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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 70,681 ― 12,591 ― 10,798 ― 5,905 ―
20年3月期第3四半期 61,243 13.4 11,800 4.7 10,748 4.1 8,369 △17.7

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3四半期 5,628.74 5,604.40
20年3月期第3四半期 7,981.45 7,940.56

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3四半期 220,982 60,982 27.6 58,082.96
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3四半期  60,972百万円 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 ― 0.00 ― ――― ―――

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3四半期  1,049,746株 20年3月期  1,049,147株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  ―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3四半期  1,049,252株 20年3月期第3四半期  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3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的に金融危機の影響により景気が悪化し、厳

しい経済環境となりました。 

一方、ゴルフ業界は、景気悪化に伴いゴルフ会員権市場の縮小によるゴルフ会員権に対する需要の

減少、ゴルフクラブなどゴルフ用品販売の弱含みは見られるもののゴルフに対する持続的な関心の高

まりを背景として、プレー需要は安定しております。 

このような経営環境の中、当企業グループは「ゴルフ場オペレーション収益の最大化」および「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」を推進し、企

業価値の最大化に取り組んでまいりました。 

オペレーション収益の最大化は、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。従来のプレースタイルに加え、多様な顧客ニーズへの対応とプレーのスピード化に

よるプレー枠の拡大を目的としたスループレーの戦略的導入、2003年より取り組んでいるお客様の当

社ゴルフ場に対するロイヤリティ向上を目的としたポイントカードホルダー数が前連結会計年度末よ

り55万名増加するなど収益拡大を推進いたしました。 

ゴルフ場の取得状況は、海外の金融危機を背景に国内でも信用収縮の影響により、当企業グループ

に寄せられる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、4コースの取得と1コースの取得契約を締結しました。なお、企業価値向上を目的としたゴルフ

場ポートフォリオ戦略などに基づき、4コースの売却と１コースの売却契約を締結いたしました。この

結果、当第3四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134コースとなりました。また、ゴルフ練習場事業は開発を進めていたアコーデ

ィア・ガーデン加古川など8ヶ所の取得・開発および１ヶ所の運営受託契約を締結し、運営ゴルフ練習

場数は11ヶ所となり、ゴルフ場とのシナジー効果の拡大を目的とした事業基盤の整備を進めておりま

す。この結果、ゴルフ場入場者数（注1）は、前年同期比88万人増の574万人（前年同期間486万人）と

なりました。 

これらの結果、当第3四半期連結累計期間の業績は、営業収益が70,681,215千円、営業利益は

12,591,027千円、経常利益は10,798,179千円となりました。また、四半期純利益は、子会社株式4社

（4コース）を売却したことによる関係会社株式売却益1,502,906千円を特別利益に計上したこと、  

買収時点に見積もった将来キュッシュ・フローより実績が下回った2コースについて、のれんの回収可

能性に疑義が生じたため、保守的に当第3四半期連結累計期間において1,377,512千円を減損損失とし

て特別損失に計上したことなどにより5,905,975千円となりました。なお、当第3四半期連結累計期間

の「法人税、住民税及び事業税」および「法人税等調整額」は、第3四半期末における当社及び連結子

会社について実績を基礎として算定しておりますが、当企業グループは、2009年1月13日開示の「当社

子会社の合併に関するお知らせ」記載のとおり本年3月1日に子会社間の合併を計画しており、当連結

会計年度において、当該合併により合併法人の「法人税、住民税及び事業税」等の計算を期首から遡

り行う予定です。 

 

(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
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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３四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7,870,775千円増加

し220,982,871千円となりました。増加の主な内容は、連結子会社7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8,351,955千円、のれんが991,233千円増加し、子会社の取得等により現

金及び預金が1,182,443千円減少したこと等によるものであります。 

(負債) 

当第３四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3,021,718千円増加

し160,000,296千円となりました。増加の主な内容は、リファイナンス等により短期借入金が

5,380,000千円減少したものの、子会社の取得等に係る資金調達により長期借入金が10,966,000千円

増加したこと等によるものであります。 

 (純資産) 

当第３四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4,849,056千円増

加し60,982,575千円となりました。増加の主な内容は、利益剰余金が四半期純利益により5,905,975

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３四半期の業績は、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3四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3四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3四半

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。 
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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３四半期 
連結会計期間末 

(平成20年12月31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 4,619,442 5,801,886

営業未収入金 4,832,890 5,917,645

商品 1,815,810 1,282,457

原材料 105,556 －

その他 4,970,044 6,128,896

貸倒引当金 △1,327,927 △965,827

流動資産合計 15,015,817 18,165,058

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 33,895,701 31,036,234

ゴルフコース 92,672,828 90,599,340

土地 36,862,006 34,964,869

その他（純額） 5,019,089 3,497,227

有形固定資産合計 168,449,626 160,097,671

無形固定資産   

のれん 29,129,256 28,138,023

その他 4,211,763 4,131,566

無形固定資産合計 33,341,019 32,269,589

投資その他の資産   

長期貸付金 599,296 610,046

その他 5,098,050 3,719,042

貸倒引当金 △1,520,937 △1,749,313

投資その他の資産合計 4,176,408 2,579,776

固定資産合計 205,967,054 194,947,037

資産合計 220,982,871 213,112,096
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（単位：千円）

当第３四半期 
連結会計期間末 

(平成20年12月31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 2,177,427 2,715,238

短期借入金 2,120,000 7,500,000

1年内返済予定の長期借入金 5,272,000 4,824,000

未払法人税等 3,596,570 2,122,238

引当金 1,069,302 1,258,729

その他 6,507,926 11,410,960

流動負債合計 20,743,226 29,831,167

固定負債   

社債 24,900,000 25,000,000

長期借入金 66,396,000 55,430,000

入会保証金 29,301,665 29,292,925

その他 18,659,404 17,424,485

固定負債合計 139,257,070 127,147,410

負債合計 160,000,296 156,978,577

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 29,408,898 24,552,070

株主資本合計 60,972,358 56,133,518

少数株主持分 10,216 －

純資産合計 60,982,575 56,133,518

負債純資産合計 220,982,871 213,112,096
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(2)【四半期連結損益計算書】 
 【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間  
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業収益 70,681,215

営業費用  

事業費 54,154,400

販売費及び一般管理費 3,935,786

営業費用合計 58,090,187

営業利益 12,591,027

営業外収益  

受取利息 6,436

受取賃貸料 75,295

利用税等報奨金 56,078

その他 70,455

営業外収益合計 208,266

営業外費用  

支払利息 1,352,780

シンジケートローン手数料 605,000

その他 43,333

営業外費用合計 2,001,114

経常利益 10,798,179

特別利益  

固定資産売却益 21,971

受取補償金 116,971

保険差益 51,901

関係会社株式売却益 1,502,906

その他 62,460

特別利益合計 1,756,210

特別損失  

固定資産除売却損 168,025

減損損失 1,377,512

災害による損失 24,746

その他 898

特別損失合計 1,571,182

税金等調整前四半期純利益 10,983,208

法人税、住民税及び事業税 4,480,221

法人税等調整額 599,794

法人税等合計 5,080,015

少数株主損失（△） △2,783

四半期純利益 5,905,975
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 10,983,208

減価償却費 2,330,336

のれん償却額 2,453,316

減損損失 1,377,512

貸倒引当金の増減額（△は減少） 338,682

賞与引当金の増減額（△は減少） △527,607

ポイント引当金の増減額（△は減少） 137,848

株主優待引当金の増減額(△は減少) 12,000

受取利息 △6,436

支払利息 1,352,780

固定資産除売却損益（△は益） 146,053

関係会社株式売却損益（△は益） △1,502,906

売上債権の増減額（△は増加） 1,169,473

仕入債務の増減額（△は減少） 60,367

未払金の増減額（△は減少） △311,985

前受収益の増減額（△は減少） △5,212,734

その他 △596,647

小計 12,203,260

利息の受取額 3,465

利息の支払額 △1,483,630

法人税等の支払額 △3,129,230

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,593,865

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 △7,338,994

有形固定資産の売却による収入 56,580

無形固定資産の取得による支出 △362,897

定期預金の預入による支出 △50,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△6,673,490

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

1,722,409

短期貸付金の増減額（△は増加） △499,394

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 △153,768

投資活動によるキャッシュ・フロー △14,008,804

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） △5,380,000

長期借入れによる収入 74,568,000

長期借入金の返済による支出 △63,154,000

社債の償還による支出 △60,500

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 △1,040,379
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

長期預り金の受入による収入 200,641

その他 △23,511

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,182,495

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,232,443

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 4,569,442
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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 

 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３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日)  

 該当事項はありません。 
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「参考資料」 

(1) (要約)前年同四半期連結損益計算書           

（単位：千円） 

科  目 
前第3四半期連結累計期間 
(自 平成19年 4月1日 

 至 平成19年12月31日) 
 

Ⅰ 営業収益 61,243,738  

Ⅱ 営業費用 49,443,512  

営業利益 11,800,226  

Ⅲ 営業外収益 158,377  

１ 受取利息 32,986  

２ 利用税等報奨金 50,711  

３ その他 74,679  

Ⅳ 営業外費用 1,209,926  

１ 支払利息 1,017,317  

２ ｼﾝｼﾞｹｰﾄﾛｰﾝ組成費用 75,000  

３ 上場関連費用 108,537  

４ その他 9,070  

   経常利益 10,748,677  

Ⅴ 特別利益 281,039  

１ 固定資産売却益 10,840  

２ 償却債権取立益 63,618  

３ 営業補償金 117,959  

４ その他 88,620  

Ⅵ 特別損失 189,991  

１ 固定資産除売却損 24,464  

２ 災害損失 52,757  

３ 事業再生関連損失 107,364  

５ その他 5,405  

 税金等調整前四半期純利益 10,839,725  

 税金費用 2,470,473  

 四半期純利益 8,369,251  
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「参考資料」 

(2)前年同四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

科  目 
前第3四半期連結累計期間 
(自 平成19年 4月1日 

 至 平成19年12月31日) 
 

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 10,839,725  

  減価償却費 1,886,663  

  のれん償却費 1,415,442  

社債発行費 108,537  

  貸倒引当金の減少額(△は減少) 349,365  

賞与引当金の増減額(△は減少) △368,431  

ポイントカード引当金の増減額 
(△は減少) 

47,055  

株主優待引当金の増減額(△は減少) 541,000  

受取利息 △32,986  

支払利息 1,017,317  

固定資産売却益 △10,840  

固定資産除売却損 24,464  

  営業未収入金の増減額 1,025,162  

  買掛金の増減額 82,386  

  未払金の増減額 △4,705,753  

  前受年会費収入の増減額 △4,738,964  

  その他 58,766  

小計 7,538,911  

  利息の受取額 29,817  

  利息の支払額 △934,402  

  法人税等の支払額 △1,082,099  

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,552,227  

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 △3,545,471  

  有形固定資産の売却による収入 41,559  

  無形固定資産の取得による支出 △241,351  

  投資有価証券の取得による支出 △330,000  

  連結子会社の株式の取得による支出 △8,512,975  

  短期貸付金の増減額 △479,883  

  その他 △93,561  

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,161,683  
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科  目 
前第3四半期連結累計期間 
(自 平成19年 4月1日 

 至 平成19年12月31日) 
 

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  

  社債の発行による収入 24,891,462  

財務活動によるキャッシュ・フロー 20,479,462  

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 12,870,006  

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期末残高 22,963,275  
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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 

 

前第3四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31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 

 

前第3四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31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 

 

前第3四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31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３四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) 2,404,538 

原材料等（レストラン） 4,264,776 

合計 6,669,315 

(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３四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 50,963,087 

レストラン 13,986,237 

ゴルフ用品販売 2,672,508 

その他 3,059,381 

合計 70,681,215 

 
 (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。  

 

 

㈱アコーディア・ゴルフ（2131）平成21年3月期　第3四半期決算短信

16


	uji
	090210 平成21年3月期 第3四半期決算短信.pdf
	uji
	30期第3四半期短信 _3_.pdf
	uji1




