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リゾートトラスト株式会社 （4681）平成22年３月期 第１四半期決算短信 
 

【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 

 

(１) 当第１四半期連結累計期間の概況 

 

前第１四半期 

連結累計期間 

（実績） 

当第１四半期 

連結累計期間 

（実績） 

当第１四半期 

連結累計期間 

（計画) 

前年同期比 計画比 

売 上 高 20,562百万円 19,107百万円 20,210百万円 △7.1％ △5.5％

営 業 損 失 （ △ ） △997百万円 △65百万円 △660百万円 ＋932百万円 ＋594百万円

経 常 損 失 （ △ ） △906百万円 △160百万円 △720百万円 ＋745百万円 ＋559百万円

四半期純損失（△） △1,827百万円 △358百万円 △830百万円 ＋1,468百万円 ＋471百万円

 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年秋以降の急速な景気悪化に一部回復の兆しはあるもの

の、依然として企業収益や設備投資の減少、雇用環境悪化、個人消費の冷え込みなど厳しい状況が続きました。 

こうした中、当社グループの状況は、リーマンショック前であった前年同期との比較では、リゾートホテル会

員権販売の減少、並びに、ホテル・ゴルフ場の稼動が減少したものの、昨年度より引き続き行っている販売費及

び一般管理費の抜本的な見直しによる高効率化策が効果を現してきたことなどにより、第１四半期連結累計期間

の売上高は19,107百万円（前年同期比7.1％減）、営業損失は65百万円（前年同期比932百万円の減少）、経常損

失は160百万円（前年同期比745百万円の減少）、四半期純損失は358百万円（前年同期比1,468百万円の減少）と、

減収増益となりました。 

 

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１四半期 

連結累計期間 

（実績） 

当第１四半期 

連結累計期間 

（実績） 

当第１四半期 

連結累計期間 

（計画) 

前年同期比 計画比 

売 上 高 5,143百万円 4,314百万円 4,055百万円 △16.1％ ＋6.4％

営業損失（△） △847百万円 △446百万円 △969百万円 ＋401百万円 ＋522百万円

会員権事業におきましては、底打ち感はあるものの、リーマンショック前であった前年同期との比較では、不

況による個人消費の低迷などの影響を受け、売上高は減少いたしました。一方で、広告宣伝費や人件費などの販

売費用が減少したことにより、増益となりました。 

 

【ホテルレストラン等事業】 

 

前第１四半期 

連結累計期間 

（実績） 

当第１四半期 

連結累計期間 

（実績） 

当第１四半期 

連結累計期間 

（計画) 

前年同期比 計画比 

売 上 高 11,979百万円 11,211百万円 12,235百万円 △6.4％ △8.4％

営業利益又は 

営業損失（△） 
△75百万円 269百万円 191百万円 ＋344百万円 ＋78百万円

ホテルレストラン等事業におきましては、既存ホテルにおける稼動減少などにより減収となったものの、人員

配置の見直し等の経費削減や、前期に新規開業ホテルの準備費用が発生したのに対し、当期は発生しなかったこ

となどにより、減収増益となりました。 
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【ゴルフ事業】 

 

前第１四半期 

連結累計期間 

（実績） 

当第１四半期 

連結累計期間 

（実績） 

当第１四半期 

連結累計期間 

（計画) 

前年同期比 計画比 

売 上 高 1,915百万円 2,048百万円 2,249百万円 ＋7.0％ △8.9％

営業利益又は 

営業損失（△） 
△0百万円 60百万円 55百万円 ＋60百万円 ＋5百万円

ゴルフ事業におきましては、前期にゴルフ場の改修費用が発生したのに対し、当期は改修後のゴルフ場収益が

貢献したこと、また、ゴルフ場運営を行っている㈱メイプルポイントゴルフクラブ、㈱オークモントゴルフクラ

ブの２社を連結化したことなどにより、増収増益となりました。 

【メディカル事業】 

 

前第１四半期 

連結累計期間 

（実績） 

当第１四半期 

連結累計期間 

（実績） 

当第１四半期 

連結累計期間 

（計画) 

前年同期比 計画比 

売 上 高 1,450百万円 1,464百万円 1,607百万円 ＋1.0％ △8.8％

営業利益又は 

営業損失（△） 
△50百万円 31百万円 50百万円 ＋81百万円 △18百万円

メディカル事業におきましては、会員増加に伴う年会費収入などが増加したことなどにより、増収増益となり

ました。 

【その他事業】 

 

前第１四半期 

連結累計期間 

（実績） 

当第１四半期 

連結累計期間 

（実績） 

当第１四半期 

連結累計期間 

（計画) 

前年同期比 計画比 

売 上 高 73百万円 67百万円 64百万円 △8.4％ ＋5.4％

営業利益又は 

営業損失（△） 
△23百万円 19百万円 13百万円 ＋43百万円 ＋6百万円

その他事業におきましては、賃貸料収入の減少などにより減収となりましたが、人件費、修繕費などのコスト

削減などにより減収増益となりました。 

 

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１四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、ゴルフ場運営会社の新規連結などに

よるコース勘定3,776百万円の増加などにより、246,663百万円（前連結会計年度比3,579百万円の増加）とな

りました。 

（負債） 

当第１四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、借入金の減少などにより、189,317

百万円（前連結会計年度比2,967百万円の減少）となりました。 

（純資産） 

当第１四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、ゴルフ場運営会社の新規連結な

どによる少数株主持分7,231百万円の増加などにより、57,345百万円（前連結会計年度比6,547百万円の増

加）となりました。その結果、当第１四半期連結会計期間末における自己資本比率は 20.0％（前連結会計年

度比0.6ポイント減）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 

平成21年５月15日に発表した平成22年３月期の計画数字に変更はございません。 

 前連結会計年度(実績) 当連結会計年度(計画) 増減比 

売 上 高 87,254百万円 105,800百万円 +21.3％

営 業 利 益 5,407百万円 6,500百万円 +20.2％

経 常 利 益 5,444百万円 6,200百万円 +13.9％

当 期 純 利 益 507百万円 3,400百万円 +570.5％

 

今後の経済情勢につきましては、世界的な不況の影響が極めて不透明な状況が続くものと推測されます。余

暇関連産業・市場の動向においては、高速道路利用料金の値下げなどの景気対策による需要喚起も見込まれる

ものの、本格的な回復までには未だ期間を要し、依然として厳しい環境が続くことが予想されます。このよう

な状況のなか、当社グループの平成21年度の事業計画は、引き続き一部顧客層でのリゾートホテル会員権の買

い控え傾向等も懸念されるものの、「エクシブ箱根離宮」（平成22年３月開業予定）の開業に伴い、繰り延べ

られていた不動産部分の売上が一括計上されることなどから、当社グループ全体として売上高 105,800百万円

（前年同期比 21.3％増）、営業利益 6,500百万円（同 20.2％増）、経常利益 6,200百万円（同 13.9％増）、

当期純利益 3,400百万円（同 570.5％増）を見込んでおります。 

 

 

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 

当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適

用指針」（企業会計基準適用指針第22号 平成20年５月13日）を適用しております。 

これにより、持分法適用関連会社でありました、㈱オークモントゴルフクラブ、及び、㈱メイプルポイ

ントゴルフクラブの２社を連結子会社といたしました。 

これにより、営業利益は31百万円、経常利益は17百万円それぞれ増加しております。また、税金等調整

前四半期純利益に対する影響額はありません。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

 

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等 

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：百万円)

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 15,606 18,267

受取手形及び売掛金 4,262 5,668

営業貸付金 27,597 27,136

有価証券 5,502 10,001

商品 383 365

販売用不動産 22,754 23,352

原材料及び貯蔵品 760 775

仕掛販売用不動産 25,131 24,949

繰延税金資産 2,918 2,707

その他 7,340 6,377

貸倒引当金 △942 △892

流動資産合計 111,316 118,708

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 50,340 49,969

機械装置及び運搬具（純額） 3,947 4,167

コース勘定 12,332 8,555

土地 24,766 24,105

建設仮勘定 4,674 4,572

その他（純額） 5,686 5,839

有形固定資産合計 101,747 97,210

無形固定資産   

のれん 395 407

ソフトウエア 981 989

その他 2,481 2,147

無形固定資産合計 3,858 3,544

投資その他の資産   

投資有価証券 8,708 6,036

関係会社株式 3,295 7,233

長期貸付金 5,432 5,254

繰延税金資産 351 558

その他 15,755 7,215

貸倒引当金 △3,631 △2,508

投資損失引当金 △170 △170

投資その他の資産合計 29,740 23,619

固定資産合計 135,346 124,374

資産合計 246,663 243,083

リゾートトラスト株式会社　（4681）平成22年３月期　第１四半期決算短信

－6－



(単位：百万円)

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   

支払手形及び買掛金 645 714

短期借入金 23,396 27,996

1年内返済予定の長期借入金 6,676 6,895

1年内償還予定の社債 1,448 1,098

未払法人税等 219 857

未払消費税等 507 226

前受金 19,427 18,076

前受収益 6,785 4,919

その他 9,551 10,117

流動負債合計 68,658 70,902

固定負債   

社債 5,552 3,402

長期借入金 8,598 8,868

繰延税金負債 1,466 1,465

再評価に係る繰延税金負債 33 33

退職給付引当金 504 430

役員退職慰労引当金 1,499 1,514

長期預り保証金 99,841 102,533

負ののれん 23 26

その他 3,140 3,107

固定負債合計 120,658 121,382

負債合計 189,317 192,285

純資産の部   

株主資本   

資本金 14,258 14,258

資本剰余金 13,906 13,906

利益剰余金 29,986 31,038

自己株式 △9,082 △9,082

株主資本合計 49,068 50,120

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 218 △144

土地再評価差額金 46 46

評価・換算差額等合計 265 △97

新株予約権 5 －

少数株主持分 8,006 775

純資産合計 57,345 50,798

負債純資産合計 246,663 243,083
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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：百万円)

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) 

売上高 20,562 19,107

売上原価 3,923 3,612

売上総利益 16,638 15,494

販売費及び一般管理費   

給料及び賞与 6,484 5,844

役員退職慰労引当金繰入額 13 42

修繕維持費 833 420

貸倒引当金繰入額 75 191

水道光熱費 923 846

減価償却費 1,334 1,229

その他 7,972 6,985

販売費及び一般管理費合計 17,636 15,560

営業損失（△） △997 △65

営業外収益   

受取利息 77 71

受取配当金 40 0

割賦利息及び手数料 6 3

持分法による投資利益 8 2

負ののれん償却額 3 3

受取保険金 45 －

その他 47 39

営業外収益合計 229 120

営業外費用   

支払利息及び社債利息 59 81

株式交付費 0 －

前受金保証料 11 24

控除対象外消費税等 43 47

その他 22 62

営業外費用合計 138 215

経常損失（△） △906 △160

特別利益   

固定資産売却益 2 0

関係会社株式売却益 30 1

貸倒引当金戻入額 8 －

特別利益合計 41 1
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(単位：百万円)

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) 

特別損失   

固定資産除却損 11 20

固定資産売却損 0 0

投資有価証券評価損 18 －

関係会社株式売却損 1 1

貸倒引当金繰入額 150 170

寄付金 45 45

その他 0 17

特別損失合計 229 255

税金等調整前四半期純損失（△） △1,094 △414

法人税、住民税及び事業税 227 184

法人税等調整額 501 △249

法人税等合計 728 △64

少数株主利益 4 9

四半期純損失（△） △1,827 △358
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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)

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損失（△） △1,094 △414

減価償却費 1,489 1,451

のれん及び負ののれん償却額 △3 9

貸倒引当金の増減額（△は減少） 176 361

退職給付引当金の増減額（△は減少） 42 101

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 13 △15

受取利息及び受取配当金 △118 △71

支払利息及び社債利息 59 81

投資有価証券評価損益（△は益） 18 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,027 983

たな卸資産の増減額（△は増加） 365 430

仕入債務の増減額（△は減少） △91 △68

未払金の増減額（△は減少） △931 △923

前受金の増減額（△は減少） 1,734 1,346

長期預り保証金の増減額（△は減少） △2,357 △3,061

未払消費税等の増減額（△は減少） 300 284

その他 2,492 1,713

小計 3,122 2,208

利息及び配当金の受取額 118 56

利息の支払額 △57 △68

法人税等の支払額 △2,909 △831

営業活動によるキャッシュ・フロー 273 1,365

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 △4,213 △3,213

定期預金の払戻による収入 4,220 2,720

有価証券の取得による支出 － △7,497

有価証券の売却及び償還による収入 7,000 10,500

投資有価証券の取得による支出 △0 △2,061

投資有価証券の売却及び償還による収入 1,110 －

関係会社株式の取得による支出 △337 △7

関係会社株式の売却による収入 － 19

有形及び無形固定資産の取得による支出 △2,411 △1,265

貸付けによる支出 △368 △230

貸付金の回収による収入 269 20

その他 18 △23

投資活動によるキャッシュ・フロー 5,286 △1,039
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(単位：百万円)

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） △3,183 △4,600

長期借入金の返済による支出 △1,554 △2,139

社債の発行による収入 － 2,462

社債の償還による支出 △1,506 －

株式の発行による収入 82 －

自己株式の取得による支出 △2,802 △0

配当金の支払額 △1,239 △692

少数株主への配当金の支払額 △0 △0

その他 △1,068 △70

財務活動によるキャッシュ・フロー △11,271 △5,040

現金及び現金同等物に係る換算差額 2 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,708 △4,713

現金及び現金同等物の期首残高 22,065 17,060

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ 59

現金及び現金同等物の四半期末残高 16,356 12,407
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

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 

【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） 

(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 

5,143  11,979 1,915 1,450 73 20,562 － 20,562 

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高 

8  352 11 2 134 510 （510） － 

計 5,152  12,332 1,927 1,452 208 21,072 （510） 20,562 

営業損失（△） △847  △75 △0 △50 △23 △997 － △997 

(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 

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） 

(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 

4,314 11,211 2,048 1,464 67 19,107 － 19,107

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高 

1 443 22 0 134 602 （602） －

計 4,315 11,655 2,071 1,465 202 19,710 （602） 19,107

営業利益又は 

営業損失（△） 
△446 269 60 31 19 △65 － △65

(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
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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 

３. 会計処理方法の変更 

（連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針） 

【定性的情報・財務諸表等】４.その他（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

示方法等の変更に記載のとおり、当第１四半期連結累計期間より「連結財務諸表における子会社及び関

連会社の範囲の決定に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第22号 平成20年５月13日）を適用し

ております。これにより、従来の方法によった場合に比べて、売上高がゴルフ事業で317百万円増加、

営業利益がホテルレストラン等事業で16百万円、ゴルフ事業で12百万円、メディカル事業で１百万円、

その他事業で１百万円それぞれ増加しております。 

また、ゴルフ事業における資産が前連結会計年度末に比べ増加しております。 

その概要は、次のとおりであります。 

㈱オークモントゴルフクラブ       5,427百万円 

㈱メイプルポイントゴルフクラブ     7,917百万円 

【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）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。 

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）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】 

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）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。 

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）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。 

  

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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