
１．18年9月中間期の連結業績（平成18年4月1日～平成18年9月30日） 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  18円55銭 

※ 上記に記載した予想数値は、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、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

なお、上記予想に関する事項は添付資料の８ページを参照して下さい。 

    (財)財務会計基準機構会員

平成１９年３月期 中間決算短信（連結）  平成18年11月13日

上場会社名  リゾートソリューション株式会社 上場取引所 東証 第１部 

コード番号     ５２６１ 本社所在都道府県     東京都 

(URL http://www.resort-solution.co.jp) 

代  表  者 役職名 代表取締役社長 氏名 平田 秀明

問合せ先責任者 役職名 取締役経営企画部長 氏名 谷 泰志 ＴＥＬ(03)3344－8811 

決算取締役会開催日 平成18年11月13日 

親会社等の名称 三井不動産株式会社（コード番号：8801） 親会社等における当社の議決権所有比率 40.4％

米国会計基準採用の有無   無       

(1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

 売上高 営業利益 経常利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年9月中間期 13,192 6.6 929 66.7 1,002 74.3 

17年9月中間期 12,374 11.0 557 21.9 575 37.1 

18年3月期 24,783  1,266  1,312  

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間
(当期)純利益 

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益 

 百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年9月中間期 588 124.7 10 40 － －

17年9月中間期 261 29.1 4 63 － －

18年3月期 1,146  20 08 － －

(注)①持分法投資損益 18年9月中間期 －百万円 17年9月中間期 －百万円 18年3月期 －百万円

②期中平均株式数(連結) 18年9月中間期 56,601,082株 17年9月中間期56,610,941株 18年3月期 56,607,861株

③会計処理の方法の変更 有 

④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。 

(2）連結財政状態  
 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

18年9月中間期 30,192 6,438 21.3 113 75 

17年9月中間期 31,677 5,663 17.9 100 04 

18年3月期 31,397 6,142 19.6 108 34 

(注)期末発行済株式数(連結) 18年9月中間期 56,599,797株 17年9月中間期56,609,728株 18年3月期 56,602,332株

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

 
営業活動による 
キャッシュ・フロー 

投資活動による
キャッシュ・フロー 

財務活動による
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円

18年9月中間期 472 △635 △352 3,543 

17年9月中間期 4,835 △1,749 △3,831 5,770 

18年3月期 4,572 △2,155 △4,874 4,058 

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数 ９社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 －社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結（新規） －社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．19年3月期の連結業績予想（平成18年4月1日～平成19年3月31日）  

 売上高 経常利益 当期純利益 

  百万円 百万円 百万円

通 期 26,500  2,200  1,050  
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１．企業集団の状況 

 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社、子会社11社、その他の関係会社2社により構成されており、運

営事業、開発事業、福利厚生事業、リゾート関連事業及びこれらに付帯するサービス等を行っているほか、パイプ関連

事業を行っております。 

 当中間連結会計期間から事業の種類別セグメントを変更しております。変更の内容については、「４.中間連結財務

諸表等 注記事項 ④セグメント情報」に記載のとおりであります。 

 当社・関係会社及び関連当事者の当該事業にかかる位置付け並びに事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおり

であります。 

 なお、事業区分は事業の種類別セグメントと同一であります。 

 （注）㈱ＳＥＥＤ３３０は、平成18年7月1日付をもって㈱ＳＥＥＤに商号変更しております。 

事業区分 事業内容及び主要製品 主要な会社 

運営事業 

リゾート施設の運営 

ホテルの運営 

ゴルフ場の運営 

ゴルフ場及びホテル等の経営 

デューデリジェンス業務 

運営コンサルティング業務 

ゴルフ場及びホテル等の施設管理 

ゴルフ場のコース管理 

レジャー用品の販売 

当社 

ジャパンホテルマネジメント㈱ 

㈱ジャパンゴルフマネジメント 

日本土地改良㈱ 

エム・アール・エス㈱ 

㈱ＳＥＥＤ（注）1 

㈱那須ハイランドゴルフ 

大熱海国際ゴルフ㈱ 

開発事業 
ゴルフ場・ホテル等のデューデリジェンス業務 

ゴルフ場・ホテル等の投資再生事業 

当社 

福利厚生事業 

カフェテリア方式の福利厚生サービス 

「ライフサポート倶楽部」の販売 

国内・海外旅行の販売 

当社 

リゾート関連事業 

ゴルフ会員権の販売 

リゾートマンション・別荘等の販売及び仲介 

リゾート施設会員権等の販売 

リゾート施設の企画及び開発 

当社 

日本土地改良㈱ 

プリシアンクラブ㈱ 

パイプ関連事業 強化プラスチック複合管及びその関連商品の製造・販売 日本ホーバス㈱ 
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以上の企業集団等について図示すると次のとおりであります。 

運営事業・開発事業・福利厚生事業・リゾート関連事業 

そ の 他 の 関 係 会 社 

パ イ プ 関 連 事 業 

［パイプの製造・販売会社］ 
※１ 日本ホーバス㈱ 

［ゴルフ場のコース管理会社］ 
※１ ㈱ＳＥＥＤ 

［ゴルフ場・ホテル等の施設管理会社］ 
※１ エム・アール・エス㈱ 施設管理業務の委託 

運 営 事 業 

［ゴルフ場及びホテル等経営会社］ 
※１ 日本土地改良㈱ 

当 社 の 子 会 社 

［ゴルフ場の運営会社］ 
※１ ㈱ジャパンゴルフマネジメント 運営業務の委託 

［ゴルフ場経営会社］ 
※１ ㈱那須ハイランドゴルフ 

運営業務の受託 

リ ゾ ー ト 関 連 事 業 

［リゾート施設会員権等の販売会社］ 
※１ プリシアンクラブ㈱ 

［リゾートマンション等の販売会社］ 
※１ 日本土地改良㈱ 

会 員 権 の 仕 入 

不 動 産 の 仕 入 

事 業 協 力 
［総合不動産会社］ 
※２ 三井不動産㈱ 

［ホテルの運営会社］ 
※１ ジャパンホテルマネジメント㈱ 運営業務の委託 

運営業務の受託 ［ゴルフ場経営会社］ 
※１ 大熱海国際ゴルフ㈱ 

事 業 協 力 
［総合エンタテインメント事業］ 
※２ コナミ㈱ 

リ

ゾ

ー

ト

ソ

リ

ュ

ー

シ

ョ

ン

㈱

（主   要   な   取   引） （関  係  会  社） 

 (注) ※１ 連結子会社 
※２ その他の関係会社 
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２．経営方針 

１．会社の経営の基本方針 

 当社グループは、市場環境の変化を先取りし、時代のニーズに適応した商品やサービスをお客様に提供するため、

常に新しいテーマに取組むことを会社の基本方針としております。 

２．会社の利益配分に関する基本方針 

 当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要政策と認識し、将来の事業展開と内部留保による財務体質の充

実等を勘案したうえ、安定的な配当を継続的に実施していくことを基本方針としております。 

 なお、内部留保金につきましては、市場競争力の維持・向上、新規成長分野への投資等に効率的に充当することと

しております。 

３．投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

 投資単位の引下げは、個人投資家の株式市場への参加を促進し、株式市場活性化のための有用な施策であると認識

しております。投資単位引下げにかかる施策につきましては、業績、市場等を勘案し、費用及び効果を検討したうえ

で、慎重に対応してまいりたいと考えております。 

４．中期的な会社の経営戦略と対処すべき課題 

（1）投資を伴わないアウトソーシング受託事業の拡大 

  ホテル施設の運営事業、ゴルフ場施設の運営事業および福利厚生事業を主力事業として、投資を伴わない事業

領域を伸長・事業拡大してまいります。 

① ホテル、ゴルフ場運営事業の推進 

 当社グループは、ホテルおよびゴルフ場各施設の立地等諸条件を踏まえた現在の競争力および将来のポテン

シャルを的確にマーケティングを行い、適切な評価を行いながら、運営施設の受託を拡大してまいります。ま

た、運営現場においては、直営事業で培った経営ノウハウおよび運営管理ノウハウを活かし、コスト管理と同

時に、顧客志向・顧客フォローを徹底することによるリピーター獲得により、安定的に高い収益を目指してま

いります。 

また、ホテル運営事業については、これまでのビジネスタイプホテル、企業等の保養所をリゾート＆ステイホ

テルとして再生する「Ｒ＆Ｓホテル」を一層事業拡大させるとともに、旅館などの様々な宿泊施設の運営につ

いても機会獲得に注力し、展開して参りたいと考えております。 

② 福利厚生事業の推進 

 当社グループが提案する福利厚生代行サービス「ライフサポート倶楽部」は利用実績に応じて料金を徴収す

る、業界初の「会費精算システム」を採用しており、合理的な料金システムとして高い評価を得ております。

今後も、各分野で専門のノウハウを持つ外部企業との提携や独自のメニュー開発を強化することで、更なる会

員拡大を図り、本事業の伸長を推進してまいります。 

（2）開発事業の推進 

 ホテル施設、ゴルフ場施設の運営等で蓄積したノウハウにより、運営受託だけでなく、コンサルティング、デ

ューデリジェンスおよび運営支援など幅広いサービスを拡大、発展させてまいります。また、施設取得後、バリ

ューアップし売却を行う投資再生事業についても、マーケットの動向を的確に捉えながら推進してまいります。

（3）三井不動産株式会社との事業協力の推進 

 預かり資産の拡大による「マネジメント事業」の伸長、強化を目指す三井不動産株式会社と、運営受託事業の

更なる拡大を目指す当社とは、事業戦略、成長戦略の方向性が一致し、両者の目指す事業の拡大を通じ、中長期

的な企業価値向上に向け協力体制を引き続き強化してまいります。 

（4）コナミ株式会社との事業協力の推進 

 国内最大のスポーツクラブ組織を傘下に有するコナミ株式会社と本年３月に資本提携・事業提携を行いまし

た。今後、双方の強みを活かした「施設の共同開発」「施設の共同運営または運営の相互委託」「両社の会員に

よる施設の相互利用」「両社によるアクティブシニア向け商品の開発」「施設予約サービスの展開」などにつき

事業連携の検討と実現を目指してまいります。 
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（5）リゾート関連事業の積極的な推進 

 成熟社会を向かえ、リゾートに対するニーズも多様化する中、当社グループでは、お客様１人１人にフィット

するリゾートプランを提案する「リゾートライフプランナー」として、個人向け会員制リゾートクラブ「ドラマ

チックリゾート」の販売やゴルフおよびリゾート会員権の仲介から健康・スポーツ・やすらぎをテーマとした

「アクティブエイジ・コミュニティ」開発計画の推進および「ゴルフヴィラ事業」の開始など、リゾート関連事

業の積極的な拡大を図ります。 

（6）当社グループ会員向け商品・サービスの販売展開 

 当社グループには、福利厚生代行サービス「ライフサポート倶楽部」会員、ゴルフ３３０会員、ホテル３３０

会員、Ｒ＆Ｓホテル会員ほか多数の会員の登録を頂いております。この登録いただいた会員の皆様を対象とし

て、当社グループ施設関連サービスあるいは物販などの、質の高く、お得な商品を提供するビジネスを展開いた

します。 
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３．経営成績及び財政状態 

１．経営成績 

(1）当中間連結会計期間の概況 

  平成19年3月期中間業績につきましては、ゴルフ場・ホテル等の運営事業、福利厚生のアウトソーシング事業、リ

ゾート関連事業は順調に推移いたしました。また、前期から開始しました“投資再生ビジネス”も順調に実績を上

げ全般的に好調に推移いたしました。 

  この結果、売上高13,192百万円（前年同期比6.6％増）、経常利益1,002百万円（前年同期比74.3％増）当期純

利益588百万円（前年同期比124.7％増）と大幅に利益伸張いたしました。 

 事業の種類別セグメントの業績は、次の通りであります。 

＜運営事業＞ 

 ①ゴルフ運営事業 

   ゴルフ運営事業につきましては、直営ゴルフ場で培ったノウハウを活かし、コンサルティング業務、デューデ

リジェンス業務、運営受託業務などゴルフ場にかかわるすべての充実したサービスを継続して提供してまいりま

した。コース管理業務は、規模のメリットと科学的なコスト管理手法の導入により、高品質、低コストの運営管

理を維持継続してまいりました。 

 当中間連結会計期間は、新たに「矢吹ゴルフ倶楽部」（福島県）を取得し、温泉付「ホテル作州武蔵」が付帯

している「作州武蔵カントリー倶楽部」（岡山県）と「長崎国際ゴルフ倶楽部」（長崎県）の２つのコースの運

営を受託し事業拡大いたしました。 

 当社グループの各ゴルフ場個々の会員制度を「リソル会員」として包括し一段と会員組織の活性化を図ってま

いりました。 

 また、株式会社コナミスポーツ＆ライフと提携しコナミスポーツ会員100万人のゴルフ場への集客提携も実施

し、会員相互の施設利用を充実してまいりました。 

 ②ホテル運営事業 

   ホテル運営事業につきましては、直営ホテル、リゾートで培ったノウハウを活かし運営受託業務、運営支援業

務などの広範な事業展開いたしました。従来のホテルにとどまらず、新たに旅館再生ビジネスに着手し「かたく

ら諏訪湖ホテル」（長野県）の運営支援を実施してまいりました。 

 ホテル運営においては、従来から運営を受託している「ホテル３３０」シリーズより、高品質ホテルの運営受

託を「ホテルトリニティ」シリーズとして開始し、その第１弾として「ホテルトリニティ横須賀」（神奈川県、

地上21階、160室）を４月に開業いたしました。また、札幌を代表するシンボルストリートの大通公園に面したビ

ジネス・観光に最適の立地に、地上14階地下１階・総客室300室超の高品質ホテル（仮称ホテルトリニティ札幌）

の建設と運営受託について、土地所有者と基本合意を締結いたしました。同ホテルは11月着工、平成20年開業を

予定しております。 

 企業の保養所をリゾート＆ステイホテル（Ｒ＆Ｓ）として活用するＲ＆Ｓホテルシリーズでは新たに「Ｒ＆Ｓ

ホテル館山マリンサイド」（千葉県）「Ｒ＆Ｓホテル箱根ｍｙ強羅」（神奈川県）を順次オープンし、施設数は

42箇所に増加し、会員数は５千名を超えました。更に施設数を充実させ施設総数100ヶ所を目指し、開発プロジェ

クトを始動し施設数は順調に増加しております。 

 以上の結果、本セグメントの売上高は8,288百万円（前年同期比13.8％増）、営業利益は650百万円（前年同期

比16.1％増）となりました。 

＜開発事業＞ 

   開発事業についてはゴルフ場、ホテル、旅館、保養所等のリゾート再生ビジネスのパイオニアとしてコンサル

ティング業務、デューデリジェンス業務にとどまらず、運営指導や運営受託の効果を早期に達成するため資産を

一時的に当社グループに移転し、当社グループ独自の運営・管理ノウハウを注入し、収益改善（バリューアッ

プ）する再生ビジネスを展開してまいりました。当社グループが、バリューアップを早期に実現できる最大の強

みは、運営事業や福利厚生事業の会員約350万人を主体とする送客システムと、合理化による経費削減によるもの

です。 

 当中間連結会計期間は、バリューアップ後に三重県と北海道のゴルフ場を運営・管理は継続したまま、当社が

出資するファンドなどに所有権を移転いたしました。 

 以上の結果、本セグメントの売上高は960百万円（前年同期比％14.7減）、営業利益は579百万円（前年同期比

120.7％増）となりました。 
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＜福利厚生事業＞ 

   法人の年会費方式よる「ライフサポート倶楽部」は既存契約先の更新と新規契約の追加により、当中間連結会

計期間も確実に契約法人数が増加いたしました。特に、当社グループ最大の特色である直営施設数が業界最大と

いう優位性を活かした利用プランの提案をし、直営施設を格安価格で利用できる当社グループにしかできない

「ベーシック直営プラン」を充実し販売いたしました。 

 宿泊施設、ゴルフ、スポーツクラブ、医療・介護サービス等多種多様な8,000を越えるメニューも一段と充実度

合いが増し、また会員専用ホームページ＜メンバーズナビ＞を全面リニューアルし検索性が向上し利用し易くな

ったとのご好評をいただきました。下期には、ホームページと予約システムのデータを一元化しインターネット

でリアルタイム予約ができるようにいたします。 

 業界初の、利用実績に応じて未利用分の年会費をお戻しする「年会費精算システム」は誠実なシステムとして

高い評価をいただいております。 

 以上の結果、本セグメントの売上高は1,105百万円（前年同期比6.6％増）、営業利益は8百万円（前年同期比

91.6％減）となりました。 

＜リゾート関連事業＞ 

 ①リゾート会員権・リゾートリビング事業 

   当中間連結会計期間には団塊世代のリタイアを見据え、タイムシェア方式で自由に利用できる別荘として自社

ブランドのリゾートクラブ「ヴィラリゾート」の販売を開始しました。温泉付の「ヴィラリゾート箱根強羅」

（神奈川県）眺望や温泉が楽しめる「パノーラヴィラ熱海桜沢」（静岡県）「パノーラヴィラ伊豆赤沢」（静岡

県）「パノーラヴィラ八ケ岳」（長野県）、高原の爽やかさを満喫できる「フォレストヴィラ伊豆高原」（静岡

県）、東シナ海の美しい与論島の海と自然に囲まれた「マリンヴィラヨロン」（鹿児島県）を４月に販売開始

し、７月には「久慈ガーデンゴルフクラブ」（茨城県）のコースの中に温泉付別荘の利用権と同クラブのゴルフ

会員権を組合せた新しいタイプのリゾートクラブ「ゴルフヴィラ久慈ガーデン」（茨城県）の第１次販売を開始

いたしました。 

 また、11月にはゴルフ場の中の温泉付別荘とゴルフ会員権を組合せたスパ＆ゴルフリゾートとして「ゴルフヴ

ィラ久慈ガーデン」の第２次販売を開始しいたします。 

 ポイントを使って8,000を超える旅行や生活支援のメニューを会員特別料金で利用できる、アクティブシニア向

けのリゾート会員権「ドラマチックリゾート」の販売も好調に推移いたしました。また企業の保養所等を取得

後、別荘地等に転用し売却いたしました。 

 ②ゴルフ会員権事業 

   今までお取引いただいたお客様に対する再取引の働きかけはもとより、特に法人のお客様を「法人クラブ」と

してメールマガジンの配信を開始し、法人需要の掘り起こしに努めました。また、見やすいとご好評のインター

ネット取引は順調に登録数が増加し利益確保に寄与いたしました。 

 以上の結果、本セグメントの売上高は2,037百万円（前年同期比0.9％減）、営業利益は66百万円（前年同期は6

百万円の営業損失）となりました。 

＜パイプ関連事業＞ 

 ①パイプ部門は競合会社との価格競争激化に伴う販売価格下落による受注量減少は避けられない状況で推移する

中、徹底したスリム化体質への変革実施と受注生産の徹底を図りましたが、主原材料費高騰と受注遅延により黒

字化には至りませんでした。 

 ②リニューアル商品は、ＪＲで本格的に消雪管納入がスタートし利益に寄与することができました。インフラで新

規採用された管水路リニューアル（更生工法管）受注は下期へずれ込みましたが受注残を確保しました。環境対

応商品は当社オリジナル新工法により、新規で大手ゼネコンの大型物件に参入することになり下期から拡販する

ための事業体制を整えることができました。 

   以上の結果、本セグメントの売上高は799百万円（前年同期比8.2％減）、営業損失31百万円（前年同期は155百

万円の損失）となりました。 

＜その他＞ 

  新しい法令の制定、金融市場からの評価、株主様からのご要望を受けこれまでとは異なる視点からコーポレー

トガバナンスが必要であるとの認識のもと、企業価値向上のために新たに経営企画部とコンプライアンス室を設

置しガバナンス、リスク、コンプライアンス戦略について積極的に充実をはかりました。 

- 連結7 -



(2）通期の見通し 

  

 当社グループは、成熟社会を迎え、ライフスタイルに対する意識も大きく変化する中、市場のニーズに対応した

商品やサービスをお客様に提供するため、常に新しいテーマに取り組み、顧客の創造に努める所存でございます。 

  

 通期の連結業績予想といたしましては、各事業部門の収益向上に向けた諸施策の推進により、売上高26,500百万

円、経常利益2,200百万円、当期純利益1,050百万円を予定しております。 

（連結） （単位：百万円） 

 売上高 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

平成19年３月期 26,500 2,200 1,050 18円55銭 

平成18年３月期 24,783 1,312 1,146 20円08銭 

増減率（％） 6.9 67.7 △8.4   

（個別） （単位：百万円） 

 売上高 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

平成19年３月期 21,000 1,850 800 14円13銭 

平成18年３月期 18,975 1,324 354 6円09銭 

増減率（％） 10.7 39.7 126.0   
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２．財政状態 

 当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動による資金

の増加472百万円、投資活動による資金の減少635百万円、財務活動による資金の減少352百万円により、 

当中間連結会計期間期首残高より515百万円減少いたしました。 

その結果当中間連結会計期間末は3,543百万円（前年同期比では38.6％減）となりました。 

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞ 

 当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は、472百万円（前年同期比4,363百万円減少）となりまし

た。これは主に税金等調整前中間純利益1,117百万円、減価償却費252百万円及び売上債権の減少額702百万円よる収

入があったものの、仕入債務の減少額458百万円及びその他負債の減少額1,010百万円があったこと等によるもので

す。 

＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞ 

 当中間連結会計期間における投資活動による資金の減少は、635百万円（前年同期1,749百万円減少）となりまし

た。これは主に有形固定資産の売却による収入が146百万円あったものの、有形固定資産の取得による支出が551百万

円及び貸付による支出が195百万円あったこと等によるものです。 

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞ 

 当中間連結会計期間における財務活動により使用した資金は、352百万円（前年同期3,831百万円減少）となりまし

た。これは主に配当金の支払が278百万円及び長期及び短期借入金が64百万円純減したこと等によるものです。 

＜キャッシュ・フロー指標のトレンド＞ 

  

 ※ 自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により計算しております。 

３．営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しており

ます。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象とし

ております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

 
平成15年3月期 平成16年3月期 平成17年3月期 平成18年3月期  

平成19年3月 

中間期 

自己資本比率（％） 22.6 22.5 20.3 19.6 21.3 

時価ベースの自己資本比率（％） 56.0 85.9 95.1 105.0 79.7 

債務償還年数（年） 13.2 2.1 7.9 0.3 3.2 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 2.2 12.6 3.6 75.4 13.1 
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 ３．事業等のリスク 

 当社グループの経営成績、財務状態等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには、以下のようなものがあります。 

 必ずしもリスクに該当しない事項についても、投資判断上、あるいは、当社グループの事業活動を理解する上で重

要であると考えられる事項については、投資家に対する情報開示の観点から積極的に開示しております。 

 当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存でありま

す。 

 なお、将来の予測に関する事項につきましては、当中間連結会計期間末において判断したものであります。 

(1)天候・災害について 

 当社が運営するゴルフ場、ホテル等の直営施設におきましては、季節に合わせた割安の企画・プランを提案するこ

とにより、常に施設稼動率の向上に努めております。また、コスト面におきましては、経費の変動費化や施設人員の

生産性向上の徹底を図るなど、稼働率が低下した場合でも収益を確保できるよう対策を講じておりますが、長期に亘

る天候不順、事業運営に支障をきたす大規模な災害等が発生し、施設の稼働率が大幅に低下した場合は、当社の業績

に影響を与える可能性があります。 

(2)原材料の市況変動の影響について 

 当社グループのパイプ関連事業におきましては、製品の原材料として、樹脂・ガラス・珪砂等を使用しておりま

す。これらの原材料の市況価格が上昇する場合は、取引業者より価格引上げの要請を受ける可能性があります。当社

グループは、原材料の市況状況に留意しながら価格交渉を行い、コスト低減に努めておりますが、市況価格が大幅に

高騰する場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

(3)競合等について 

 当社が展開する福利厚生代行サービス事業には、有力な競合会社が多数存在しております。競合各社は、それぞれ

本業での経験や実績、ブランド力を柱に積極的な営業展開を図っております。 

 当社は、全国に展開するゴルフ場・ホテルなどの直営施設や、各企業との提携による企画・メニューの開発をはじ

め、長年のリゾート事業で培ってきた顧客基盤・ネットワーク等の活用により、競合他社との差別化を図り競争力を

強化しております。 

 外部企業との提携が円滑に進まず、魅力あるメニューが継続的に開発できない場合、有力企業の当事業への新たな

参入を含め競争が激化し、厳しい価格競争に陥った場合は、当社の事業優位性を維持できない可能性があり、当社の

業績に影響を及ぼす恐れがあります。 

(4)個人情報の管理について 

 当社グループは、運営事業・福利厚生事業・リゾート関連事業の各事業部門において、業務の性格上、多数のお客

様情報を保有しております。当社グループでは、個人情報の取扱いについては常にセキュリティーシステムの改善に

努めるとともに、情報へのアクセス者の制限や情報取扱に関する社員教育の徹底を図るなど、内部管理体制を強化し

ております。現在まで顧客情報の流出による問題は発生しておりませんが、今後、情報が流出した場合は、当社グル

ープに対する信用を失うこととなり、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

(5)アスベスト健康障害に関する対応について 

  昨今、社会問題となっているアスベスト問題に関しては、1995年に青石綿、2004年に白石綿が法改正によって原

則使用禁止されました。当社は、ミサワホーム株式会社の資本傘下以前の日本セメント株式会社（現、太平洋セメン

ト株式会社）傘下時代に石綿管事業を営業しておりましたが、大宮工場を1981年、高松工場を1982年、鳥栖工場を

1985年にそれぞれ閉鎖し、1985年をもって石綿管事業から全面撤退しております。アスベスト問題におけるリスクの

度合いは不透明な状況でありますが、今後国の政策等を踏まえ、地方行政および関連団体等との情報交換を行いなが

ら対応して参ります。 

①国、地方行政および関連団体等へ情報提供等の協力をしております。 

②元従業員に対し健康診断を当社の負担で実施しております。 

③元従業員のアスベストが原因と思われる疾病の方および死亡された方に対し補償を行っております。 

  尚、元従業員（労災認定者）の補償金の支出に備えるため「従業員特別補償引当金」を設定しております。 

⑤大宮工場、高松工場及び鳥栖工場の旧工場周辺住民の皆様からの問合せや苦情は現況ありません。 

⑥平成17年8月、佐賀県によって鳥栖工場跡地の大気検査が実施され、「周辺環境に影響がない」と公式に発表され 

  ました。 

⑦平成18年3月施行された「石綿新法」の影響は現況において不明であります。 
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４．中間連結財務諸表等 
(1) 中間連結貸借対照表 

  
前中間連結会計期間末 
(平成17年9月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年9月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年3月31日) 

対前期比

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減
（千円） 

（資産の部）            

Ⅰ 流動資産            

１ 現金及び預金   5,920,112   3,693,168   4,208,683  △515,514

２ 受取手形及び売掛金 
※
1,6  1,487,501   1,203,746   1,886,055  △682,309

３ たな卸資産 ※３  2,727,223   2,738,031   2,946,391  △208,359

４ その他 ※１  1,551,252   2,366,929   2,393,660  △26,730

流動資産合計   11,686,090 36.9  10,001,875 33.1  11,434,790 36.4 △1,432,914

Ⅱ 固定資産            

１ 有形固定資産 ※２           

(1）建物及び構築物 ※３ 5,430,819   5,655,270   5,351,906    

(2）土地 ※３ 9,513,546   9,578,490   9,512,881    

(3）その他 ※３ 598,022 15,542,388 49.1 577,778 15,811,538 52.4 675,723 15,540,511 49.5 271,027

２ 無形固定資産            

 (1）連結調整勘定  1,277,333  －  1,102,419   

 (2）のれん  －  1,071,403  －   

  (3）その他  255,373 1,532,706 4.8 249,625 1,321,028 4.4 251,463 1,353,883 4.3 △32,854

３ 投資その他の資産 
※
1,3  2,915,987 9.2  3,057,693 10.1  3,068,203 9.8 △10,510

固定資産合計   19,991,082 63.1  20,190,260 66.9  19,962,598 63.6 227,661

資産合計   31,677,172 100.0  30,192,136 100.0  31,397,389 100.0 △1,205,252
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前中間連結会計期間末 
(平成17年9月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年9月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年3月31日) 

対前期比

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減
（千円） 

（負債の部）            

Ⅰ 流動負債            

１ 支払手形及び買掛金    1,452,833   1,598,384   2,056,874  △458,490

２ 短期借入金    1,683,850   1,364,204   1,409,404  △45,200

３ 未払法人税等   174,102   524,074   478,020  46,054

４ 預り金   882,381   767,494   1,169,351  △401,856

５ 賞与引当金   140,307   158,500   144,276  14,224

６ 役員賞与引当金   －   5,000   －  5,000

７ その他   1,698,197   1,668,252   1,964,949  △296,697

流動負債合計   6,031,672 19.0  6,085,909 20.2  7,222,875 23.0 △1,136,965

Ⅱ 固定負債            

１ 長期借入金 ※３  226,266   163,912   183,164  △19,252

２ 退職給付引当金   484,345   474,428   471,404  3,024

３ 長期預り金   12,187,333   11,275,050   11,600,373  △325,323

４ 更生担保権 ※３  4,662,303   4,184,397   4,184,397  －

５ 一般更生債権   1,391,191   1,252,069   1,252,069  －

６ 従業員特別補償引当 
金   －   187,250   200,000  △12,750

７ その他   1,030,731   130,686   130,770  △83

固定負債合計   19,982,172 63.1  17,667,795 58.5  18,022,180 57.4 △354,384

負債合計   26,013,845 82.1  23,753,705 78.7  25,245,055 80.4 △1,491,350

（少数株主持分）            

少数株主持分   － －  － －  10,150 0.0 －

（資本の部）            

Ⅰ 資本金   3,948,088 12.4  － －  3,948,088 12.6 －

Ⅱ 資本剰余金   2,745,487 8.7  － －  2,745,487 8.7 －

Ⅲ 利益剰余金   △625,793 △2.0  － －  259,256 0.8 －

Ⅳ 土地再評価差額金   △394,326 △1.2  － －  △798,550 △2.5 －

Ⅴ その他有価証券評価
差額金   △1,332 △0.0  － －  821 0.0 －

Ⅵ 自己株式   △8,794 △0.0  － －  △12,920 △0.0 －

資本合計   5,663,327 17.9  － －  6,142,182 19.6 －

負債・少数株主持分
及び資本合計   31,677,172 100.0  － －  31,397,389 100.0 －
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前中間連結会計期間末 
(平成17年9月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年9月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年3月31日) 

対前期比

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減
（千円） 

（純資産の部）            

Ⅰ 株主資本             

１ 資本金    － －  3,948,088 13.1  － － － 

２ 資本剰余金    － －  2,745,487 9.1  － － － 

３ 利益剰余金    － －  554,664 1.8  － － － 

４ 自己株式    － －  △23,333 △0.1  － － － 

株主資本合計    － －  7,224,906 23.9  － － － 

Ⅱ 評価・換算差額等              －     

１ その他有価証券評
価差額金 

   － －  700 0.0  － － － 

２ 土地再評価差額金    － －  △798,550 △2.6  － － － 

評価・換算差額等合
計 

   － －  △797,849 △2.6  － － － 

Ⅲ 少数株主持分    － －  11,374 0.0  － － － 

純資産合計    － －  6,438,431 21.3  － － － 

負債純資産合計    － －  30,192,136 100.0  － － － 
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(2) 中間連結損益計算書 

  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年4月１日 
 至 平成17年9月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年4月１日 
 至 平成18年9月30日) 

対前中  
間期比 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
(自 平成17年4月１日 
 至 平成18年3月31日) 

区分 
注記
番号

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

増減
（千円） 

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   12,374,135 100.0  13,192,017 100.0 817,882  24,783,270 100.0

Ⅱ 売上原価   6,070,400 49.1  6,315,511 47.9 245,110  12,977,062 52.4

売上総利益   6,303,735 50.9  6,876,506 52.1 572,771  11,806,207 47.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1  5,745,958 46.4  5,946,885 45.1 200,927  10,539,481 42.5

営業利益   557,776 4.5  929,620 7.0 371,844  1,266,726 5.1

Ⅳ 営業外収益            

１ 受取利息  14,476   21,289    22,908   

２ 受取配当金  1,147   417    29,445   

３ 手数料収入  4,545   3,024    10,366   

４ 貸倒引当金戻入益  13,429   6,328    －   

５ 債務消却益  12,865   16,224    51,037   

６ その他  38,863 85,327 0.7 58,119 105,404 0.8 20,076 23,065 136,822 0.6

Ⅴ 営業外費用            

１ 支払利息  35,198   30,337    56,391   

２ その他  32,817 68,016 0.6 2,165 32,502 0.2 △35,513 34,441 90,833 0.4

経常利益   575,087 4.6  1,002,522 7.6 427,434  1,312,715 5.3

Ⅵ 特別利益            

１ 固定資産売却益  －   114,656    931   

２ 投資有価証券売却益  28,924   －    64,802   

３ 貸倒引当金戻入益  39   －    －   

４ 債務消却益  －   －    1,287,900   

６ その他  291 29,255 0.3 － 114,656 0.9 85,401 － 1,353,634 5.5

Ⅶ 特別損失            

１ 固定資産除却損  －   －    46,329   

２ 従業員特別補償金  －   －    58,250   

３ 従業員特別補償引当金繰
入額  －   －    200,000   

４ 土地補償金  －   －    234,650   

５ 貸倒引当金繰入額  22,713   －    22,713   

６ 貸倒損失  －   －    15,048   

７ 事業整理損  －   －    355,971   

８ 減損損失  ※2 42,444   －    42,444   

９ 製品評価損  －   －    456,281   

10 製品補償損失  －   －    33,285   

11 役員退職慰労金  55,960   －    55,960   

12 その他  38,524 159,642 1.3 － － 0.0 △159,642 296,830 1,817,764 7.2

税金等調整前中間（当
期）純利益   444,700 3.6  1,117,178 8.5 672,478  848,585 3.4

法人税、住民税及び事業
税  152,520   518,993    515,465   

法人税等調整額  35,980 188,501 1.5 8,542 527,535 4.0 339,034 △813,287 △297,821 △1.2

少数株主利益又は少数株
主損失（△）   △5,645 0.0  1,223 0.0 6,868  △488 △0.0

中間（当期）純利益   261,845 2.1  588,419 4.5 326,574  1,146,895 4.6
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(3) 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書 

 中間連結剰余金計算書 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年4月１日 

 至 平成17年9月30日) 

前連結会計年度の 

連結剰余金計算書 

(自 平成17年4月１日 

 至 平成18年3月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）      

Ⅰ 資本剰余金期首残高   2,745,487  2,745,487 

Ⅱ 資本剰余金中間期末(期末)残高   2,745,487  2,745,487 

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   △669,740  △669,740 

Ⅱ 利益剰余金増加高      

１ 中間（当期）純利益  261,845  1,146,895  

２ 土地再評価差額金取崩高  66,909  66,909  

３ 持分法適用除外による増加  8,258 337,013 8,258 1,222,063 

Ⅲ 利益剰余金減少高      

１ 配当金  283,067  283,067  

２ 役員賞与  10,000 293,067 10,000 293,067 

Ⅳ 利益剰余金中間期末(期末)残高   △625,793  259,256 
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 中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間（自平成18年4月1日 至平成18年9月30日） 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年3月31日 残高 

（千円） 
3,948,088 2,745,487 259,256 △12,920 6,939,911 

中間連結会計期間中の変動額      

新株の発行（千円）           

剰余金の配当（千円）     △283,011   △283,011 

利益処分による役員賞与  

（千円） 
    △10,000   △10,000 

中間純利益（千円）     588,419   588,419 

自己株式の取得（千円）       △10,413 △10,413 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 

（千円） 

          

中間連結会計期間中の変動額合計 

（千円） 
－ － 295,408 △10,413 284,994 

平成18年9月30日 残高 

（千円） 
3,948,088 2,745,487 554,664 △23,333 7,224,906 

 

評価・換算差額等 

少数株主持
分 

純資産合計 その他有価
証券評価差
額金 

土地再評価
差額金 

評価・換算
差額等合計

平成18年3月31日 残高 

（千円） 
821 △798,550 △797,729 10,150 6,152,333 

中間連結会計期間中の変動額      

新株の発行（千円）           

剰余金の配当（千円）         △283,011 

利益処分による役員賞与   

（千円） 
        △10,000 

中間純利益（千円）         588,419 

自己株式の取得（千円）         △10,413 

株主資本以外の項目の中間連

結会計期間中の変動額(純額） 

（千円） 

△120   △120 1,223 1,102 

中間連結会計期間中の変動額合計 

（千円） 
△120 － △120 1,223 286,097 

平成18年9月30日 残高 

（千円） 
700 △798,550 △797,849 11,374 6,438,431 
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年4月１日 
 至 平成17年9月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年4月１日 
 至 平成18年9月30日)

対前中間期比 

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・フロ
ー計算書 
(自 平成17年4月１日 
 至 平成18年3月31日)

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 
増減 

（千円） 
金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

税金等調整前中間(当期)純利益  444,700 1,117,178 672,478 848,585 

減価償却費  218,295 252,130 33,834 477,371 

減損損失  42,444 － △42,444 42,444 

連結調整勘定償却額  17,289 － △17,289 55,106 

のれん償却額  － 31,016 31,016 － 

貸倒引当金の増加又は減少(△)額  △8,389 △5,194 3,195 △56,938 

賞与引当金の増加又は減少(△)額  △3,832 14,224 18,056 136 

役員賞与引当金の増加又は減少(△)額  － 5,000 5,000 － 

退職給付引当金の増加又は減少(△)額  △11,359 3,024 14,383 99,087 

従業員特別補償引当金の増加又は減少(△)
額 

 － △12,750 △12,750 200,000 

受取利息及び受取配当金  △15,624 △21,706 △6,082 △52,353 

支払利息  35,198 30,337 △4,861 56,391 

投資有価証券売却損益  △28,924 － 28,924 △64,802 

固定資産売却益  － △114,656 △114,656 － 

固定資産除却損  4,843 － △4,843 46,349 

その他の特別利益  △291 － 291 △931 

その他の特別損失  16,317 － △16,317 22,713 

売上債権の増加(△)又は減少額  331,291 702,283 370,992 △76,945 

たな卸資産の増加(△)又は減少額  ※1 696,370 248,369 △448,000 487,202 

その他資産の増加(△)又は減少額  △28,236 212,253 240,489 △323,366 

仕入債務の増加又は減少(△)額  △144,188 △458,490 △314,301 469,299 

未払消費税等の増加又は減少(△)額  76,126 962 △75,164 39,746 

その他負債の増加又は減少(△)額  3,402,394 △1,010,827 △4,413,221 2,532,539 

役員賞与の支払額  △10,000 △10,000 － △10,000 

小計  5,034,427 983,156 △4,051,271 4,791,634 

利息及び配当金の受取額  15,624 14,511 △1,112 51,016 

利息の支払額  △41,894 △36,168 5,725 △60,612 

法人税等の支払額  △172,198 △488,739 △316,540 △209,568 

営業活動によるキャッシュ・フロー  4,835,958 472,760 △4,363,197 4,572,471 
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前中間連結会計期間 
(自 平成17年4月１日 
 至 平成17年9月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年4月１日 
 至 平成18年9月30日)

対前中間期比 

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・フロ
ー計算書 
(自 平成17年4月１日 
 至 平成18年3月31日)

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 
増減 

（千円） 
金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

定期預金の預入による支出  △150,000 △150,000 － △150,000 

定期預金の払戻による収入  151,000 150,000 △1,000 151,000 

有形固定資産の取得による支出  △350,958 △551,695 △200,737 △652,371 

有形固定資産の売却による収入  10,822 146,686 135,864 11,735 

投資有価証券の取得による支出  △201,121 － 201,121 △201,121 

投資有価証券の売却による収入  229,642 － △229,642 466,642 

関係会社株式の取得による支出  △80,000 － 80,000 △136,000 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式取得に
よる収入 

 30,615 － △30,615 30,615 

貸付による支出  △303,000 △195,000 108,000 △706,922 

貸付金の回収による収入  18,486 12,349 △6,137 34,967 

その他  △1,104,844 △47,682 1,057,162 △1,003,567 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,749,357 △635,341 1,114,016 △2,155,022 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

短期借入金の純増減額  △811,500 △40,000 771,500 △1,059,500 

長期借入れによる収入  50,000 － △50,000 50,000 

長期借入金の返済による支出  △2,790,940 △24,452 2,766,488 △2,860,488 

社債の返済による支出  － － － △100,000 

一般更生債権、更生担保権の減少  － － － △617,028 

配当金の支払額  △277,919 △278,068 △149 △281,531 

その他  △1,598 △10,413 △8,814 △5,687 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △3,831,957 △352,933 3,479,024 △4,874,235 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加又は減少(△)額  △745,357 △515,514 229,842 △2,456,787 

Ⅴ 現金及び現金同等物期首残高  6,515,470 4,058,683 △2,456,787 6,515,470 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 ※2 5,770,112 3,543,168 △2,226,944 4,058,683 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年4月１日 

 至 平成17年9月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年4月１日 

 至 平成18年9月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年4月１日 

 至 平成18年3月31日) 

１．連結の範囲に関する事項 １．連結の範囲に関する事項 １．連結の範囲に関する事項 

子会社14社のうち 子会社11社のうち 子会社12社のうち 

(1)連結子会社数     １０社 (1)連結子会社数     ９社 (1)連結子会社数     ９社 

日本ホーバス㈱ 

プリシア与論㈱ 

ジャパンホテルマネジメント㈱ 

㈱ジャパンゴルフマネジメント 

プリシアンクラブ㈱ 

エム・アール・エス㈱ 

日本土地改良㈱ 

㈱ＳＥＥＤ３３０ 

㈱那須ハイランドゴルフ 

大熱海国際ゴルフ㈱ 

 なお、株式会社ホテル330、株式会社ゴ

ルフ330、ミサワホーバス株式会社は平成

17年7月1日付をもってジャパンホテルマ

ネジメント株式会社、株式会社ジャパン

ゴルフマネジメント、日本ホーバス株式

会社にそれぞれ商号の変更をしておりま

す。 

 また、当中間連結会計期間において、大

熱海国際ゴルフ㈱の株式を新たに取得し

たため連結の範囲に含めております。 

日本ホーバス㈱ 

ジャパンホテルマネジメント㈱ 

㈱ジャパンゴルフマネジメント 

プリシアンクラブ㈱ 

エム・アール・エス㈱ 

日本土地改良㈱ 

㈱ＳＥＥＤ 

㈱那須ハイランドゴルフ 

大熱海国際ゴルフ㈱ 

 なお、株式会社ＳＥＥＤ330は平成18年7

月1日付をもって株式会社ＳＥＥＤに商号

の変更をしております。 

日本ホーバス㈱ 

ジャパンホテルマネジメント㈱ 

㈱ジャパンゴルフマネジメント 

プリシアンクラブ㈱ 

エム・アール・エス㈱ 

日本土地改良㈱ 

㈱ＳＥＥＤ３３０ 

㈱那須ハイランドゴルフ 

大熱海国際ゴルフ㈱ 

 前連結会計年度において、連結子会社

でありましたプリシア与論㈱は当連結会

計年度において清算いたしましたので連

結の範囲から除外しております。 

また、当連結会計年度において、大熱海

国際ゴルフ場㈱の株式を新たに取得した

ために連結の範囲に含めております。 

(2)非連結子会社 (2)非連結子会社 (2)非連結子会社 

 非連結子会社(ジェイジーソリューショ

ン㈱、㈱オーセントゴルフ倶楽部、㈱ジ

ェージー久慈、サカエ運輸㈲)はそれらの

総資産、売上高、中間純損益（持分相当

額）及び利益剰余金（持分相当額）等そ

れぞれの合計額のいずれもが、連結会社

の総資産、売上高、中間純損益（持分相

当額）及び利益剰余金（持分相当額）等

それぞれの合計額に対する影響は軽微で

あり、全体として中間連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしておりませんので、連

結の範囲に含めておりません。 

 なお、ジャパンゴルフマネジメント㈱

は、平成17年7月1日付をもってジェイジ

ーソリューション㈱に商号変更しており

ます。 

 非連結子会社(㈱ジェージー久慈、サカ

エ運輸㈲)はそれらの総資産、売上高、中

間純損益（持分相当額）及び利益剰余金

（持分相当額）等それぞれの合計額のい

ずれもが、連結会社の総資産、売上高、

中間純損益（持分相当額）及び利益剰余

金（持分相当額）等それぞれの合計額に

対する影響は軽微であり、全体として中

間連結財務諸表に重要な影響を及ぼして

おりませんので、連結の範囲に含めてお

りません。 

 非連結子会社(㈱オーセントゴルフ倶楽

部、㈱ジェージー久慈、サカエ運輸㈲）

はそれらの総資産、売上高、当期純損益

（持分相当額）及び利益剰余金（持分相

当額）等それぞれの合計額のいずれも

が、連結会社の総資産、売上高、当期純

損益（持分相当額）及び利益剰余金（持

分相当額）等それぞれの合計額に対する

影響は軽微であり、全体として連結財務

諸表に重要な影響を及ぼしておりません

ので、連結の範囲に含めておりません。 

２．持分法の適用に関する事項 ２．持分法の適用に関する事項 ２．持分法の適用に関する事項 

  非連結子会社については、中間連結純

損益(持分相当額)及び利益剰余金(持分

相当額)等に及ぼす影響が軽微であるた

め、持分法を適用せず、原価法により評

価しております。   

  当中間連結会計期間中にモバイルゴル

フオンライン㈱に対する議決権所有割合

が低下し、同社が関連会社に該当しなく

なったため、持分法適用の範囲から除外

しております。 

  非連結子会社については、中間連結純

損益(持分相当額)及び利益剰余金(持分

相当額)等に及ぼす影響が軽微であるた

め、持分法を適用せず、原価法により評

価しております。   

 非連結子会社については、当期純損益

(持分相当額) 及び利益剰余金(持分相当

額)等からみて、持分法の対象から除い

ても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微で

あり、全体としても重要性がないため持

分法を適用せず、原価法により評価して

おります。 

 当連結会計年度中にゴールドゴルフ㈱

に対する議決権所有割合が低下し、同社

が関連会社に該当しなくなったため、持

分法適用の範囲から除外しております。 

  なお、モバイルゴルフオンライン㈱

は、平成17年12月 8日付けをもってゴー

ルドゴルフ㈱に商号変更しております。 

 

- 連結19 -



前中間連結会計期間 

(自 平成17年4月１日 

 至 平成17年9月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年4月１日 

 至 平成18年9月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年4月１日 

 至 平成18年3月31日) 

３．連結子会社の中間決算日等に関する事項 ３．連結子会社の中間決算日等に関する事項 ３．連結子会社の決算日等に関する事項 

 連結子会社の中間会計期間末日と中間

連結決算日は一致しております。 

同左  連結子会社の事業年度末日と連結決算

日は一致しております。 

４．会計処理基準に関する事項 ４．会計処理基準に関する事項 ４．会計処理基準に関する事項 

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法 (1)重要な資産の評価基準及び評価方法 (1)重要な資産の評価基準及び評価方法 

イ．有価証券 

子会社株式 

移動平均法による原価法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部資本

直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定） 

イ．有価証券 

子会社株式 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定） 

イ．有価証券 

子会社株式 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部資本直入

法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

ロ．たな卸資産 

商品、製品、原材料、その他 

主として移動平均法に基づく原

価法 

ロ．たな卸資産 

商品、製品、原材料、その他 

同左 

ロ．たな卸資産 

商品、製品、原材料、その他 

同左 

販売用不動産 

個別法に基づく原価法 

販売用不動産 

同左 

販売用不動産 

同左 

再生事業不動産等 

   個別法に基づく原価法  

 （追加情報） 

 投資再生事業の開始にあたり再生

バリューアップされた不動産等につ

いて建物及び構築物、土地等より 

898,418千円を振替えております。 

 なお、当中間連結会計期間末の残

高は、136,190千円であります。 

再生事業不動産等 

   同左 

（追加情報） 

 投資その他の資産に含まれていた

投資有価証券のうち、40,000千円に

ついては、保有目的の変更を行った

ため、たな卸資産へ振替えておりま

す。 

再生事業不動産等 

同左 

（追加情報） 

 投資再生事業の開始にあたり土

地、建物及び構築物等より908,418

千円を振替えております。 
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年4月１日 

 至 平成17年9月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年4月１日 

 至 平成18年9月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年4月１日 

 至 平成18年3月31日) 

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 

有形固定資産 

主として定額法 

有形固定資産 

同左 

有形固定資産 

同左 

なお主な耐用年数は次のとおりでありま

す。 

なお主な耐用年数は次のとおりでありま

す。 

なお主な耐用年数は次のとおりでありま

す。 

建物及び構築物 ３～46年 建物及び構築物 ３～46年 建物及び構築物 ３～46年 

無形固定資産 

定額法 

なお、自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法によっております。 

無形固定資産 

定額法 

なお、自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法によっております。 

無形固定資産 

定額法 

なお、自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法によっております。 

(3)重要な引当金の計上基準 (3)重要な引当金の計上基準 (3)重要な引当金の計上基準 

イ．貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上してお

ります。 

イ．貸倒引当金 

同左 

イ．貸倒引当金 

同左 

ロ．賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、将来の支給見込額

のうち当中間連結会計期間の負担額

を計上しております。 

ロ．賞与引当金 

同左 

ロ．賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、将来の支給見込額

のうち当連結会計年度の負担額を計

上しております。 

ハ．    ────── ハ．役員賞与引当金 

 当社及び連結子会社は役員賞与の

支出に備えて、当連結会計年度にお

ける支給見込額の当中間連結会計期

間負担額を計上しております。 

（会計方針の変更） 

 当中間連結会計期間より、「役員

賞与に関する会計基準」（企業会計

基準第４号平成17年11月29日）を適

用しております。 

 これにより営業利益、経常利益及

び税金等調整前中間純利益は、それ

ぞれ5,000千円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影

響は、当該箇所に記載しておりま

す。 

ハ．     ────── 
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年4月１日 

 至 平成17年9月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年4月１日 

 至 平成18年9月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年4月１日 

 至 平成18年3月31日) 

ニ．退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基づ

き、当中間連結会計期間末において

発生していると認められる額を計上

しております。過去勤務債務は、そ

の発生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定年数（５年）による定

額法により費用処理しております。

数理計算上の差異は、それぞれ発生

時の従業員の平均残存勤務期間以内

の一定年数（8年）による定額法に

より翌連結会計年度から費用処理す

ることとしております。 

 (追加情報) 

  当中間連結会計期間において当社

従業員の平均残存勤務期間の再検討

を行った結果、再検討後の年数が従

来の数理計算上の差異の費用処理年

数（10年）を下回ったことに伴い、

当中間連結会計期間より数理計算上

の差異の費用処理年数を10年から8

年に短縮変更しております。この結

果、従来の10年による費用処理によ

った場合と比較して、当中間連結会

計期間における数理計算上の差異の

費用処理額が858千円増加しており

ます。 

ニ．退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基づ

き、当中間連結会計期間末において

発生していると認められる額を計上

しております。過去勤務債務は、そ

の発生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定年数（５年）による定

額法により費用処理しております。

数理計算上の差異は、それぞれ発生

時の従業員の平均残存勤務期間以内

の一定年数（8年）による定額法に

より翌連結会計年度から費用処理す

ることとしております。 

ニ．退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき計

上しております。過去勤務債務は、

その発生時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定年数（5年）による

定額法により費用処理しておりま

す。数理計算上の差異は、それぞれ

の発生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定年数（8年）による定

額法により翌連結会計年度から費用

処理することとしております。 

  

  

 (追加情報) 

 当連結会計年度において当社従業

員の平均残存勤務期間の再検討を行

った結果、再検討後の年数が従来の

数理計算上の差異の費用処理年数

（10年）を下回ったことに伴い、当

連結会計年度より数理計算上の差異

の費用処理年数を10年から8年に短

縮変更しております。この結果、従

来の10年による費用処理によった場

合と比較して、当連結会計年度にお

ける数理計算上の差異の費用処理額

が1,717千円増加しております。 

(4)重要なリース取引の処理方法 (4)重要なリース取引の処理方法 (4)重要なリース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

同左 同左 

(5)消費税等の会計処理 (5)消費税等の会計処理 (5)消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 同左 同左 

５．中間連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲 

５．中間連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲 

５．連結キャッシュ・フロー計算書における

資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以内に償還期

限の到来する短期投資からなっており

ます。 

同左 同左 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更  

表示方法の変更 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年4月1日 

至 平成17年9月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年4月1日 

至 平成18年9月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年4月1日 

至 平成18年3月31日） 

(固定資産の減損に係る会計基準） ──────  (固定資産の減損に係る会計基準） 

  当中間連結会計期間より、固定資産

の減損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計審議会 平成14年8月

9日））及び「固定資産の減損に係る会

計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第6号 平成15年10月31日）を適

用しております。これにより税金等調

整前中間純利益は、42,444千円減少し

ております。 

  当連結会計年度より、固定資産の減損

に係る会計基準（「固定資産の減損に

係る会計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会 平成14年 8月 9

日））及び「固定資産の減損に係る会

計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第6号 平成15年10月31日）を適

用しております。これにより税金等調

整前当期純利益は42,444千円減少して

おります。 

 セグメント情報に与える影響は、当

該箇所に記載しております。 

 ────── (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準） 

 ────── 

   当中間連結会計期間より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号 平成17

年12月９日）及び「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」（企業会計基準適用指針第８

号 平成17年12月９日）を適用してお

ります。 

 これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は、6,427,056千円であります。 

 なお、当中間連結会計期間における

中間連結貸借対照表の純資産の部につ

いては、中間連結財務諸表規則の改正

に伴い、改正後の中間連結財務諸表規

則により作成しております。 

 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年4月１日 

   至 平成17年9月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年4月１日 

   至 平成18年9月30日） 

（中間連結貸借対照表） 

   「連結調整勘定」は、前中間連結会計期間末は、無形固定資

産の「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間連結会

計期間末において重要性が増したため区分掲記しました。 

 なお、前中間連結会計期間末の「連結調整勘定」の金額は、 

 768,977千円であります。 

（中間連結貸借対照表） 

    前中間連結会計期間において「連結調整勘定」として掲記さ

れていたものは、当中間連結会計期間から「のれん」と表示し

ております。 

 ────── （中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

    前中間連結会計期間において「連結調整勘定償却額」として

掲記されていたものは、当中間連結会計期間から「のれん償却

額」と表示しております。 
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注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 

（平成17年9月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年9月30日） 

前連結会計年度末 

（平成18年3月31日） 

※１．貸倒引当金直接控除額 ※１．貸倒引当金直接控除額 ※１．貸倒引当金直接控除額 

流動資産 119,766 千円

投資その他の資産 529,504 

計 649,271 

流動資産 53,845 千円

投資その他の資産 529,398 

計 583,244 

流動資産 59,060 千円

投資その他の資産 529,377 

計 588,438 

※２．有形固定資産の減価償却累計額 ※２．有形固定資産の減価償却累計額 ※２．有形固定資産の減価償却累計額 

4,617,839 千円 6,503,590 千円 6,216,065 千円

※３．担保提供資産 ※３．担保提供資産 ※３．担保提供資産 

たな卸資産 369,463 千円

建物及び構築物 2,717,025 

土地 3,569,640 

その他有形固定資産 170,632 

計 6,826,761 

たな卸資産 409,633 千円

建物及び構築物 2,568,087 

土地 3,537,599 

その他有形固定資産 144,450 

計 6,659,771 

たな卸資産 355,984 千円

建物及び構築物 2,653,298 

土地 3,569,640 

その他有形固定資産 157,155 

計 6,736,078 

担保資産に対応する債務 担保資産に対応する債務 担保資産に対応する債務 

短期借入金 38,200 千円

長期借入金 149,950 

更生担保権 4,662,303 

計 4,850,453 

短期借入金 38,200 千円

長期借入金 113,100 

更生担保権 4,184,397 

計 4,335,697 

短期借入金 38,200 千円

長期借入金 119,850 

更生担保権 4,184,397 

計 4,342,447 

 ４．保証債務  ４．保証債務  ４．保証債務 

   会員権購入者のためのローンに対する

保証債務 

 24,449 千円

   会員権購入者のためのローンに対する

保証債務 

 13,910 千円

   会員権購入者のためのローンに対する

保証債務 

 18,155 千円

 ５．受取手形割引高  ５．受取手形割引高  ５．受取手形割引高 

263,552 千円 600,286 千円 600,061 千円

※６．     ───── ※６．中間連結会計期間末日満期手形 

 中間連結会計期間末日満期手形の会計

処理については、手形交換日をもって決

済処理をしております。なお、当中間連

結会計期間の末日は金融機関の休日であ

ったため、次の中間連結会計期間末日満

期手形が中間連結会計期間末残高に含ま

れております。 

受取手形 236,792 千円

※６．      ───── 
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（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年4月１日 

 至 平成17年9月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年4月１日 

 至 平成18年9月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年4月１日 

 至 平成18年3月31日) 

※１.主要な費目及びその金額 ※１.主要な費目及びその金額 ※１.主要な費目及びその金額 

給料 2,025,203 千円

賞与引当金繰入額 133,053 

退職給付引当金繰入額 32,553 

給料 2,109,981 千円

賞与引当金繰入額 14,224 

退職給付引当金繰入額 28,304 

役員賞与引当金繰入額 5,000 

給料 3,672,336 千円

賞与引当金繰入額 159,541 

退職給付引当金繰入額 53,389 

貸倒引当金繰入額 7,995 

 ※２.減損損失  ※２.     ─────  ※２.減損損失 

  当中間連結会計期間において、当社グル

ープは以下の資産グループについて減損損

失を計上しました。 

   当連結会計年度において、当社グループ

は以下の資産グループについて減損損失を

計上しました。 

  当社グループは、減損会計の適用に当

たって、事業の種類別セグメントを基礎

として事業の関連性によりグルーピング

し、遊休資産については個々の資産ごと

に、減損の兆候を判断しております。 

  遊休地については、地価の下落など資

産価値が下落しているものにつき帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失（42,444千円）として特別

損失に計上いたしました。 

その内訳は、土地35,830千円、借地権

6,614千円であります。 

 なお、当資産グループの回収可能価額

は正味売却価額を適用しており、不動産

鑑定評価基準に基づく鑑定評価額を使用

しております。 

場所 用途 種類 

 岩手県松尾村  遊休地  土地  

 群馬県渋川市  遊休地  土地  

 静岡県三島市  遊休地  借地権 

 

 当社グループは、減損会計の適用に当た

って、事業の種類別セグメントを基礎と

して事業の関連性によりグルーピング

し、遊休資産については個々の資産ごと

に、減損の兆候を判断しております。 

 遊休地については、地価の下落など資

産価値が下落しているものにつき帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失（42,444千円）として特別

損失に計上いたしました。 

その内訳は、土地35,830千円、借地権

6,614千円であります。 

 なお、当資産グループの回収可能価額

は正味売却価額を適用しており、不動産

鑑定評価基準に基づく鑑定評価額を使用

しております。  

場所 用途 種類 

 岩手県松尾村  遊休地  土地  

 群馬県渋川市  遊休地  土地  

 静岡県三島市  遊休地  借地権 
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（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

 当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 2.配当に関する事項 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

① リース取引 

  ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 

 
前連結会計年度末株
式数（千株） 

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間
減少株式数（千株） 

当中間連結会計期間
末株式数（千株） 

発行済株式     

普通株式 56,642 － － 56,642 

合計 56,642 － － 56,642 

自己株式     

普通株式 39 3 － 43 

合計 39 3 － 43 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年6月29日 

定時株主総会 
普通株式 283,011 5 平成18年3月31日 平成18年6月29日 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年4月１日 

 至 平成17年9月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年4月１日 

 至 平成18年9月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年4月１日 

 至 平成18年3月31日) 

１.たな卸資産の増加（△）又は減少額には建

物及び構築物、土地等より振替えた再生

事業不動産等の売却にかかる減少額 

762,228千円が含まれております。 

１.      ───── １．たな卸資産の増加（△）又は減少額には

建物及び構築物、土地等より振替えた再

生事業不動産等の売却にかかる減少額 

898,418千円が含まれております 

2.現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

2.現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

2.現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との

関係 

現金及び預金勘定 5,920,112 千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 
△150,000 

現金及び現金同等物 5,770,112 

現金及び預金勘定 3,693,168 千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 
△150,000 

現金及び現金同等物 3,543,168 

現金及び預金勘定 4,208,683 千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 
△150,000 

現金及び現金同等物 4,058,683 
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② 有価証券 

前中間連結会計期間末（平成17年9月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

当中間連結会計期間末（平成18年9月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 取得原価（千円） 中間連結貸借対照表計上額（千円） 差額（千円）

（１）株式 201,349 199,090 △2,258 

（２）債券 － － － 

（３）その他 － － － 

合計 201,349 199,090 △2,258 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

（１）子会社株式  

非上場株式 59,700 

（２）その他有価証券  

非上場株式 59,376 

合計 119,076 

 取得原価（千円） 中間連結貸借対照表計上額（千円） 差額（千円）

（１）株式 228 1,416 1,188 

（２）債券 － － － 

（３）その他 － － － 

合計 228 1,416 1,188 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

（１）子会社株式  

非上場株式 9,700 

（２）その他有価証券  

非上場株式 203,876 

合計 213,576 

- 連結27 -



前連結会計年度末（平成18年3月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

③ デリバティブ取引 

前中間連結会計期間（自平成17年4月1日 至平成17年9月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年4月1日 至

平成18年9月30日）及び前連結会計年度（自平成17年4月1日 至平成18年3月31日） 

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

 取得原価（千円） 連結貸借対照表計上額（千円） 差額（千円）

（１）株式 228 1,620 1,392 

（２）債券 － － － 

（３）その他 － － － 

合計 228 1,620 1,392 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

（１）その他有価証券  

非上場株式 59,376 

合計 59,376 
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④ セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

前中間連結会計期間（自 平成17年4月１日 至 平成17年9月30日） 

当中間連結会計期間（自 平成18年4月１日 至 平成18年9月30日） 

前連結会計年度（自 平成17年4月１日 至 平成18年3月31日） 

  

 
運営事業 
（千円) 

福利厚生事業 
（千円） 

リゾート関
連事業 
（千円） 

パイプ関連
事業 
（千円） 

計
(千円) 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高        

(1)外部顧客に対する売

上高 
8,408,949 1,037,107 2,056,666 871,411 12,374,135 － 12,374,135 

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－ － 13,456 － 13,456 (13,456) － 

計 8,408,949 1,037,107 2,070,122 871,411 12,387,591 (13,456) 12,374,135 

営業費用 7,585,581 937,309 2,076,980 1,026,854 11,626,725 189,633 11,816,358 

営業利益 

(又は営業損失) 
823,368 99,797 △6,857 △155,442 760,865 (203,089) 557,776 

 
運営事業 
（千円) 

開発事業  
（千円）  

福利厚生事業
（千円） 

リゾート関
連事業 
（千円） 

パイプ関連
事業 
（千円） 

計
(千円) 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高         

(1)外部顧客に対する売

上高 
8,288,431 960,440 1,105,564 2,037,662 799,918 13,192,017 － 13,192,017 

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－ － － 4,884 － 4,884 (4,884) － 

計 8,288,431 960,440 1,105,564 2,042,547 799,918 13,196,902 (4,884) 13,192,017 

営業費用 7,637,554 380,782 1,097,189 1,976,141 831,900 11,923,568 338,829 12,262,397 

営業利益 

(又は営業損失) 
650,876 579,658 8,375 66,406 △31,982 1,273,334 (343,713) 929,620 

 
運営事業 
（千円） 

福利厚生事業 
（千円） 

リゾート関
連事業 
（千円） 

パイプ関連
事業 
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高        

(1)外部顧客に対する

売上高 
15,723,716 2,600,528 4,466,337 1,992,687 24,783,270 － 24,783,270 

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－ － 28,626 － 28,626 (28,626) － 

計 15,723,716 2,600,528 4,494,963 1,992,687 24,811,896 (28,626) 24,783,270 

営業費用 14,389,542 2,287,999 4,311,375 2,147,755 23,136,673 379,870 23,516,544 

営業利益 

 (又は営業損失) 
1,334,174 312,528 183,588 △155,068 1,675,223 (408,496) 1,266,726 

- 連結29 -



 （注）１．事業区分の方法 

 事業区分の方法は、事業の内容等の類似性に基づいております。 

２．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、前中間連結会計期間203,089千

円、当中間連結会計期間343,713千円及び前連結会計年度408,496千円であり、その主なものは親会社の管理

部門に係る費用であります。 

３．会計方針の変更(当中間連結会計期間） 

 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(3）ハに記載のとおり、当中間連結会計期

間より「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４号 平成17年11月29日）を適用しております。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「消去又は全社」の営業費用は5,000千円増加し、

営業利益が同額減少しております。 

４．事業区分の方法の変更 

 事業区分の方法については、従来、事業の種類・性質の類似性等の観点から４区分していましたが、当中

間連結会計期間より、事業の実態を反映したより適切なセグメントとすべく、前連結会計年度より開始した

開発事業を、従来の運営事業から独立事業区分へと変更し、５区分といたしました。 

 これは、従来「運営事業」セグメントに含めていた開発事業が、再生ビジネスの本格化により重要性が増

したこと及びこれに伴い当中間連結会計期間において行われた組織再編により開発事業部門が、運営事業部

門より分離・独立したことを勘案し、当社グループの経営状況をより適正に表示するために５区分（「運営

事業」「開発事業」「福利厚生事業」「リゾート関連事業」「パイプ関連事業」）に変更したものです。 

 なお、前中間連結会計期間及び前連結会計年度のセグメント情報を、当中間連結会計期間において用いた

事業区分の方法により区分すると次のようになります。 

事業区分 売上区分 事業の内容 

運営事業 リゾート施設の運営 

ホテル等宿泊施設の運営 

ゴルフ場の運営 

ゴルフ場・ホテル等の経営 

運営コンサルティング業務 

ゴルフ場・ホテル等の施設管理業務 

レジャー用品の販売 

リゾート施設「プリシアリゾートヨロン」の運営 

「ホテル330」の運営、保養所、別荘等の運営 

埼玉県、山梨県、新潟県、山形県、栃木県、岐阜県等のゴルフ場運営 

埼玉県及び千葉県等のゴルフ場・ホテル等の経営 

外部ホテル・ゴルフ場の運営コンサルタント 

ゴルフ場・ホテル・別荘・保養所の施設管理 

ゴルフクラブ・ボール・ウェア・ギフト等 

開発事業 デューデリジェンス業務 

再生事業不動産等の販売 

ホテル・ゴルフ場の鑑定評価 

ゴルフ場・ホテル・別荘・保養所等 

福利厚生事業 「ライフサポート倶楽部」の販売 

国内旅行の販売 

海外旅行の販売 

カフェテリア方式の福利厚生代行サービス「ライフサポート倶楽部」の販売 

与論島のリゾート施設「プリシアリゾートヨロン」への送客及びその他の国内旅行

その他の海外パック旅行の販売 

リゾート関連事業 ゴルフ会員権の販売 流通ゴルフ会員権 

 リゾートマンション・別荘等販売及

び仲介 

土地及び建物の仲介等 

 リゾート施設会員権等の販売 リゾートクラブ「ドラマチックリゾート」及びタイムシェア別荘オーナーシステム

「ワンウィークリゾート」の会員権等 

 リゾート施設の企画及び開発 リゾート施設の企画・開発・請負工事 

パイプ関連事業 ホーバスパイプ事業 強化プラスチック複合管及びその関連商品の製造・販売 
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前中間連結会計期間（自 平成17年4月１日 至 平成17年9月30日） 

前連結会計年度（自 平成17年4月１日 至 平成18年3月31日） 

  

ｂ．所在地別セグメント情報 

前中間連結会計期間（自平成17年4月1日 至平成17年9月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年4月1日至

平成18年9月30日）及び前連結会計年度（自平成17年4月1日 至平成18年3月31日）において本邦以外の国又は

地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

ｃ．海外売上高 

前中間連結会計期間（自平成17年4月1日 至平成17年9月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年4月1日至

平成18年9月30日）及び前連結会計年度（自平成17年4月1日 至平成18年3月31日）における海外売上高は、連

結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

 
運営事業 
（千円) 

開発事業  
(千円）  

福利厚生事業
（千円） 

リゾート関
連事業 
（千円） 

パイプ関連
事業 
（千円） 

計
(千円) 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高         

(1)外部顧客に対する売

上高 
7,282,772 1,126,177 1,037,107 2,056,666 871,411 12,374,135 － 12,374,135 

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－ － － 13,456 － 13,456 (13,456) － 

計 7,282,772 1,126,177 1,037,107 2,070,122 871,411 12,387,591 (13,456) 12,374,135 

営業費用 6,722,019 863,561 937,309 2,076,980 1,026,854 11,626,725 189,633 11,816,358 

営業利益 

(又は営業損失) 
560,752 262,615 99,797 △6,857 △155,442 760,865 (203,089) 557,776 

 
運営事業 
（千円） 

 開発事業 
 （千円） 

福利厚生事業
（千円） 

リゾート関
連事業 
（千円） 

パイプ関連
事業 
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高         

(1)外部顧客に対する

売上高 
14,038,454 1,685,262 2,600,528 4,466,337 1,992,687 24,783,270 － 24,783,270 

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－ － － 28,626 － 28,626 (28,626) － 

計 14,038,454 1,685,262 2,600,528 4,494,963 1,992,687 24,811,896 (28,626) 24,783,270 

営業費用 13,264,719 1,124,823 2,287,999 4,311,375 2,147,755 23,136,673 379,870 23,516,544 

営業利益 

 (又は営業損失) 
773,734 560,439 312,528 183,588 △155,068 1,675,223 (408,496) 1,266,726 
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（１株当たり情報） 

（注）１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年4月１日 

 至 平成17年9月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年4月１日 

 至 平成18年9月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年4月１日 

 至 平成18年3月31日) 

１株当たり純資産額 100.04 円

１株当たり中間純利益金額 4.63 円

１株当たり純資産額 113.75 円

１株当たり中間純利益金額 10.40 円

１株当たり純資産額 108.34 円

１株当たり当期純利益金額 20.08 円

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

同左  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年4月１日  

 至 平成17年9月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年4月１日  

 至 平成18年9月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年4月１日  

 至 平成18年3月31日) 

中間（当期）純利益（千円） 261,845 588,419 1,146,895 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 10,000 

（うち利益処分による役員賞与） （－) （－) (10,000) 

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 261,845 588,419 1,136,895 

期中平均株式数（千株） 56,610 56,601 56,607 
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