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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 46,306 ― 7,647 ― 6,368 ― 4,118 ―
20年3月期第2四半期 40,205 14.7 7,245 3.4 6,720 3.2 5,391 △19.5

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2四半期 3,925.93 3,908.63
20年3月期第2四半期 5,141.62 5,115.28

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2四半期 218,636 59,185 27.1 56,401.73
20年3月期 213,112 56,133 26.3 53,503.95

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  59,184百万円 20年3月期  56,133百万円

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 ― 1,000.00 1,000.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 1,000.00 1,000.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 89,000 14.8 14,200 13.0 11,600 4.8 10,200 6.5 9,722.18

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）  無  

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

(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  無  

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

(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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(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 
 ・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。 
・上記に記載した予想数値は、現在時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、様々な要因により大
きく異なる可能性があります。 
  なお、詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】3. 連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 

新規 ― 社 （社名 ） 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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  1,049,347株 20年3月期  1,049,147株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  ―株 20年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  1,049,079株 20年3月期第2四半期  1,048,587株
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【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2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、エネルギー・原材料価格の高騰やサブプライムロ

ーン問題による世界経済の減速により企業収益が減少に転じるなど景気は弱含みで推移いたしました。 

一方、ゴルフ業界は、ゴルフへの関心の高まりを背景として、中高年男性に加え、女性や若年層の

プレー需要も高まっており、ゴルファーのプレー回数は増加傾向にあります。 

このような経営環境の中、当企業グループは「収益向上の見込めるゴルフ場の取得、ゴルフ練習場

の取得・開発による事業基盤の強化」と「ゴルフ場オペレーション収益の最大化」を推進し、企業価

値の最大化に取り組んでまいりました。 

ゴルフ場の取得状況は、海外の金融不安を背景に国内でも信用収縮の影響により、ゴルフ場買収案

件は増加しており、収益改善・向上が見込めると判断したコースを選別の上、取得を進め、2コースの

取得と3コースの取得契約を締結しました。なお、保有するゴルフ場の収益実績および計画、ポートフ

ォリオ戦略などに基づきゴルフ場2コースを売却いたしました。この結果、当第2四半期連結会計期間

末における保有コースは125コース、その他契約を締結しているコース数を加えた合計では、133コー

スとなりました。また、ゴルフ練習場事業は、5ヶ所の取得を行い、運営ゴルフ練習場数は7ヶ所とな

り、ゴルフ場事業とのシナジー効果の拡大に向けた基盤の整備を進めております。 

収益の最大化につきましては、サービスレベルの向上に努めるとともに、各ゴルフ場の競争力強化

を図りました。季節的に日照時間の長さを活かしたプレー枠の拡大、ポイントカードホルダーの獲得、

新規取得ゴルフ場の収益改善を早期化するため専任部署を設置いたしました。 

この結果、ゴルフ場入場者数（注1）は、前年同期比61万人増の384万人（前年同期間323万人）とな

りました。 

これらの結果、当第2四半期連結累計期間の業績は、営業収益が46,306,167千円、営業利益は  

7,647,964千円、経常利益は6,368,707千円、四半期純利益は4,118,612千円となりました。なお、当第

2四半期連結損益計算書の「法人税、住民税及び事業税」および「法人税等調整額」は、当第2四半期

の実績を基に算定しております。なお、当連結会計年度における第3四半期以降に、グループ再編等に

より、当該再編等以前の「法人税、住民税及び事業税」および「法人税等調整額」の算定に影響を及

ぼす場合には、再編等を実施した四半期決算において影響額を調整することになります。 

 

(注)１．当企業グループの保有コースおよび運営受託契約を締結しているコースの入場者数。 

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。このため

連結財務諸表等に係る数値については、前年同四半期連結会計期間との比較・分析は行ってお

りません。(以下、2.連結財政状態に関する定性的情報についても同様) 
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2. 連結財政状態に関する定性的情報 

(資産) 

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末と比較し5,524,249千円増加

し218,636,345千円となりました。増加の主な内容は、連結子会社5社の増加及びゴルフ練習場の建

設等に伴い有形固定資産が5,205,968千円、のれんが1,631,623千円増加し、子会社の取得等により

現金及び預金が1,214,646千円減少したこと等によるものであります。 

(負債) 

当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末と比較し2,472,000千円増加

し159,450,578千円となりました。増加の主な内容は、短期借入金が2,580,000千円減少したものの、

子会社の取得等に係る資金調達により長期借入金が6,670,000千円増加したこと等によるものであり

ます。 

 (純資産) 

当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末と比較し3,052,248千円増

加し59,185,766千円となりました。増加の主な内容は、利益剰余金が四半期純利益により4,118,612

千円増加し、配当により1,049,147千円減少したこと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２四半期の業績は、ほぼ当初の計画通り推移しており、連結業績予想の修正は行っておりま

せん。 

 

4. その他 

 (1) 期中における重要な子会社の異動（連結の範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

   特定子会社の異動はありません。 

 

 (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 

   該当事項はありません。 

 

(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 

 会計処理基準に関する事項の変更 

  １．「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)を当第2四半期連結累計期間より適用してお

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．「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の

適用指針」(企業会計基準適用指針第16号)を当第2四半期連結累計期間より早期に適用しており

ます。 

これにより、従来賃貸借処理を行っていたファイナンス・リース取引については、当第2四半

期連結累計期間から契約したものについて連結貸借対照表に計上し、リース期間により減価償
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却を行う方法に変更しております。 

なお、リース取引開始日が会計基準等適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しておりま

す。 

この変更により当四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。 

4



 ㈱アコーディア・ゴルフ（2131）平成21年3月期 第2四半期決算短信 

 

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２四半期 
連結会計期間末 

(平成２０年９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 4,587,239 5,801,886

  営業未収入金 4,967,615 5,917,645

  商品 1,584,640 1,282,457

  原材料 101,757 －

  その他 4,958,419 6,128,896

  貸倒引当金 △977,866 △965,827

  流動資産合計 15,221,805 18,165,058

固定資産 

 有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 32,076,616 31,036,234

ゴルフコース 91,132,445 90,599,340

  土地 36,170,499 34,964,869

   その他（純額） 5,924,078 3,497,227

   有形固定資産合計 165,303,640 160,097,671

  無形固定資産 

   のれん 29,769,646 28,138,023

   その他 4,233,954 4,131,566

無形固定資産合計 34,003,601 32,269,589

  投資その他の資産 

   長期貸付金 599,296 610,046

   その他 5,231,423 3,719,042

貸倒引当金 △1,723,421 △1,749,313

投資その他の資産合計 4,107,297 2,579,776

  固定資産合計 203,414,539 194,947,037

資産合計 218,636,345 213,112,096
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当第２四半期 
連結会計期間末 

(平成２０年９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 2,336,973 2,715,238

短期借入金 4,920,000 7,500,000

1年内返済予定の長期借入金 5,000,000 4,824,000

未払法人税等 3,296,849 2,122,238

引当金 1,444,231 1,258,729

その他 8,545,541 11,410,960

流動負債合計 25,543,594 29,831,167

固定負債 

  社債 25,000,000 25,000,000

長期借入金 62,100,000 55,430,000

入会保証金 28,742,101 29,292,925

その他 18,064,882 17,424,485

固定負債合計 133,906,984 127,147,410

負債合計 159,450,578 156,978,577

純資産の部 

株主資本 

資本金 10,940,978 10,940,978

資本剰余金 20,622,481 20,640,470

利益剰余金 27,621,535 24,552,070

株主資本合計 59,184,994 56,133,518

少数株主持分 771 －

純資産合計 59,185,766 56,133,518

負債純資産合計 218,636,345 213,112,096

 

 

 

 

 

 

 

 

6



 ㈱アコーディア・ゴルフ（2131）平成21年3月期 第2四半期決算短信 

 

 (2) 四半期連結損益計算書 

  第２四半期連結累計期間 

（単位：千円） 

 
当第２四半期連結累計期間 
(自 平成２０年４月 １日 

  至 平成２０年９月３０日)
 

営業収益 46,306,167

営業費用 

 事業費 36,296,346

 販売費及び一般管理費 2,361,856

 営業費用合計 38,658,202

営業利益 7,647,964

営業外収益 

受取利息 4,495

受取賃貸料 54,262

利用税等報奨金 33,239

その他 55,825

営業外収益合計 147,822

営業外費用 

支払利息 913,860

シンジケートローン手数料 490,000

その他 23,219

営業外費用合計 1,427,079

経常利益 6,368,707

特別利益 

固定資産売却益 21,098

受取補償金 77,461

保険差益 18,136

関係会社株式売却益 532,328

その他 21,034

特別利益合計 670,060

特別損失 

固定資産除売却損 62,126

災害による損失 20,231

その他 367

特別損失合計 82,725

税金等調整前四半期純利益 6,956,042

法人税、住民税及び事業税 3,138,494

法人税等調整額 △300,837

法人税等合計 2,837,657

少数株主損失(△) △228

四半期純利益 4,118,612
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 (3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

 
当第２四半期連結累計期間 
(自 平成２０年４月 １日 
  至 平成２０年９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 6,956,042

  減価償却費 1,485,895

  のれん償却額 1,615,252

  貸倒引当金の増減額(△は減少) △13,744

  賞与引当金の増減額(△は減少) △113,390

ポイント引当金の増減額(△は減少) 103,127

  株主優待引当金の増減額（△は減少） 12,000

  受取利息 △4,495

  支払利息 913,860

  固定資産除売却損益(△は益) 41,027

  関係会社株式売却損益（△は益） △532,328

  売上債権の増減額(△は増加) 1,012,117

  仕入債務の増減額(△は減少) 233,545

  未払金の増減額(△は減少) △457,025

  前受収益の増減額(△は減少) △3,311,818

  その他 89,560

  小計 8,029,627

  利息の受取額 2,502

  利息の支払額 △912,275

  法人税等の支払額 △2,014,278

  営業活動によるキャッシュ・フロー 5,105,575

 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 △5,542,478

  有形固定資産の売却による収入 51,340

  無形固定資産の取得による支出 △304,830

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出 

△3,901,014

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る収入 

691,196

  短期貸付金の増減額(△は増加) 375

長期貸付金の回収による収入 10,750

  更正会社へのスポンサー出資中間金の支払い 
  による支出 

△720,000

  その他 △89,321

  投資活動によるキャッシュ・フロー △9,803,980

8



 ㈱アコーディア・ゴルフ（2131）平成21年3月期 第2四半期決算短信 

 

 

 

当第2四半期連結累計期間 

(自 平成20年4月1日 

至 平成20年9月30日) 

 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) △2,580,000

  長期借入れによる収入 70,000,000

  長期借入金の返済による支出 △63,154,000

  株式の発行による収入 0

  自己株式の売却による収入 72,246

  配当金の支払額 △1,035,982

    長期預り金の受入による収入 193,900

  その他 △12,405

  財務活動によるキャッシュ・フロー 3,483,758

 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △1,214,646

 現金及び現金同等物の期首残高 5,801,886

 現金及び現金同等物の四半期末残高 4,587,239

 

 

 

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 

１事業の種類別セグメント情報 

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

当企業グループの事業は、ゴルフ事業及びこれに付帯する業務の単一事業であります。従いま

して、開示対象となるセグメントがないため、該当事項はありません。 

  

２所在地別セグメント情報 

   当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９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在外支店等がないため、所在地別セグメント

情報は記載しておりません。 

  

３海外売上高 

   当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

海外との取引がないため、海外売上高は記載しておりません。 

 

(6)株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日)  

 該当事項はありません。 
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「参考資料」 

 (1) 前中間連結損益計算書 

（単位：千円） 

 
前中間連結会計期間 
(自 平成19年4月1日 

  至 平成19年9月30日) 

区分 金額(千円) 

Ⅰ 営業収益 40,205,418

Ⅱ 営業費用 

１ 事業費 31,353,841

２ 販売費及び一般管理費 1,606,065 32,959,906

営業利益 7,245,511

Ⅲ 営業外収益 

１ 受取利息 15,492

２ 利用税等報奨金 30,520

３ 施設賃貸収入 27,597

４ その他 24,039 97,650

Ⅳ 営業外費用 

１ 支払利息 616,270

２ その他 6,099 622,370

経常利益 6,720,792

Ⅴ 特別利益 

１ 固定資産売却益 7,974

２ 営業補償金 77,610

３ 償却債権取立益 57,367

４ その他 48,903 191,856

Ⅵ 特別損失 

１ 固定資産除売却損 10,621

２ 災害損失 42,298

３ 事業再生関連損失 98,021

４ その他  5,000 155,941

税金等調整前中間純利

益 
6,756,707

法人税、住民税及び事

業税 
1,225,349

法人税等調整額 139,915 1,365,264

中間純利益 5,391,442
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「参考資料」 

(2)前中間連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

 
前中間連結会計期間 
(自 平成19年4月1日 

 至 平成19年9月30日)

区分 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

  税金等調整前中間純利益 6,756,707 

  減価償却費 1,216,607 

  のれん償却費  897,310 

  貸倒引当金の増減額（△は減少） 22,853 

賞与引当金の増減額（△は減少） 125,936 

ポイントカード引当金の増減額（△は減少） 31,740 

株主優待引当金の増減額（△は減少） 541,000 

受取利息 △15,492 

支払利息 616,270 

固定資産売却益 △7,974 

固定資産除売却損 10,621 

  営業未収入金の増減額（△は増加） 608,215 

  買掛金の増減額（△は減少） 303,775 

  未払金の増減額（△は減少） △1,297,370 

  前受年会費収入の増減額（△は減少） △3,062,344 

  その他 396,115 

小計 7,143,972 

  利息の受取額 12,444 

  利息の支払額 △603,541 

  法人税等の支払額 △676,390 

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,876,484 

Ⅱ 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 △1,790,255 

  有形固定資産の売却による収入 35,270 

  無形固定資産の取得による支出 △129,662 

  連結子会社の株式の取得による支出 △7,025,211 

  その他 △88,280 

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,998,139 

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 2,000,000 

  長期借入金の返済による支出 △2,412,000 

財務活動によるキャッシュ・フロー △412,000 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,533,655 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 10,093,269 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 6,559,614 
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(3)セグメント情報 

１ 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19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

当企業グループの事業は、ゴルフ事業及びこれに付帯する業務の単一事業であります。従いまし 

て、開示対象となるセグメントがないため、該当事項はありません。 

  

２ 所在地別セグメント情報 

 

前中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９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在外支店等がないため、所在地別セグメント情 

報は記載しておりません。 

  

３ 海外売上高 

 

前中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

海外との取引がないため、海外売上高は記載しておりません。 
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６．その他の情報 

 生産・受注及び販売の状況 

 (1) 生産実績 

  当企業グループは、ゴルフ事業が主要な事業であるため、該当事項はありません。 

なお、当企業グループは、ゴルフ事業の単一セグメントのため、事業の種類別セグメントの情

報は作成しておりませんので、売上区分別の金額を記載しております。（以下、「販売実績」

まで同じ） 

 

 (2) 仕入実績 

当第２四半期連結累計期間における仕入実績を示すと、次のとおりであります。 
 

売上区分 仕入高(千円) 

商品(ゴルフ用品等) 1,484,931 

原材料等（レストラン） 2,796,727 

合計 4,281,659 

(注) １ 金額は、仕入価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ ゴルフは屋外スポーツであり、当企業グループの仕入高は、気候が穏やかな春・秋に該当する第1

四半期および第3四半期に高く、気候の厳しい夏・冬に該当する第2四半期および第4四半期に低く

なる傾向があります。  

 

 (3) 受注実績 

当企業グループは、ゴルフ事業が主要な事業であるため、該当事項はありません。 

 

  (4) 販売実績 

当第２四半期連結累計期間における販売実績を売上区分別に示すと、次のとおりであります。 
 

売上区分 販売高(千円) 

ゴルフ場運営 33,414,349 

レストラン 9,189,620 

ゴルフ用品販売 1,754,221 

その他 1,947,975 

合計 46,306,167 

 
 (注)１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ ゴルフは屋外スポーツであり、当企業グループの販売高は、気候が穏やかな春・秋に該当する第1

四半期および第3四半期に高く、気候の厳しい夏・冬に該当する第2四半期および第4四半期に低く

なる傾向があります。  
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