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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） 

(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、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載をしておりません。 

(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3四半期 66,428 ― 3,981 ― 4,075 ― 387 ―

20年3月期第3四半期 68,182 △9.4 8,670 △32.7 8,801 △32.4 4,739 △35.1

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 8.38 ―

20年3月期第3四半期 94.41 93.40

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 239,203 48,726 20.1 1,097.12
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3四半期  48,188百万円 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  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 ― 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  有  
 

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 86,000 △17.9 4,000 △71.9 3,500 △75.6 500 △93.3 10.82

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 
・平成20年８月12日に公表いたしました連結業績予想は、通期の予想を修正しております。詳細は本日発表した「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 
・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。業績予想の前提の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３四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3四半期 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3四半期 7,782,744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3四半期 46,190,001株 20年3月期第3四半期 50,200,528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３四半期連結累計期間の概況 

 

前第３四半期 

連結累計期間 

（実績） 

当第３四半期 

連結累計期間 

（実績） 

当第３四半期 

連結累計期間 

（計画) 

前年同期比 計画比 

売 上 高 68,182百万円 66,428百万円 69,000百万円 △2.6％ △3.7％

営 業 利 益 8,670百万円 3,981百万円 5,300百万円 △54.1％ △24.9％

経 常 利 益 8,801百万円 4,075百万円 5,300百万円 △53.7％ △23.1％

四半期純利益 4,739百万円 387百万円 1,600百万円 △91.8％ △75.8％

 

当第３四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

場の混乱や株式・為替市場の変動に加え、原材料価格の高騰により、企業収益は減少傾向にあり、景気の減速感

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３四半期連結累計期間の売上高は66,428百万円（前年

同期比2.6％減）、営業利益は3,981百万円（前年同期比54.1％減）、経常利益は4,075百万円（前年同期比

53.7％減）、四半期純利益は387百万円（前年同期比91.8％減）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３四半期 

連結累計期間 

（実績） 

当第３四半期 

連結累計期間 

（実績） 

当第３四半期 

連結累計期間 

（計画) 

前年同期比 計画比 

売 上 高 22,141百万円 15,982百万円 18,130百万円 △27.8％ △11.8％

営 業 利 益 4,919百万円 425百万円 1,828百万円 △91.3％ △76.7％

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３四半期 

連結累計期間 

（実績） 

当第３四半期 

連結累計期間 

（実績） 

当第３四半期 

連結累計期間 

（計画) 

前年同期比 計画比 

売 上 高 37,184百万円 39,427百万円 39,160百万円 ＋6.0％ ＋0.7％

営 業 利 益 2,881百万円 2,508百万円 2,042百万円 △12.9％ ＋22.9％

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３四半期 

連結累計期間 

（実績） 

当第３四半期 

連結累計期間 

（実績） 

当第３四半期 

連結累計期間 

（計画) 

前年同期比 計画比 

売 上 高 4,563百万円 5,687百万円 6,300百万円 ＋24.6％ △9.7％

営 業 利 益 150百万円 213百万円 530百万円 ＋42.2％ △59.7％

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３四半期 

連結累計期間 

（実績） 

当第３四半期 

連結累計期間 

（実績） 

当第３四半期 

連結累計期間 

（計画) 

前年同期比 計画比 

売 上 高 4,112百万円 5,114百万円 5,210百万円 ＋24.4％ △1.8％

営 業 利 益 480百万円 634百万円 650百万円 ＋32.2％ △2.3％

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３四半期 

連結累計期間 

（実績） 

当第３四半期 

連結累計期間 

（実績） 

当第３四半期 

連結累計期間 

（計画) 

前年同期比 計画比 

売 上 高 180百万円 216百万円 200百万円 ＋20.1％ ＋8.3％

営 業 利 益 239百万円 199百万円 250百万円 △16.9％ △20.3％

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３四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、仕掛販売用不動産7,692百万円の増加

や、投資有価証券が3,695百万円減少したことなどにより、239,203百万円（前連結会計年度比0.3％減）とな

りました。 

（負債） 

当第３四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9,209百

万円の増加などにより、190,476百万円（前連結会計年度比4.6％増）となりました。 

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ、資本効率化のための自己株式取

得により7,565百万円の減少や剰余金の配当などにより、48,726百万円（前連結会計年度比15.9％減）となり

ました。その結果、当第３四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 

世界的な金融危機に端を発した未曾有の景気の落ち込みで、消費者マインドが急速に冷え込みか

つてない厳しい経営環境が続くものと予想されます。特に金融ビッグバン以降、金融資産を株式等

リスク資産へシフトする流れの中で、今回の証券市場などの急落は当社が対象としている富裕層に

大きなダメージをもたらし、当社の会員権事業、ゴルフ事業、メディカル事業では会員権の購入単

価の下落や、買い控え傾向が顕著となりました。又原材料の高騰は一時に比して落ち着いてきてい

るとは言え、ホテルレストラン等事業のコスト増加等に影響を及ぼしています。 

このため、本日付で今期の業績予想を修正し、「業績予想の修正に関するお知らせ」を発表致し

ました。平成20年8月12日付の決算短信で発表しました業績予想との差異は以下の通りであります。 
 

 

 

（通  期） 

 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 
前回発表予想 

（Ａ） 百万円 百万円 百万円 百万円 円  銭

（平成20年8月12日発表） 95,500 8,100 8,000 3,100 63.55

今回修正予想（Ｂ） 86,000 4,000 3,500 500 10.82

増減額 

（Ｂ－Ａ） △9,500 △4,100 △4,500 △2,600 ─

増減率（％） △9.9 △50.6 △56.3 △83.9 ─
 

 

 

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３四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３四半期連結累計期間の損益への影響はありません。 
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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：百万円）

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 16,830 19,281

受取手形及び売掛金 4,876 5,724

営業貸付金 27,436 25,088

有価証券 13,994 16,995

商品 392 662

販売用不動産 19,733 21,638

原材料及び貯蔵品 1,061 848

仕掛販売用不動産 28,493 20,800

繰延税金資産 2,799 3,110

その他 6,765 3,824

貸倒引当金 △854 △541

流動資産合計 121,529 117,432

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 49,395 48,989

機械装置及び運搬具（純額） 4,390 4,857

コース勘定 8,550 8,479

土地 23,553 22,123

建設仮勘定 4,659 6,535

その他（純額） 3,355 3,166

有形固定資産合計 93,905 94,152

無形固定資産   

ソフトウエア 990 1,177

その他 2,128 1,811

無形固定資産合計 3,119 2,989

投資その他の資産   

投資有価証券 11,735 15,430

長期貸付金 4,477 4,144

繰延税金資産 501 1,467

その他 6,297 5,814

貸倒引当金 △2,191 △1,448

投資損失引当金 △170 －

投資その他の資産合計 20,648 25,408

固定資産合計 117,674 122,551

資産合計 239,203 239,983

リゾートトラスト株式会社　（4681）平成21年３月期　第３四半期決算短信
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（単位：百万円）

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   

支払手形及び買掛金 1,024 802

短期借入金 35,904 27,328

1年内返済予定の長期借入金 4,267 4,555

1年内償還予定の社債 550 2,050

未払法人税等 617 3,010

未払消費税等 503 148

前受金 16,739 7,529

前受収益 6,969 4,631

その他 8,665 13,011

流動負債合計 75,242 63,067

固定負債   

社債 4,225 4,500

長期借入金 5,282 8,764

繰延税金負債 1,467 1,466

再評価に係る繰延税金負債 33 31

退職給付引当金 390 272

役員退職慰労引当金 1,499 1,410

長期預り保証金 101,791 102,452

負ののれん 29 39

その他 514 37

固定負債合計 115,234 118,975

負債合計 190,476 182,043

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 32,737 34,252

自己株式 △12,771 △5,206

株主資本合計 48,213 57,211

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △72 148

土地再評価差額金 46 44

評価・換算差額等合計 △25 192

少数株主持分 538 536

純資産合計 48,726 57,940

負債純資産合計 239,203 239,983
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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：百万円）

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) 

売上高 66,428

売上原価 12,618

売上総利益 53,810

販売費及び一般管理費  

給料及び賞与 18,794

役員退職慰労引当金繰入額 89

修繕維持費 1,736

貸倒引当金繰入額 343

水道光熱費 3,129

減価償却費 4,086

その他 21,648

販売費及び一般管理費合計 49,828

営業利益 3,981

営業外収益  

受取利息 276

受取配当金 50

割賦利息及び手数料 15

持分法による投資利益 4

負ののれん償却額 9

受取保険金 54

その他 114

営業外収益合計 526

営業外費用  

支払利息 228

株式交付費 0

前受金保証料 48

控除対象外消費税等 76

その他 78

営業外費用合計 432

経常利益 4,075

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 63

貸倒引当金戻入額 9

特別利益合計 76
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（単位：百万円）

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) 

特別損失  

固定資産除却損 139

固定資産売却損 0

投資有価証券評価損 24

投資有価証券売却損 19

関係会社株式売却損 7

投資損失引当金繰入額 170

貸倒引当金繰入額 765

寄付金 45

その他 0

特別損失合計 1,173

税金等調整前四半期純利益 2,979

法人税、住民税及び事業税 1,158

法人税等調整額 1,430

法人税等合計 2,589

少数株主利益 3

四半期純利益 387
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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 2,979

減価償却費 4,579

負ののれん償却額 △9

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,056

退職給付引当金の増減額（△は減少） 124

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 89

受取利息及び受取配当金 △327

支払利息及び社債利息 228

投資有価証券評価損益（△は益） 24

売上債権の増減額（△は増加） △1,499

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,064

仕入債務の増減額（△は減少） 222

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） △1,170

前受金の増減額（△は減少） 9,209

長期預り保証金の増減額（△は減少） △661

未払消費税等の増減額（△は減少） 432

その他 183

小計 9,568

利息及び配当金の受取額 246

利息の支払額 △215

法人税等の支払額 △5,874

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,725

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 △10,633

定期預金の払戻による収入 11,146

有価証券の取得による支出 △23,959

投資有価証券の取得による支出 △1,000

有価証券の償還による収入 22,000

投資有価証券の売却及び償還による収入 4,778

関係会社株式の取得による支出 △445

有形及び無形固定資産の取得による支出 △5,423

貸付けによる支出 △775

貸付金の回収による収入 486

その他 35

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,790
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（単位：百万円）

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) 

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） 8,576

長期借入金の返済による支出 △3,770

社債の償還による支出 △1,781

株式の発行による収入 82

自己株式の取得による支出 △7,583

配当金の支払額 △1,897

少数株主への配当金の支払額 △0

その他 1

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,373

現金及び現金同等物に係る換算差額 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6,437

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 15,627
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リゾートトラスト株式会社 （4681）平成21年３月期 第３四半期決算短信 
 

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３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31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） 

(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 

15,982 39,427 5,687 5,114 216 66,428 － 66,428

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高 

20 1,143 21 7 405 1,598 （1,598） －

計 16,002 40,571 5,708 5,121 621 68,026 （1,598） 66,428

営業利益 425 2,508 213 634 199 3,981 － 3,981

(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）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）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により7,562百万円増加したほか、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３四半期連結会計期間末において自己

株式が7,565百万円増加しております。 
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【参 考 】 
(要約)前第３四半期連結損益計算書                        

                             (単位:百万円) 

前第３四半期連結会計期間

自 平成19年４月１日 

至 平成19年12月31日 
科    目 

金  額 

 

Ⅰ 売 上 高 68,182

Ⅱ 売 上 原 価 13,139

売上総利益 55,042

Ⅲ 販売費及び一般管理費 46,371

営業利益 8,670

Ⅳ 営業外収益 537

受取利息 266

受取配当金 42

割賦利息及び手数料 19

持分法による投資利益 24

負ののれん償却額 9

その他 174

Ⅴ 営業外費用 407

支払利息 109

株式交付費 13

ｼﾝｼﾞｹｰﾄﾛｰﾝ手数料 102

前受金保証料 59

その他 122

経常利益 8,801

Ⅵ 特 別 利 益 691

固定資産売却益 2

関係会社株式売却益 194

貸倒引当金戻入益 494

Ⅶ 特 別 損 失 1,559

固定資産除却損 9

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 51

関係会社株式売却損 126

貸倒引当金繰入額 1,170

匿名組合評価損 148

寄付金 45

その他 6

税金等調整前四半期(当期)純利益 7,933

法人税、住民税及び事業税 2,354

法人税等調整額 769

少数株主利益 70

四半期(当期)純利益 4,739
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(要約)前第３四半期連結キャッシュフロー計算書 

                                  (単位:百万円) 

前第３四半期連結会計期間

自 平成19年４月１日 

至 平成19年12月31日 

 
科      目 

金          額 
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前四半期(当期）純利益 7,933
減価償却費 3,716
のれん及び負ののれん償却額 △9
退職給付引当金の増加額 58
役員退職慰労引当金の増加額 43
受取利息及び受取配当金 △309
支払利息 109
固定資産評価損 0
売上債権の増加額 △839
たな卸資産の増減額 △5,544
仕入債務の増加額 234
未払金の増減額 △1,795
前受金の増減額 7,012
預り保証金の増加額 2,466
未払消費税等の増加額 260
その他 1,785

                    小         計 15,122

利息及び配当金の受取額 273
利息の支払額 △88
法人税等の支払額 △6,951

    営業活動によるキャッシュ・フロー 8,356

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 △5,641
定期預金の払戻による収入 5,655
有価証券・投資有価証券の取得による支出 △6,992
有価証券・投資有価証券の売却等による収入 4,985
有形・無形固定資産の取得による支出 △4,131
貸付による支出 △1,787
貸付金の回収による収入 1,139
関係会社株式の引受けによる支出 △1,821
事業買収に伴う支出 △2,209
その他 25

    投資活動によるキャッシュ・フロー △10,778
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 8,951
長期借入金の返済による支出 △5,617
社債の償還による支出 △575
株式の発行による収入 385
自己株式取得による支出 △4,573
配当金の支払額 △2,322
その他 1,139

    財務活動によるキャッシュ･フロー △2,612
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 1
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △5,032
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期末残高 25,099
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セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

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

事 業 
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 22,141 37,184 4,563 4,112 180 68,182 － 68,182

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
20 1,408 6 4 403 1,843 ( 1,843) －

計 22,161 38,592 4,569 4,116 584 70,025 ( 1,843) 68,182

営業費用 17,242 35,711 4,419 3,636 344 61,354 ( 1,843) 59,511

営業利益 4,919 2,881 150 480 239 8,670 － 8,670

(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、施設経

営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412百万円少なく、営業利益は412百

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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