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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30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 ％

21年3月期第1四半期 6,359 ― 259 ― 267 ― 100 ―
20年3月期第1四半期 7,604 15.3 1,535 ― 1,553 8,583.7 881 5,319.8

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

21年3月期第1四半期 1.76 ―
20年3月期第1四半期 15.58 ―

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

21年3月期第1四半期 30,309 8,008 26.4 141.53
20年3月期 30,167 8,190 27.1 144.73

（参考） 自己資本  21年3月期第1四半期  7,987百万円 20年3月期  8,173百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 5.00 5.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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2四半期連結累計期間 14,000 ― 1,250 ― 1,200 ― 600 ― 10.60
通期 28,000 3.4 2,850 17.7 2,800 7.5 1,450 13.6 25.62

4.  その他 
(1) 期中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）  有  

（注）詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．本資料に記載されている業績見通し等の将来性に関する記述は、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。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 1 社 （社名 アールアンドエスマネジメント株式会社 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期 56,642,000株 20年3月期 56,642,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期 61,107株 20年3月期 52,539株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期 56,585,355株 20年3月期第1四半期 56,596,065株



定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期は、運営事業において、ホテル運営では、昨年度からスタートした新ブランド<ホテルトリニティ>シ

リーズ第三弾として「ホテルトリニティ札幌」（北海道）を札幌のメインストリート「大通公園」沿いにオープンす

るとともに、「ホテルリソル南池袋（仮称）」（東京都）の建設が開始されるなどホテルの新規展開、事業拡大に努

めました。Ｒ＆Ｓ運営事業では、「旅の館」シリーズ第三弾として「鏡が池碧山亭」（福島県）を取得、旅館再生事

業の拡大を図りました。また、京都御室（京都府）、伊豆高原（静岡県）、蓼科虹の平（長野県）、軽井沢千ヶ滝（長

野県）、水上大峰山（群馬県）、別府実相寺（大分県）の各所にＲ＆Ｓ（リゾート＆ステイ）ホテルをオープンし、

企業保養所の再生事業の拡大を図りました。これらに伴い入会金・預託金不要で低廉な年会費のみの会員制リゾート

クラブ「湯悠くらぶ」の利用可能施設がさらに広がり、拡販体制に繋げることができました。

　開発事業においては、山梨県のゴルフ場を売却いたしました。

　福利厚生事業においては、従来の福利厚生代行サービス「ライフサポート倶楽部」を、会員企業のニーズに一層応

えるべく進化させた「ベストポイントシステム」を発売し、会員及び事業の拡大を図りました。

　リゾート事業においては、前期に引き続きフェアウェイフロントの高級別荘の宿泊権とゴルフ場の正会員プレー権

をセットにした「ゴルフヴィラ」の拡販を図りました。

当第１四半期は、景気減速感や物価上昇を背景としてリゾート需要が全体的に弱含みとなっていること等の影響に

より、売上高は6,359百万円（前年同期比16.4％減）、経常利益267百万円（同82.8％減）、四半期純利益100百万円

（前年同期比88.6％減）となりました。　

２．連結財政状態に関する定性的情報

　　当第１四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べて142百万円増加し、30,309百万円となりました。これ

は主に、工具器具備品、建設仮勘定等の有形固定資産の増加によるものであります。負債につきましては、22,301百

万円となり、前連結会計年度末に比べて323百万円の増加となりました。これは主に、短期借入金の増加等によるもの

であります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　当第１四半期の業績は予定通り推移しており、平成20年５月９日に公表しました業績予想の見直しはおこなってお

りません。

４．その他

（１）期中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）

　新規１社　アールアンドエスマネジメント株式会社

　当第１四半期連結会計期間において新たに設立したことにより、当第１四半期連結会計期間より連結の範囲

に含めております。　　

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①一般債権の貸倒見積額の算定方法

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

②法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測やタックス・

プランニングを利用する方法により算定しております。　

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

①　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

②　たな卸資産については、従来、主として個別法による原価法によっておりましたが、当第１四半期連結会計

期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号）が適用されたことに伴い、主として個

別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しており

ます。

　　　　　　この結果、従来の方法によった場合に比べて、税金等調整前四半期純利益が124百万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ありません。

－ 1 －



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,668,706 2,543,253

売掛金（純額） 1,590,131 2,127,122

商品 365,016 247,116

貯蔵品 101,180 78,256

販売用不動産 1,323,786 1,407,136

再生事業不動産等 3,381,559 3,091,779

その他（純額） 1,683,152 1,773,380

流動資産合計 11,113,532 11,268,043

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,011,709 5,018,001

土地 9,055,779 9,051,667

その他（純額） 726,771 383,671

有形固定資産合計 14,794,259 14,453,339

無形固定資産   

のれん 964,186 979,712

その他 244,214 244,758

無形固定資産合計 1,208,400 1,224,470

投資その他の資産（純額） 3,193,592 3,221,786

固定資産合計 19,196,253 18,899,597

資産合計 30,309,786 30,167,640



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 900,063 1,155,157

短期借入金 2,822,000 2,422,000

未払法人税等 94,136 394,926

役員賞与引当金 15,375 12,300

賞与引当金 94,368 190,736

その他 2,865,033 2,306,954

流動負債合計 6,790,976 6,482,074

固定負債   

長期借入金 62,000 62,000

長期預り金 9,954,873 9,972,164

更生担保権 3,254,527 3,254,527

退職給付引当金 451,486 463,922

役員退職慰労引当金 － 168,700

従業員特別補償引当金 470,000 470,000

その他 1,317,556 1,104,204

固定負債合計 15,510,444 15,495,518

負債合計 22,301,420 21,977,592

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,948,088 3,948,088

資本剰余金 2,745,487 2,745,487

利益剰余金 2,049,939 2,297,036

自己株式 △21,854 △19,004

株主資本合計 8,721,661 8,971,607

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 250 257

土地再評価差額金 △734,286 △798,550

評価・換算差額等合計 △734,036 △798,293

少数株主持分 20,740 16,734

純資産合計 8,008,365 8,190,048

負債純資産合計 30,309,786 30,167,640



（２）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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 6,359,465

売上原価 3,172,525

売上総利益 3,186,940

販売費及び一般管理費 2,927,861

営業利益 259,078

営業外収益  

受取利息 1,095

投資事業組合等利益 2,067

その他 19,694

営業外収益合計 22,857

営業外費用  

支払利息 12,000

その他 2,462

営業外費用合計 14,462

経常利益 267,473

特別損失  

たな卸資産評価損 124,938

特別損失合計 124,938

税金等調整前四半期純利益 142,535

法人税、住民税及び事業税 81,877

法人税等調整額 △43,463

法人税等合計 38,414

少数株主利益 4,006

四半期純利益 100,114



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 142,535

減価償却費 117,112

のれん償却額 15,526

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,452

賞与引当金の増減額（△は減少） △96,368

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 3,075

退職給付引当金の増減額（△は減少） △12,436

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △168,700

受取利息及び受取配当金 △3,162

支払利息 12,000

売上債権の増減額（△は増加） 536,990

たな卸資産の増減額（△は増加） △343,474

その他の資産の増減額（△は増加） △13,802

仕入債務の増減額（△は減少） △255,094

未払消費税等の増減額（△は減少） 37,873

その他の負債の増減額（△は減少） 723,301

小計 692,924

利息及び配当金の受取額 2,757

利息の支払額 △10,853

法人税等の支払額 △427,325

営業活動によるキャッシュ・フロー 257,502

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △467,436

投資有価証券の取得による支出 △3,600

貸付金の回収による収入 197,337

その他 27,445

投資活動によるキャッシュ・フロー △246,253

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（△は減少） 400,000

配当金の支払額 △282,947

その他 △2,849

財務活動によるキャッシュ・フロー 114,203

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 125,453

現金及び現金同等物の期首残高 1,751,648

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,877,102



当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

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）

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 4,583,606 404,000 677,856 694,002 6,359,465 － 6,359,465

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － － － －

計 4,583,606 404,000 677,856 694,002 6,359,465 － 6,359,465

営業利益又は営業損失（△） 301,347 256,947 △63,218 △34,739 460,336 (201,258) 259,078

（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。

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

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・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」「Ｒ＆Ｓホテル」「ホテルトリニティ」の運営、旅館・別荘・保養所

等の運営

埼玉県、福島県、栃木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

ホテル・ゴルフ場の鑑定評価

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・旅館・別荘・保養所等の施設管理

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・旅館・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

リゾート施設・ホテル・旅館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

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クラブ」及びゴルフ場内別荘の滞在利用権

及び正会員プレー権がセットの「ゴルフヴィラ」の会員権等

リゾート施設の企画及び開発

ゴルフ会員権の販売

リゾートマンション・別荘等販売及び仲介

リゾート施設の企画・開発・請負工事

流通ゴルフ会員権

土地及び建物の販売、仲介等

　　　２．営業利益のうち消去又は全社の項目に含めた201,258千円（消去）の主なものは、親会社の管理部門に係る費用

であります。

ｂ．所在地別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）　

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

　当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　海外売上高がないため該当事項はありません。　

（６）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。

－ 1 －



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 7,604,991

Ⅱ　売上原価 3,205,192

売上総利益 4,399,798

Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,864,265

営業利益 1,535,532

Ⅳ　営業外収益 29,346

Ⅴ　営業外費用 11,186

経常利益 1,553,692

税金等調整前四半期純利益 1,553,692

法人税、住民税及び事業税 41,554

法人税等調整額 636,795

少数株主損失 6,238

四半期純利益 881,580

－ 2 －



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 

税金等調整前四半期純利益
　

1,553,692

減価償却費　 108,378

のれん償却額　 15,526

貸倒引当金の減少（△）額
　

△3,044

役員賞与引当金の減少
（△）額　

△11,380

退職給付引当金の減少
（△）額　

△7,050

従業員特別補償引当金の減
少（△）額

△11,750

受取利息及び受取配当金　 △7,932

支払利息　 8,480

売上債権の減少額　 355,787

たな卸資産の増加（△）額
　

△415,182

その他資産の増加（△）額
　

△417,325

仕入債務の減少（△）額　 △161,421

未払消費税等の減少（△）
額　

△71,137

その他負債の増加額　 506,253

小計 1,441,895

利息及び配当金の受取額 △9,707

利息の支払額　 △14,417

法人税等の支払額　 △256,486

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

1,161,281

－ 3 －



前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 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
　

△60,000

有形固定資産の取得による
支出

△68,278

関係会社株式の取得による
支出

△90,000

貸付による支出　 △406,802

貸付金の回収による収入　 213,643

その他　 △14,600

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△426,037

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 

短期借入金の返済による支
出　

△800,000

配当金の支払額 △282,982

その他　 △1,101

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△1,084,084

Ⅳ　現金及び現金同等物の減少
（△）額

△348,839

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

2,066,065

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末
残高

1,717,225

－ 4 －
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