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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） 

(注１)当年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」等を適用しているため、当年度の対前年同四半期増減率は記載しておりません。 
(注２)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につきましては、平成21年３月期第２四半期は、１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。 

(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 44,847 ― 1,695 ― 1,786 ― △638 ―

20年3月期第2四半期 45,626 11.2 5,279 2.4 5,346 2.1 2,832 5.6

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 △13.49 ―

20年3月期第2四半期 56.13 54.85

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 237,882 48,440 20.1 1,091.11
20年3月期 239,983 57,940 23.9 1,158.18

（参考） 自己資本  21年3月期第2四半期  47,925百万円 20年3月期  57,404百万円

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  有  
 

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 ― 25.00 ― 25.00 50.00
21年3月期 ― 15.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 15.00 30.00

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 95,500 △8.8 8,100 △43.1 8,000 △44.3 3,100 △58.3 65.50

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  

(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  

(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 
・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、当社が現時点で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仮定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、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。なお、１株当たり当期純利益の予想に関しましては、上記、21年３月期第２四半期の期中平均株式
数を使用しております。 
・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。 

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 51,705,748株 20年3月期 51,644,860株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期 7,782,286株 20年3月期 2,080,586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 47,329,602株 20年3月期第2四半期 50,466,171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 

前年同四半期増減率及び金額につきましては、参考として記載しております。 

(１) 当第２四半期連結累計期間の概況 

 

前第２四半期 

連結累計期間 

（実績） 

当第２四半期 

連結累計期間 

（実績） 

当第２四半期 

連結累計期間 

（計画) 

前年同期比 計画比 

売 上 高 45,626百万円 44,847百万円 44,200百万円 △1.7％ ＋1.5％

営 業 利 益 5,279百万円 1,695百万円 1,200百万円 △67.9％ ＋41.3％

経 常 利 益 5,346百万円 1,786百万円 1,200百万円 △66.6％ ＋48.9％

四半期純利益 

又は四半期純損失（△）
2,832百万円 △638百万円 △700百万円 － －

 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国におけるサブプライムローン問題に端を発した金融市

場の混乱や原油・原材料価格の高騰などにより、景気の後退感が一層強まってまいりました。 

そうした中、当社グループの状況は、リゾートホテルなどの会員権販売が不調であったこと、消費財の高騰に

より販売費及び一般管理費が増加したことなどにより、第２四半期連結累計期間の売上高は44,847百万円（前年

同期比1.7％減）、営業利益は1,695百万円（前年同期比67.9％減）、経常利益は1,786百万円（前年同期比

66.6％減）、四半期純損失は638百万円（前年同期比3,470百万円の減少）と、減収減益となりました。 

 

セグメント別の業績等の概要は以下の通りとなっております。 

 

(２)セグメント別業績概況 

【会員権事業】 

 

前第２四半期 

連結累計期間 

（実績） 

当第２四半期 

連結累計期間 

（実績） 

当第２四半期 

連結累計期間 

（計画) 

前年同期比 計画比 

売 上 高 15,082百万円 11,289百万円 10,820百万円 △25.2％ ＋4.3％

営 業 利 益 2,977百万円 45百万円 △250百万円 △98.5％ －

会員権事業におきましては、景況不安に伴う個人消費の低迷などの影響を受け、リゾートホテル会員権の販売

が不調であった結果、減収減益となりました。 

 

【ホテルレストラン等事業】 

 

前第２四半期 

連結累計期間 

（実績） 

当第２四半期 

連結累計期間 

（実績） 

当第２四半期 

連結累計期間 

（計画) 

前年同期比 計画比 

売 上 高 24,616百万円 26,128百万円 25,740百万円 ＋6.1％ ＋1.5％

営 業 利 益 1,728百万円 1,026百万円 820百万円 △40.6％ ＋25.2％

ホテルレストラン等事業におきましては、平成20年３月の「東京ベイコート倶楽部」、同４月の「ホテルトラ

スティ東京ベイサイド」開業により増収となりましたが、消費財高に伴うコスト増や、ガソリン価格の高騰によ

る集客への影響などにより増収減益となりました。 
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【ゴルフ事業】 

 

前第２四半期 

連結累計期間 

（実績） 

当第２四半期 

連結累計期間 

（実績） 

当第２四半期 

連結累計期間 

（計画) 

前年同期比 計画比 

売 上 高 3,040百万円 3,784百万円 4,100百万円 ＋24.5％ △7.7％

営 業 利 益 61百万円 83百万円 190百万円 ＋37.5％ △55.8％

ゴルフ事業におきましては、「ザ・カントリークラブ（滋賀県）」や「グランディ軽井沢ゴルフクラブ（長野

県）」のリニューアルオープンや会員権販売の増加などが売上高に寄与し、増収増益となりました。 

【メディカル事業】 

 

前第２四半期 

連結累計期間 

（実績） 

当第２四半期 

連結累計期間 

（実績） 

当第２四半期 

連結累計期間 

（計画) 

前年同期比 計画比 

売 上 高 2,776百万円 3,503百万円 3,400百万円 ＋26.2％ ＋3.0％

営 業 利 益 376百万円 428百万円 320百万円 ＋13.8％ ＋33.9％

メディカル事業におきましては、会員権販売が好調であったことや会員増加に伴う年会費収入、保証金償却収

入増などにより売上増となった結果、増収増益となりました。 

【その他事業】 

 

前第２四半期 

連結累計期間 

（実績） 

当第２四半期 

連結累計期間 

（実績） 

当第２四半期 

連結累計期間 

（計画) 

前年同期比 計画比 

売 上 高 109百万円 141百万円 140百万円 ＋28.7％ ＋1.0％

営 業 利 益 135百万円 110百万円 120百万円 △18.4％ △8.1％

その他事業におきましては、別荘管理業務の受託収入などにより売上高は増加しましたが、間接コストの増加

などにより増収減益となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

四半期連結会計期間末の資産、負債、純資産等の状況に関する分析 

（資産） 

当第２四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、販売用不動産1,456百万円、投資有価

証券が3,466百万円減少したことなどにより、237,882百万円（前連結会計年度比0.9％減）となりました。 

（負債） 

当第２四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、未竣工物件などの前受金の7,574百

万円の増加などにより、189,442百万円（前連結会計年度比4.1％増）となりました。 

（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度に比べ、資本効率化のための自己株式取得

により7,564百万円の減少や剰余金の配当などにより、48,440百万円（前連結会計年度比16.4％減）となりま

した。その結果、当第２四半期連結会計期間末における自己資本比率は 20.1％となりました。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

 

我が国における会員制リゾートホテル・ゴルフ事業などの余暇関連産業やメディカル事業などの健康関連

産業は、団塊世代の退職に伴う「アクティブシニア層」の増加や「ワークライフバランス」への意識の高ま

り、国民の健康意識の向上を受け、中長期的な拡大傾向が続くものと予想しております。 

しかしながら、昨今では、サブプライム問題以降の世界的な金融不況が実態経済にも及び、景気の先行き

不透明感が続いています。実体経済の回復や消費意欲の向上には、しばらくの期間を要するものと推測され、

当面厳しい環境が続くものと想定しております。 

当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、会員権販売、ホテルの稼働などが予想より増加したこ

とから平成20年８月12日に発表した予想を上回りましたが、通期に与える影響は軽微であるため、平成21年

３月期通期の業績予想につきましては、平成20年８月12日の決算発表時の見通しを変更しておりません。詳

しくは、本日（平成20年11月14日）公表の「平成21年３月期 第２四半期累計期間にかかる業績予想と実績

値との差異に関するお知らせ」をご参照下さい。 

 

 

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） 

該当事項はありません。 

(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 

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「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を

第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価の

切下げの方法）に変更しております。 

 これによる、当第２四半期連結累計期間の損益への影響はありません。 

③「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３月30日 

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」（企業会計基準委員会 平成６年１

月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連結会計期間から早期に

適用し、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

理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しております。 

 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法

によっております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度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。 

 これによる、当第２四半期連結累計期間の損益への影響はありません。 



５.四半期連結財務諸表 
（１）【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

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 18,548 19,281

受取手形及び売掛金 5,114 5,724

営業貸付金 26,579 25,088

有価証券 19,998 16,995

商品 363 662

販売用不動産 20,182 21,638

原材料及び貯蔵品 868 848

仕掛販売用不動産 22,512 20,800

繰延税金資産 3,352 3,110

その他 4,255 3,824

貸倒引当金 △733 △541

流動資産合計 121,042 117,432

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 49,811 48,989

機械装置及び運搬具（純額） 4,641 4,857

コース勘定 8,508 8,479

土地 23,494 22,123

建設仮勘定 3,114 6,535

その他（純額） 3,183 3,166

有形固定資産合計 92,752 94,152

無形固定資産   

ソフトウエア 1,073 1,177

その他 1,889 1,811

無形固定資産合計 2,962 2,989

投資その他の資産   

投資有価証券 11,964 15,430

長期貸付金 4,359 4,144

繰延税金資産 409 1,467

その他 6,298 5,814

貸倒引当金 △1,735 △1,448

投資損失引当金 △170 －

投資その他の資産合計 21,125 25,408

固定資産合計 116,840 122,551

資産合計 237,882 239,983
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（単位：百万円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 787 802

短期借入金 36,962 27,328

1年内返済予定の長期借入金 4,426 4,555

1年内償還予定の社債 550 2,050

未払法人税等 985 3,010

未払消費税等 439 148

前受金 15,104 7,529

前受収益 4,604 4,631

その他 9,848 13,011

流動負債合計 73,708 63,067

固定負債   

社債 4,425 4,500

長期借入金 6,553 8,764

繰延税金負債 1,467 1,466

再評価に係る繰延税金負債 32 31

退職給付引当金 342 272

役員退職慰労引当金 1,484 1,410

長期預り保証金 101,288 102,452

負ののれん 33 39

その他 106 37

固定負債合計 115,733 118,975

負債合計 189,442 182,043

純資産の部   

株主資本   

資本金 14,258 14,216

資本剰余金 13,990 13,948

利益剰余金 32,372 34,252

自己株式 △12,771 △5,206

株主資本合計 47,849 57,211

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 30 148

土地再評価差額金 45 44

評価・換算差額等合計 75 192

少数株主持分 514 536

純資産合計 48,440 57,940

負債純資産合計 237,882 239,983
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（２）【四半期連結損益計算書】 
  【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

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) 

売上高 44,847

売上原価 8,485

売上総利益 36,362

販売費及び一般管理費  

給料及び賞与 13,107

役員退職慰労引当金繰入額 75

修繕維持費 1,298

貸倒引当金繰入額 220

水道光熱費 2,158

減価償却費 2,705

その他 15,101

販売費及び一般管理費合計 34,666

営業利益 1,695

営業外収益  

受取利息 173

受取配当金 51

割賦利息及び手数料 11

負ののれん償却額 6

受取保険金 54

その他 86

営業外収益合計 383

営業外費用  

支払利息 152

持分法による投資損失 7

株式交付費 0

前受金保証料 25

控除対象外消費税等 52

その他 54

営業外費用合計 291

経常利益 1,786

特別利益  

固定資産売却益 2

投資有価証券売却益 0

関係会社株式売却益 56

貸倒引当金戻入額 9

特別利益合計 69
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（単位：百万円）

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) 

特別損失  

固定資産除却損 125

固定資産売却損 0

投資有価証券評価損 22

投資有価証券売却損 10

関係会社株式売却損 3

投資損失引当金繰入額 170

貸倒引当金繰入額 310

寄付金 45

その他 0

特別損失合計 690

税金等調整前四半期純利益 1,165

法人税、住民税及び事業税 924

法人税等調整額 899

法人税等合計 1,824

少数株主損失（△） △19

四半期純損失（△） △638
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

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 1,165

減価償却費 3,019

負ののれん償却額 △6

貸倒引当金の増減額（△は減少） 478

退職給付引当金の増減額（△は減少） 70

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 74

受取利息及び受取配当金 △224

支払利息及び社債利息 152

投資有価証券評価損益（△は益） 22

売上債権の増減額（△は増加） △881

たな卸資産の増減額（△は増加） △312

仕入債務の増減額（△は減少） △15

投資損失引当金の増減額（△は減少） 170

未払金の増減額（△は減少） △1,281

前受金の増減額（△は減少） 7,574

長期預り保証金の増減額（△は減少） △1,164

未払消費税等の増減額（△は減少） 364

その他 △703

小計 8,505

利息及び配当金の受取額 193

利息の支払額 △157

法人税等の支払額 △2,917

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,623

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 △10,629

定期預金の払戻による収入 10,140

有価証券の取得による支出 △10,987

投資有価証券の取得による支出 △500

有価証券の償還による収入 12,000

投資有価証券の売却及び償還による収入 4,214

関係会社株式の取得による支出 △440

有形及び無形固定資産の取得による支出 △3,029

貸付けによる支出 △638

貸付金の回収による収入 308

その他 40

投資活動によるキャッシュ・フロー 480
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（単位：百万円）

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) 

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） 9,634

長期借入金の返済による支出 △2,340

社債の償還による支出 △1,581

株式の発行による収入 82

自己株式の取得による支出 △7,582

配当金の支払額 △1,239

少数株主への配当金の支払額 △0

その他 200

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,827

現金及び現金同等物に係る換算差額 1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,277

現金及び現金同等物の期首残高 22,065

現金及び現金同等物の四半期末残高 25,343
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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 

当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

該当事項はありません。 

(5) セグメント情報 

【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） 

(単位：百万円) 

 

 

会員権事業 

 

 

ホテルレスト

ラン等事業

 

 

ゴルフ事業

 

 

メディカル
事業 

 

 

その他事業

 

 

計 

 

 

消去又は
全社 

 

 

連結 

 

売上高   

(1)外部顧客に対する売
上高 

11,289 26,128 3,784 3,503 141 44,847 － 44,847

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高 

15 765 16 4 276 1,079 （1,079） －

計 11,304 26,894 3,801 3,508 418 45,927 （1,079） 44,847

営業利益 45 1,026 83 428 110 1,695 － 1,695

(注) １.事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２.各事業区分の主要な事業内容 

会員権事業……………………ホテル会員権の販売及びホテル会員権購入者を対象とした金銭の貸与 

ホテルレストラン等事業……ホテル・レストラン等の運営、ホテルの清掃、会員サービス（ワンダーネッ

ト事業の売上高、継続料収入、名義変更料、旅行部門の売上高、通販売上、

会員制ホテルの交換利用における手数料収入）、損害保険代理業、ヘアアク

セサリー等の製造・販売及びトータルビューティー事業、テレマーケティン

グ事業 

ゴルフ事業……………………ゴルフ場の建設及び経営、ゴルフ会員権の販売及びゴルフ会員権購入者を対

象とした金銭の貸与 

メディカル事業………………メディカル会員権の販売、その管理及びメディカル会員権購入者を対象とし

た金銭の貸与、医療施設経営のコンサルティング事業、医療設備賃貸業 

その他事業……………………不動産の賃貸、別荘管理等 

【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）における本邦以外の国又 

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、その記載を省略しております。 

【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）における海外売上高は、 

連結売上高の10％未満のため、その記載を省略しております。 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当社は、平成20年５月15日開催の取締役会において自己株式取得に係る事項を決議し、平成20年

５月16日より同９月12日まで自己株式の取得を行ったほか、単元未満株式買取により自己株式が２

百万円増加しております。この結果、当第２四半期連結会計期間末において自己株式が7,564百万円

増加しております。 
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【 参 考 】 
前中間連結損益計算書 

(単位:百万円) 

 前中間連結会計期間 

科   目 
自  平成19年４月１日 
至  平成19年９月30日 

 金  額 百分比 

 ％

Ⅰ 売上高 45,626 100.0 

Ⅱ 売上原価 9,379 20.6 

売上総利益 36,246 79.4 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 30,967 67.8 

営業利益 5,279 11.6 

Ⅳ 営業外収益 370 0.8 
受取利息 157  
受取配当金 42  
割賦利息及び手数料 13  
持分法による投資利益 11  
負ののれん償却額 6  
その他 138  

Ⅴ 営業外費用 302 0.7 
支払利息 55  
株式交付費 11  
シンジケートローン手数料 102  
その他 133  

経常利益 5,346 11.7 

Ⅵ 特別利益 651 1.4 
固定資産売却益 2  
関係会社株式売却益 155  
貸倒引当金戻入益 494  

Ⅶ 特別損失 1,309 2.8 
固定資産除却損 7  
固定資産売却損 0  
固定資産評価損 0  
投資有価証券評価損 0  
関係会社株式売却損 123  
貸倒引当金繰入額 986  
寄付金 36  
匿名組合評価損 148  
その他 6  

税金等調整前中間純利益 4,689 10.3 

法人税、住民税及び事業税 1,712 3.8 

法人税等調整額 100 0.2 

少数株主利益 43 0.1 

中間純利益 2,832 6.2 

 



リゾートトラスト株式会社 （4681）平成21年３月期 第２四半期決算短信 

― 13 ― 

前中間連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位:百万円) 

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 

 
科      目 

金          額 
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 4,689
減価償却費 2,464
のれん償却額 △6
退職給付引当金の増減額 26
役員退職慰労引当金の増加額 27
受取利息及び受取配当金 △200
支払利息 55
固定資産評価損 0
売上債権の増加額 △1,474
たな卸資産の増加額 △1,936
仕入債務の増減額 △7
未払金の増減額 △1,517
前受金の増加額 3,718
預り保証金の増加額 616
未払消費税等の増加額 208
その他 △132

                    小         計 6,531

利息及び配当金の受取額 195
利息の支払額 △53
法人税等の支払額 △3,883

    営業活動によるキャッシュ・フロー 2,790

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 △5,637
定期預金の払戻による収入 5,647
有価証券・投資有価証券の取得による支出 △5,331
有価証券・投資有価証券の売却等による収入 4,809
有形・無形固定資産の取得による支出 △3,076
貸付による支出 △1,533
貸付金の回収による収入 1,100
関係会社株式の引受けによる支出 △1,820
その他 △901

    投資活動によるキャッシュ・フロー △6,742
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 20,134
長期借入金の返済による支出 △3,771
社債の償還による支出 △375
株式の発行による収入 365
自己株式取得による支出 △2,727
配当金の支払額 △1,064
その他 △0

    財務活動によるキャッシュ･フロー 12,560
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 3
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 8,611
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 29,950
Ⅶ 連結範囲変更による増加額 181

Ⅷ 現金及び現金同等物の中間期末残高 38,743
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セグメント情報 

【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） 

(単位:百万円) 

 会員権 

事  業 

ﾎﾃﾙﾚｽﾄﾗﾝ

等事業  

ゴルフ 

事 業 

ﾒﾃﾞｨｶﾙ 

事 業 
その他 計 

消去又は

全    社
連  結 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

   売上高   

(1)外部顧客に対する売上高 15,082 24,616 3,040 2,776 109 45,626 － 45,626 

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
13 949 3 2 270 1,239 （1,239） －

計 15,096 25,566 3,044 2,779 380 46,865 （1,239） 45,626 

営業費用 12,118 23,837 2,983 2,402 245 41,586 （1,239） 40,346 

営業利益 2,977 1,728 61 376 135 5,279 － 5,279 

(注) １．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各事業区分の主要な事業内容 

会員権事業･･････････････････ホテル会員権の販売及びリゾート会員権購入者を対象とした金銭の貸与 

ホテルレストラン等事業･･････ホテル・レストラン等の運営、ホテルの清掃、会員サービス（ワンダーネット事業の

売上高、継続料収入、名義変更料、旅行部門の売上高、通販売上、商品販売、会員制

ホテルの交換利用における手数料収入）、損害保険代理業、ヘアアクセサリー等の製

造・販売及びトータルビューティー事業、テレマーケティング事業 

ゴルフ事業･････････････････ゴルフ場の建設及び経営、ゴルフ会員権の販売及びゴルフ会員権購入者を対象とした金

銭の貸与 

メディカル事業･････････････メディカル会員権の販売、その管理及びメディカル会員権購入者を対象とした金銭の貸

与、医療施設経営のコンサルティング事業、医療設備賃貸業 

その他事業･･････････････････不動産の賃貸等 

３. 当中間連結会計期間から、連結子会社の一部において、減価償却資産の減価償却の方法を、定率法から定額法へ変更して

おります。この変更により、従来の方法によった場合と比べて、メディカル事業セグメントにおいて営業費用は278百万

円少なく、営業利益は278百万円多く計上されております。 

 

 

 

 

 

６．その他の情報 

別途、補足資料として開示しております。 
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