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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 23,617 0.2 5,197 18.4 4,796 37.7 2,630 90.6
21年3月期第1四半期 23,561 ― 4,391 ― 3,484 ― 1,380 ―

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

22年3月期第1四半期 2,503.00 2,495.81
21年3月期第1四半期 1,316.13 1,310.33

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

22年3月期第1四半期 229,325 65,165 28.4 61,997.43
21年3月期 228,234 63,588 27.9 60,497.84

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  65,157百万円 21年3月期  63,577百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 1,000.00 1,000.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 1,000.00 1,000.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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

46,000 △0.7 7,800 2.0 6,800 6.8 3,400 △17.4 3,235.29

通期 86,800 △0.7 13,600 7.1 11,500 10.1 9,700 14.0 9,230.11
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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、５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、５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、５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 
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、５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 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 1,050,968株 21年3月期  1,050,908株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  ―株 21年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 1,050,959株 21年3月期第1四半期 1,048,808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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機による景気の悪化について、

一部の経済指標で改善の兆しは見られたものの、個人消費については、雇用環境の悪化などを背景と

して落ち込みは持続しており、依然弱含みのまま推移いたしました。 

当企業グループが属するゴルフ業界についても、プレー需要は底堅く推移するものの景気悪化の影

響を受け、収益環境は弱含み傾向にあります。 

このような環境の下、当企業グループは、様々な付加価値のあるサービスを提供することを通じて、

お客様にプレー価格以上の満足感を実感していただけるゴルフ場運営を進めることにより、他社との

競争力を高め、持続的なゴルフ場入場者数の増加を図ることにより、収益の増大に努めてまいりまし

た。また、ゴルフ場・ゴルフ練習場の買収による取得、ゴルフ練習場の開発等を行うことを通じて、

ゴルフ総合サービス事業の強化による、企業価値の最大化を図ることに取り組んでまいりました。 

 

（ゴルフ場運営事業） 

当第１四半期連結累計期間は、プレー需要を促進するため、『もっとGOLF』プロジェクトを推進し、

また、ポイントカードサービスによる安定顧客の創造を進めるなどの活動により、各ゴルフ場の競争

力強化を図りました。この結果、ゴルフ場入場者数（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）は、201万人（前年同期間189万人）となりました。 

 

（ゴルフ場の取得とゴルフ場ポートフォリオの最適化） 

経済環境の悪化を背景として、ゴルフ場の買収案件は増加傾向にあり、適時優良案件の見極めと取

得の交渉を進めております。また、将来的に収益の向上が見込めない３ヶ所のゴルフ場について売却

を実施いたしました。これにより、当第１四半期連結会計期間末現在の保有コース数は123コースとな

り、また、ゴルフ場の運営に係る契約を締結しているコース数は７コースとなりました。  

なお、大津カントリークラブ2コースを保有する株式会社大津カントリークラブは、更生手続きが終結

し本年6月から連結子会社となりました。 

 

（ゴルフ練習場運営事業） 

当企業グループと業務提携を行っているゴルフ練習場および当企業グループが運営するゴルフ練習

場並びに当企業グループが運営するゴルフ場で相互に連携したポイントキャンペーンを進めるなど、

シナジー効果のあるサービスの拡充に注力いたしました。また、セブンツーゴルフ（現、アコーディ

ア・ガーデン水戸南）の取得を行い、運営ゴルフ練習場数は12ヶ所となり、事業基盤の拡充を進めて

おります。 

 

これらの結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、営業収益が前第１四半期連結会計期間と比較

し（以下対前年同期比という）56,085千円（0.2％）増加の23,617,271千円となり、営業利益は、営業

費用の減少により対前年同期比806,114千円（18.4％）増加し5,197,176千円となりました。経常利益

は、前第１四半期連結会計期間に発生していたシンジケートローン手数料が当第１四半期連結会計期

間には無かったこと等を主因にして対前年同期比1,312,532千円（37.7％）増加し4,796,568千円とな
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りました。四半期純利益は関係会社株式の売却損益等により対前年同期比1,250,185千円（90.6％）増

加し2,630,559千円となりました。 
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2. 連結財政状態に関する定性的情報 

(資産) 

当第１四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1,090,335千円増加し

229,325,242千円となりました。増加の主な内容は、ゴルフ場の増加等に伴う有形固定資産6,640,915

千円の増加及び営業活動を主因とした現金及び預金2,154,057千円の増加、㈱大津カントリークラブが

連結子会社になったことに伴う長期貸付金の連結消去等による7,253,171千円の減少等によるものであ

ります。 

(負債) 

負債合計は、前連結会計年度末と比較し486,945千円減少し164,159,567千円となりました。減少の

主な内容は、流動負債のその他に含まれる前受収益の営業収益計上に伴う減少1,730,493千円、未払法

人税等837,235千円の増加、借入れによる長期借入金374,125千円の増加、固定負債のその他に含まれ

るリース債務396,605千円の増加等によるものであります。 

(純資産) 

純資産合計は、前連結会計年度末と比較し1,577,281千円増加し65,165,674千円となりました。増加

の主な内容は、当第１四半期連結累計期間の四半期純利益2,630,559千円と利益剰余金からの配当

1,050,908千円を差し引き利益剰余金が1,579,651千円増加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１四半期の業績は、平成21年6月12日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」の計画通り概

ね順調に推移しており、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 

   該当事項はありません。 
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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：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,639,193 5,485,136

営業未収入金 4,600,811 5,410,774

商品 1,836,534 1,772,662

原材料及び貯蔵品 290,256 283,283

その他 5,965,077 5,914,491

貸倒引当金 △927,468 △926,467

流動資産合計 19,404,405 17,939,880

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 34,824,048 33,843,674

ゴルフコース 95,116,224 92,665,217

土地 38,465,999 36,903,935

その他（純額） 7,054,776 5,407,305

有形固定資産合計 175,461,049 168,820,133

無形固定資産   

のれん 28,368,032 28,316,242

その他 4,179,750 4,220,544

無形固定資産合計 32,547,783 32,536,787

投資その他の資産   

長期貸付金 274,445 7,527,616

その他 3,369,594 2,907,124

貸倒引当金 △1,732,034 △1,496,635

投資その他の資産合計 1,912,004 8,938,105

固定資産合計 209,920,836 210,295,026

資産合計 229,325,242 228,234,906
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,258,352 1,939,006

短期借入金 3,550,000 3,550,000

1年内返済予定の長期借入金 5,698,880 5,642,370

未払法人税等 1,503,893 666,658

引当金 1,940,069 1,519,831

その他 10,535,344 13,404,925

流動負債合計 25,486,541 26,722,792

固定負債   

社債 21,400,000 21,400,000

長期借入金 68,846,569 68,472,444

入会保証金 28,444,242 28,672,326

その他 19,982,213 19,378,950

固定負債合計 138,673,025 137,923,721

負債合計 164,159,567 164,646,513

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,940,979 10,940,979

資本剰余金 20,622,481 20,622,481

利益剰余金 33,593,863 32,014,212

株主資本合計 65,157,324 63,577,673

少数株主持分 8,350 10,720

純資産合計 65,165,674 63,588,393

負債純資産合計 229,325,242 228,234,906
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(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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業収益 23,561,186 23,617,271

営業費用   

事業費 18,001,397 17,463,772

販売費及び一般管理費 1,168,726 956,322

営業費用合計 19,170,124 18,420,094

営業利益 4,391,062 5,197,176

営業外収益   

受取利息 2,165 20,346

受取賃貸料 34,387 13,274

利用税等報奨金 9,762 11,583

その他 21,079 20,129

営業外収益合計 67,394 65,334

営業外費用   

支払利息 466,980 440,288

シンジケートローン手数料 490,000 －

その他 17,440 25,653

営業外費用合計 974,421 465,942

経常利益 3,484,035 4,796,568

特別利益   

固定資産売却益 12 7,845

受取補償金 38,566 －

保険差益 15,418 －

関係会社株式売却益 － 167,295

その他 18,696 8,193

特別利益合計 72,693 183,334

特別損失   

固定資産除売却損 24,301 39,633

災害による損失 11,594 8,016

関係会社株式売却損 － 195,280

その他 367 66,479

特別損失合計 36,262 309,409

税金等調整前四半期純利益 3,520,466 4,670,493

法人税、住民税及び事業税 1,473,706 1,338,094

法人税等調整額 666,403 704,209

法人税等合計 2,140,109 2,042,304

少数株主損失（△） △17 △2,370

四半期純利益 1,380,374 2,630,559
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 3,520,466 4,670,493

減価償却費 700,472 859,823

のれん償却額 806,821 773,861

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,863 △4,144

賞与引当金の増減額（△は減少） 250,992 430,058

ポイント引当金の増減額（△は減少） 20,202 46,393

株主優待引当金の増減額(△は減少) － △64,883

受取利息 △2,165 △20,346

支払利息 466,980 440,288

固定資産除売却損益（△は益） 24,288 31,788

関係会社株式売却損益（△は益） － 27,984

売上債権の増減額（△は増加） 1,162,837 811,466

仕入債務の増減額（△は減少） △13,509 265,270

未払金の増減額（△は減少） 25,444 435,808

前受収益の増減額（△は減少） △1,661,678 △1,745,001

その他 135,329 △706,366

小計 5,441,346 6,252,495

利息の受取額 2,165 20,640

利息の支払額 △596,467 △553,037

法人税等の支払額 △2,002,584 △2,693,891

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,844,460 3,026,207

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 △2,452,864 △2,416,906

有形固定資産の売却による収入 1,220 9,932

無形固定資産の取得による支出 △151,649 △74,212

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 △1,624

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ 667,830

短期貸付金の増減額（△は増加） 165 －

長期貸付金の回収による収入 10,750 －

その他 △30,824 16,411

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,524,215 △1,798,569
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（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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） △3,100,000 －

長期借入れによる収入 70,000,000 700,000

長期借入金の返済による支出 △60,254,000 △269,364

株式の発行による収入 0 0

自己株式の売却による収入 72,246 －

配当金の支払額 △821,410 △882,469

長期預り金の受入による収入 － 119,757

その他 969 △39,582

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,897,805 △371,659

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,218,050 855,978

現金及び現金同等物の期首残高 5,801,886 5,435,136

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 1,298,078

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,019,936 7,589,193
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(4)継続企業の前提に関する注記 

前第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) 

 該当事項はありません。 

 

当第1四半期連結累計期間(自 平成21年4月1日 至 平成21年6月30日) 

 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 

 前第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) 

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、事業の種類別セグメント情報は記載しており

ません。 

  

 当第1四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６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、事業の種類別セグメント情報は記載しており

ません。 

 

２ 所在地別セグメント情報 

    前第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。 

  

当第1四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21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) 

 海外との取引がないため、海外売上高は記載しておりません。 

 

当第1四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６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 

前第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)  

 該当事項はありません。 

 

当第1四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日)  

 該当事項はありません。 
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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1四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) 
前年同四半期比

（％） 

商品(ゴルフ用品等) 725,490 △9.9 

原材料等（レストラン） 1,340,036 △3.6 

合計 2,065,527 △5.9 

(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1四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) 
前年同四半期比

（％） 

ゴルフ場運営 17,079,714 △1.0 

レストラン 4,480,382 △2.9 

ゴルフ用品販売 925,399 +3.3 

その他 1,131,775 +40.9 

合計 23,617,271 +0.2 

 
 (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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