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(百万円未満切捨て)

１．平成30年２月期第１四半期の連結業績（平成29年３月１日～平成29年５月31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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年２月期第１四半期 1,002 0.0 128 14.7 148 14.8 105 6.3

29年２月期第１四半期 1,001 △3.0 111 19.4 129 19.7 99 12.2
(注) 包括利益 30年２月期第１四半期 305百万円(△37.5％) 29年２月期第１四半期 489百万円( －％)
　

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

30年２月期第１四半期 8.73 －

29年２月期第１四半期 8.21 －
　

　

（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 ％

30年２月期第１四半期 27,657 11,545 41.7

29年２月期 27,436 11,301 41.2
(参考) 自己資本 30年２月期第１四半期 11,545百万円 29年２月期 11,301百万円
　

　

　

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

29年２月期 － 0.00 － 5.00 5.00

30年２月期 －

30年２月期(予想) 0.00 － 5.00 5.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

　

３．平成30年２月期の連結業績予想（平成29年３月１日～平成30年２月28日）

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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) 2,009 △0.6 222 △7.9 244 △6.5 166 △4.0 13.71

通期 4,105 △0.1 469 △6.9 493 △5.7 334 △3.5 27.59
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 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)

新規 －社（社名） 、除外 －社（社名）
　

　

（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) 30年２月期１Ｑ 12,170,000株 29年２月期 12,170,000株

② 期末自己株式数 30年２月期１Ｑ 66,188株 29年２月期 66,048株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年２月期１Ｑ 12,103,882株 29年２月期１Ｑ 12,106,063株
　

　

※ 四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
　業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績等は今後様々
な要因によって予想数値と異なる場合があります。業績予想の背景、前提条件等につきましては、添付資料２ペ
ージ「(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。
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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、好調な企業収益を背景に雇用・所得環境の改善が見られるな

ど、全体としては緩やかな回復基調で推移いたしました。

このような情勢のもと、当社グループにおきましては、当第１四半期連結累計期間における売上高は1,002,251千

円(前年同期比0.0％増)、営業利益は128,318千円(前年同期比14.7％増)、経常利益は148,570千円(前年同期比14.8％

増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は105,669千円(前年同期比6.3％増)となりました。

これをセグメント別にみると、不動産賃貸事業については、売上高はほぼ前年同期並みの476,313千円(前年同期比

0.7％増)、セグメント利益は205,885千円(前年同期比0.9％増)となりました。

食堂・飲食事業については、前連結会計年度にケータリング事業を縮小したことにより、売上高は193,548千円(前

年同期比6.3％減)となったものの、製造部門集約化の効果により、セグメント利益は14,319千円(前年同期はセグメ

ント損失3,311千円)となりました。

売店事業については、売上高は332,389千円(前年同期比3.1％増)、セグメント利益は34,835千円(前年同期比0.6％

増)となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ221,365千円増加し、27,657,714千円と

なりました。

(資産)

流動資産は、前連結会計年度末に比べ61,682千円増加し、1,151,028千円となりました。主な要因は、現金及び

預金の増加であります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べ159,683千円増加し、26,506,685千円となりました。主な要因は、有形固

定資産の減価償却等による減少及び投資有価証券の時価評価による増加であります。
　

(負債)

流動負債は、前連結会計年度末に比べ61,693千円減少し、1,372,280千円となりました。主な要因は、1年内返

済予定の長期借入金の減少及び未払金の増加であります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ38,751千円増加し、14,739,609千円となりました。主な要因は、流動負

債への振替による長期前受金の減少及び繰延税金負債の増加であります。
　

(純資産)

純資産は、前連結会計年度末に比べ244,306千円増加し、11,545,824千円となりました。主な要因は、投資有価

証券を時価評価したことによるその他有価証券評価差額金の増加及び利益剰余金の増加であります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期業績予想につきましては、平成29年４月13日に発表した業績予想を変更しておりません。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年２月28日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 977,708 1,019,228

受取手形及び売掛金 23,135 36,656

たな卸資産 33,472 37,716

繰延税金資産 16,071 18,798

その他 39,224 39,063

貸倒引当金 △266 △434

流動資産合計 1,089,346 1,151,028

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 10,242,271 10,128,376

土地 6,238,098 6,238,098

その他（純額） 225,975 216,754

有形固定資産合計 16,706,344 16,583,229

無形固定資産

借地権 2,613,299 2,613,299

商標権 226 211

施設利用権 11,908 11,636

ソフトウエア 5,143 4,428

無形固定資産合計 2,630,577 2,629,574

投資その他の資産

投資有価証券 6,426,080 6,714,432

長期前払費用 495,281 490,731

その他 91,411 91,411

貸倒引当金 △2,694 △2,694

投資その他の資産合計 7,010,079 7,293,881

固定資産合計 26,347,002 26,506,685

資産合計 27,436,348 27,657,714
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年２月28日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年５月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 203,115 195,277

1年内返済予定の長期借入金 626,000 471,750

未払金 78,906 141,032

未払法人税等 53,927 21,294

前受金 399,009 420,926

賞与引当金 22,854 30,369

その他 50,160 91,631

流動負債合計 1,433,973 1,372,280

固定負債

長期未払金 115,770 115,770

長期前受金 13,200,018 13,126,816

繰延税金負債 1,249,236 1,363,924

退職給付に係る負債 54,818 57,866

長期預り保証金 75,774 71,201

その他 5,238 4,029

固定負債合計 14,700,857 14,739,609

負債合計 16,134,830 16,111,889

純資産の部

株主資本

資本金 2,365,180 2,365,180

資本剰余金 3,256,671 3,256,671

利益剰余金 3,638,338 3,683,488

自己株式 △291,630 △292,338

株主資本合計 8,968,559 9,013,000

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,332,958 2,532,823

その他の包括利益累計額合計 2,332,958 2,532,823

純資産合計 11,301,517 11,545,824

負債純資産合計 27,436,348 27,657,714
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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28年３月１日
　至 平成28年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年３月１日
　至 平成29年５月31日)

売上高 1,001,802 1,002,251

売上原価 751,233 731,800

売上総利益 250,568 270,450

販売費及び一般管理費

人件費 79,317 82,282

賞与引当金繰入額 7,876 8,055

退職給付費用 4,558 1,930

租税公課 4,760 8,007

減価償却費 1,650 1,672

その他 40,579 40,184

販売費及び一般管理費合計 138,743 142,132

営業利益 111,825 128,318

営業外収益

受取利息 21 8

受取配当金 19,661 19,661

その他 2,310 3,614

営業外収益合計 21,992 23,283

営業外費用

支払利息 3,819 1,914

その他 602 1,117

営業外費用合計 4,422 3,032

経常利益 129,395 148,570

税金等調整前四半期純利益 129,395 148,570

法人税、住民税及び事業税 19,999 19,425

法人税等調整額 9,947 23,474

法人税等合計 29,947 42,900

四半期純利益 99,448 105,669

親会社株主に帰属する四半期純利益 99,448 105,669
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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28年３月１日
　至 平成28年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年３月１日
　至 平成29年５月31日)

四半期純利益 99,448 105,669

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 389,588 199,865

その他の包括利益合計 389,588 199,865

四半期包括利益 489,037 305,535

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 489,037 305,535
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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。

（追加情報）

　 (繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日)を当第１四

半期連結会計期間から適用しております。

（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28年３月１日 至 平成28年５月31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

(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

不動産
賃貸事業

食堂・飲食
事業

売店事業 計

　売上高

外部顧客への売上高 472,801 206,568 322,432 1,001,802 － 1,001,802

セグメント間の内部売上高
又は振替高

43,195 283 127 43,606 △43,606 －

計 515,996 206,852 322,559 1,045,408 △43,606 1,001,802

セグメント利益又は損失(△) 204,072 △3,311 34,634 235,396 △123,571 111,825

(注)１ セグメント利益又は損失(△)の調整額△123,571千円は、セグメント間取引消去△5,484千円、各報告セグ

メントに配分していない全社費用△118,086千円であります。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利益と調整を行っております。

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成29年３月１日 至 平成29年５月31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

(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

不動産
賃貸事業

食堂・飲食
事業

売店事業 計

　売上高

外部顧客への売上高 476,313 193,548 332,389 1,002,251 － 1,002,251

セグメント間の内部売上高
又は振替高

44,564 180 214 44,958 △44,958 －

計 520,877 193,728 332,603 1,047,210 △44,958 1,002,251

セグメント利益 205,885 14,319 34,835 255,040 △126,722 128,318

(注)１ セグメント利益の調整額△126,722千円は、セグメント間取引消去△4,684千円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△122,038千円であります。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。
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