未払費用 10,152 9,392

未払法人税等 34,359 10,566

賞与引当金 - 17,135

ポイント引当金 618 496

その他 396,373 380,756

流動負債合計 1,810,651 1,611,291

固定負債

長期借入金 4,166,927 4,113,692

匿名組合出資預り金 2,753,663 2,734,537

長期預り保証金 603,719 602,090

繰延税金負債 10,140 8,668

その他 44,527 43,911

固定負債合計 7,578,978 7,502,900

負債合計 9,389,630 9,114,191

純資産の部

株主資本

資本金 11,415,834 11,415,834

資本剰余金 5,105,960 5,105,960

利益剰余金 △2,832,550 △2,967,620

自己株式 △12,368 △12,392

株主資本合計 13,676,876 13,541,781

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 △1,450,026 △1,553,398

その他の包括利益累計額合計 △1,450,026 △1,553,398

新株予約権 53,648 59,858

少数株主持分 8,363 7,173

純資産合計 12,288,861 12,055,415

負債純資産合計 21,678,491 21,169,606
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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25年１月１日
　至 平成25年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年１月１日
　至 平成26年３月31日)

売上高 1,703,560 1,687,740

売上原価 1,143,216 1,192,939

売上総利益 560,343 494,801

販売費及び一般管理費 538,478 565,852

営業利益又は営業損失（△） 21,865 △71,051

営業外収益

受取利息 56 1,230

受取配当金 - 180

為替差益 96,878 19,221

消費税等免税益 17,217 -

その他 7,662 10,859

営業外収益合計 121,814 31,491

営業外費用

支払利息 17,826 23,929

持分法による投資損失 31,417 31,018

開業費償却 9,509 12,159

その他 9,005 1,567

営業外費用合計 67,758 68,676

経常利益又は経常損失（△） 75,921 △108,235

特別利益

投資有価証券売却益 1,817 -

特別利益合計 1,817 -

匿名組合損益分配前税金等調整前四半期純利益又は
純損失（△）

77,738 △108,235

匿名組合損益分配額 18,027 29,270

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

59,711 △137,506

法人税、住民税及び事業税 8,156 1,078

法人税等調整額 - △2,324

法人税等合計 8,156 △1,246

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

51,554 △136,260

少数株主損失（△） △424 △1,189

四半期純利益又は四半期純損失（△） 51,979 △135,070
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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25年１月１日
　至 平成25年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年１月１日
　至 平成26年３月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

51,554 △136,260

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,228 -

為替換算調整勘定 357,464 △103,371

その他の包括利益合計 356,236 △103,371

四半期包括利益 407,791 △239,632

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 408,215 △238,442

少数株主に係る四半期包括利益 △424 △1,189
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（３）四半期連結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。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成25年１月１日 至 平成25年３月31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

(単位：千円)

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書

計上額
(注)２宿泊事業

住宅等不動
産開発事業

霊園事業
証券投資
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 1,511,848 72,357 102,881 16,472 1,703,560 ― 1,703,560

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 1,511,848 72,357 102,881 16,472 1,703,560 ― 1,703,560

セグメント利益 25,941 36,042 1,725 16,472 80,183 △58,317 21,865

（注）１．セグメント利益の調整額△58,317千円は、各報告セグメントに配賦され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一般管理費であります。

２．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

該当事項はありません。

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成26年１月１日 至 平成26年３月31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

(単位：千円)

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書

計上額
(注)２宿泊事業

住宅等不動
産開発事業

霊園事業
証券投資
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 1,512,085 74,655 100,999 ― 1,687,740 ― 1,687,740

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 1,512,085 74,655 100,999 ― 1,687,740 ― 1,687,740

セグメント利益又は損失(△) △20,111 41,411 △12,640 △23,770 △15,110 △55,940 △71,051

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額△55,940千円は、各報告セグメントに配賦されない全社費用であ

ります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２．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損失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

　 該当事項はありません。
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