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1.  平成21年12月期第3四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年9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）

営業収益 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12月期第3四半期 60,158 ― 8,280 ― 6,425 ― 5,221 ―

20年12月期第3四半期 57,063 7.1 7,966 △15.0 5,755 △18.6 6,511 △11.4

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12月期第3四半期 4,416.56 4,039.95
20年12月期第3四半期 5,513.83 4,934.25

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12月期第3四半期 275,302 64,369 23.2 54,090.44
20年12月期 273,712 61,861 22.5 52,016.01

（参考） 自己資本   21年12月期第3四半期  63,944百万円 20年12月期  61,475百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年12月期 ― 1,250.00 ― 1,250.00 2,500.00
21年12月期 ― 1,250.00 ―

21年12月期 
（予想）

1,250.00 2,500.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12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  
 

営業収益 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 82,300 3.9 13,000 1.2 10,600 7.4 8,700 △18.9 7,359.48
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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  

(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） 

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 

１．平成21年８月13日に公表いたしました連結業績予想のうち、通期について本資料において修正しております。 
 
２．上記の予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる
場合があります。なお、業績予想等に関する事項については、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ください。

 
３．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。なお、四半期連結財務諸表
は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号
ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を適用しております。 

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12月期第3四半期 1,182,180株 20年12月期  1,181,866株

② 期末自己株式数 21年12月期第3四半期  ―株 20年12月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第3四半期 1,182,148株 20年12月期第3四半期 1,180,979株
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 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、全体的に底入れしつつあると判断されるものの、完全失業

率・有効求人倍率とも改善せず、また、再び対米ドル円高の傾向が見られるなど、引き続き厳しい状況にありまし

た。 

 このような状況下、当企業グループは、引き続き既存保有ゴルフ場の成長を図る経営戦略に基づき、収益の維

持・拡大に取り組んでまいりました。プレーフィー単価の下方プレッシャーには機動的に対応し、来場者数を伸ば

すことにより、売上高は前年比増となりました。また、ゴルフコース自体の品質を維持・向上させ、サービスの差

別化を図ることで付加価値を高めるよう努めました。チャンネル別には、女性向けキャンペーンが奏功し、女性ゴ

ルファーの来場比率が向上、新規顧客の拡大に寄与しました。また、ウェブ予約の数も飛躍的に増加し、当企業グ

ループゴルフ場予約の門戸がより広がったものと認識しております。一方、新規ゴルフ場の取得については、引き

続き取得する側にとっての買い手市場でありますが、当企業グループは取得するゴルフ場を慎重に選別する姿勢を

維持し、当第３四半期間内での新規取得はありませんでした。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の営業収益は 百万円（前年同期比3,094百万円増）となりました。

これは前連結会計年度及び当連結会計年度においてゴルフ場数が14増加したことを主因としております。営業利益

につきましては、新規ゴルフ場の取得により増加いたしましたが、一方、ポイントプログラムの利用実績増加によ

りポイント還元費用の増加、株主優待の利用実績増加による引当金の増加、新情報システムの導入による減価償却

費の増加などにより、営業利益は 百万円（前年同期比313百万円増）となりました。経常利益は金利の負担減

により支払利息が減少したことなどにより 百万円（前年同期比669百万円増）となりました。四半期純利益は

繰延税金資産の取崩しによる法人税等調整額が増加したことにより 百万円（前年同期比1,290百万円減）とな

りました。  

  

① 資産、負債及び純資産の状況 

(資産) 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末から1,590百万円増加して 百万円となり

ました。これは主に、新規取得ゴルフ場の固定資産の増加、繰延税金資産の減少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の総負債は、前連結会計年度末から918百万円減少して 百万円となりま

した。これは主に、短期及び長期借入金1,353百万円増加、流動負債その他に含まれている年会費等の前受金

1,000百万円増加、買入消却による新株予約権付社債5,495百万円減少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の純資産は、前連結会計年度末から2,508百万円増加して 百万円となりま

した。これは主に、四半期純利益 百万円の計上、利益剰余金の配当（中間配当を含む）2,955百万円によ

るものであります。 

② キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結累計期間末における現金及び預金は、前連結会計期間末に比べ810百万円増加し、 百

万円となりました。 

 当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

 当第３四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金は11,519百万円となりました。これは主

に、税金等調整前四半期利益7,923百万円、減価償却費3,147百万円、法人税等の還付額1,934百万円、法人税等

の支払額1,772百万円、利息の支払額1,727百万円などが発生したことによるものであります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

 当第３四半期連結累計期間において、投資活動の結果使用した資金は3,047百万円となりました。これは主

に、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入1,639百万円、固定資産の取得による支出2,381百万

円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出5百万円並びに金銭債権の買入れに伴う支出2,560百

万円などによるものであります。 

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

60,158

8,280

6,425

5,221

２．連結財政状態に関する定性的情報

275,302

210,932

64,369

5,221

9,991
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(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

 当第３四半期連結累計期間において、財務活動の結果使用した資金は7,660百万円となりました。これは主

に、長期借入れによる収入5,700百万円、短期借入金の純増加額2,508百万円、長期借入金の返済による支出

6,827百万円、新株予約権付社債の買入消却による支出4,218百万円、配当金の支払額2,806百万円などによるも

のであります。 

  

 当第３四半期連結累計期間の営業収益、営業利益、経常利益及び当期純利益は、平成21年８月13日に発表いた

しました通期の業績予想値の計画を上回る実績となりました。このような実績を踏まえ、平成21年12月期におけ

る通期の連結業績予想につきまして修正することといたしました。 

 なお、平成21年８月13日の決算短信で発表いたしました通期の連結業績予想との差異は以下の通りです。 

  

平成21年12月期の連結業績予想（通期）（平成21年１月１日～平成21年12月31日） 

  

 該当事項はありません。 

   

 該当事項はありません。 

  

 ① 四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

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。 

なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する

内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四

半期連結財務諸表規則を適用しております。 

② たな卸資産の評価に関する会計基準の適用 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として先入先出法による原価法によっており

ましたが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成

18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収

益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

 これによる影響額は軽微であります。 

③ リース取引に関する会計基準の適用 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ

っておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計

審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））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（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改

３．連結業績予想に関する定性的情報

  営業収益 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 

前回発表予想（Ａ） 81,000 12,800 9,900 8,000 6,768 96 

今回修正予想（Ｂ） 82,300 13,000 10,600 8,700 7,359 48

増減額（Ｂ－Ａ） 1,300 200 700 700 －   

増減率（％） 1.6 1.6 7.1 8.8 －   

前期実績 

（平成20年12月期） 
79,215 12,845 9,873 10,723 9,078 85 

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）

（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

（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
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正））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができ

ることになったことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に

係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償

却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 なお、リース取引開始日が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。 

 これによる影響額は軽微であります。  

（追加情報） 

有形固定資産の耐用年数の変更 

当社及び連結子会社の有形固定資産の耐用年数について、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一

部を改正する省令」（平成20年４月30日省令第32号）の施行を契機に資産の利用状況を見直した結果、第１

四半期連結会計期間から機械及び装置の耐用年数を改正後の省令に基づく法定耐用年数に変更しておりま

す。 

 これにより、営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純利益は、それぞれ25百万円増加しております。
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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：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,991 9,180

受取手形及び売掛金 4,267 3,584

たな卸資産 1,910 1,885

繰延税金資産 3,521 4,966

預け金 10,265 8,419

その他 1,509 4,173

貸倒引当金 △633 △538

流動資産合計 30,832 31,672

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 42,526 41,714

機械装置及び運搬具（純額） 1,945 1,884

工具、器具及び備品（純額） 2,694 2,960

土地 169,824 168,012

その他（純額） 1,167 170

有形固定資産合計 218,158 214,742

無形固定資産   

のれん 15,836 16,515

その他 5,637 5,905

無形固定資産合計 21,473 22,421

投資その他の資産   

繰延税金資産 1,475 1,538

その他 4,109 4,086

貸倒引当金 △748 △749

投資その他の資産合計 4,836 4,875

固定資産合計 244,469 242,039

資産合計 275,302 273,712
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 926 802

短期借入金 2,480 －

1年内返済予定の長期借入金 11,229 9,373

未払法人税等 1,073 1,248

賞与引当金 275 154

ポイント引当金 153 46

株主優待引当金 142 36

その他 7,040 5,863

流動負債合計 23,321 17,525

固定負債   

新株予約権付社債 19,505 25,000

長期借入金 95,964 98,947

繰延税金負債 24,925 24,927

退職給付引当金 3,434 3,474

役員退職慰労引当金 102 96

会員預り金 42,102 41,221

その他 1,577 658

固定負債合計 187,610 194,325

負債合計 210,932 211,850

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,704 12,704

資本剰余金 13,886 13,886

利益剰余金 37,724 35,458

株主資本合計 64,314 62,048

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益 △370 △572

評価・換算差額等合計 △370 △572

新株予約権 425 385

少数株主持分 0 0

純資産合計 64,369 61,861

負債純資産合計 275,302 273,712
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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21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業収益 60,158

営業原価 44,574

営業総利益 15,583

販売費及び一般管理費 7,303

営業利益 8,280

営業外収益  

受取利息 14

受取賃貸料 34

納税報奨金 43

受取保険料 58

その他 48

営業外収益合計 199

営業外費用  

支払利息 1,949

その他 105

営業外費用合計 2,054

経常利益 6,425

特別利益  

固定資産売却益 1

債務免除益 42

社債償還益 1,276

投資有価証券清算益 337

その他 26

特別利益合計 1,684

特別損失  

前期損益修正損 78

固定資産除却損 65

合併関連費用 39

その他 2

特別損失合計 185

税金等調整前四半期純利益 7,923

法人税、住民税及び事業税 1,544

法人税等調整額 1,157

法人税等合計 2,701

少数株主利益 0

四半期純利益 5,221
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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21年１月１日 
 至 平成21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 7,923

減価償却費 3,147

のれん償却額 778

貸倒引当金の増減額（△は減少） 93

賞与引当金の増減額（△は減少） 102

ポイント引当金の増減額（△は減少） 107

株主優待引当金の増減額（△は減少） 106

退職給付引当金の増減額（△は減少） △107

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5

受取利息及び受取配当金 △20

支払利息 1,949

債務免除益 △42

社債償還益 △1,276

投資有価証券清算益 △337

売上債権の増減額（△は増加） △688

たな卸資産の増減額（△は増加） △11

仕入債務の増減額（△は減少） 115

前受金の増減額（△は減少） 954

その他 271

小計 13,072

利息及び配当金の受取額 12

利息の支払額 △1,727

法人税等の支払額 △1,772

法人税等の還付額 1,934

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,519

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 △2,381

無形固定資産の取得による支出 △73

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

1,639

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△5

貸付金の回収による収入 7

金銭債権の買入れに伴う支出 △2,560

その他 325

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,047
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（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21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） 2,508

長期借入れによる収入 5,700

長期借入金の返済による支出 △6,827

預け金の増減額（△は増加） △1,845

新株予約権付社債の買入消却による支出 △4,218

配当金の支払額 △2,806

その他 △171

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,660

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 810

現金及び現金同等物の期首残高 9,180

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,991
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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。 

 なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府

令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸

表規則を適用しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

 当第３四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日） 

 ゴルフ場事業の営業収益及び営業利益の金額は、全セグメントの営業収益の合計及び営業利益の金額の合計

に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。  

  

  

 当第３四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日） 

 本邦以外の国又は地域に存在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

  

 当第３四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成20年１月１日～９月30日） 

   

  
前年同四半期

（平成20年12月期 
第３四半期） 

科目 金額（百万円）

Ⅰ 営業収益  57,063

Ⅱ 営業原価  42,427

 営業総利益  14,635

Ⅲ 販売費及び一般管理費  6,669

 営業利益  7,966

Ⅳ 営業外収益  170

１ 受取利息  41

２ 税金還付金  54

３ 賃貸料収入  29

４ 保険料収入  17

５ その他  27

Ⅴ 営業外費用  2,380

１ 支払利息  2,220

２ 支払手数料  138

３ その他  21

経常利益  5,755

Ⅵ 特別利益  851

１ 固定資産売却益  61

２ 債務免除益  17

３ 債権回収益  260

４ 投資有価証券清算益  419

５ その他  93

Ⅶ 特別損失  299

１ 前期損益修正損  18

２ 固定資産除却損  73

３ 合併関連費用  196

４ その他  9

税金等調整前中間純利益  6,308

法人税、住民税及び事業税  1,013

法人税等調整額 △1,217

少数株主利益  0

四半期純利益  6,511
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前第３四半期連結累計期間（平成20年１月１日～９月30日） 

  

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前第３四半期連結会計期間
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年９月30日） 

区分 金額（百万円）

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  6,308

減価償却費  2,956

のれん償却費  749

貸倒引当金の増減額（△は減少）  60

賞与引当金の増減額（△は減少） △105

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △17

退職給付引当金の増減額（△は減少） △0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △3

受取利息及び受取配当金 △47

支払利息  2,220

固定資産売却益 △61

債務免除益 △17

債権回収益 △260

投資有価証券清算益 △419

株式報酬費用  76

固定資産除却損  73

売上債権の増減額（△は増加） △609

たな卸資産の増減額（△は増加） △64

仕入債務の増減額（△は減少） △118

前受金の増減額（△は減少）  724

会員預託金の増減額  213

その他 △171

小計  11,485

利息及び配当金の受取額  38

利息の支払額 △1,945

法人税特の支払額 △1,922

法人税等の還付額  1,608

営業活動によるキャッシュ・フロー  9,263
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前第３四半期連結会計期間
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年９月30日） 

区分 金額（百万円）

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 △4,235

有形固定資産の売却による収入  184

無形固定資産の取得による支出 △894

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に
よる収入  517

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に
よる支出 

△4,102

貸付けによる支出 △1,705

貸付金の回収による収入  1,301

金銭債権の買入れに伴う支出 △1,368

金銭債権の回収に伴う収入  179

営業譲受による支出 △1,230

その他  415

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,939

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（△は減少） △2,889

長期借入による収入  13,600

長期借入金の返済による支出 △5,190

借入れに伴う手数料支払による支出 △138

預け金の増減額（△は増加） △1,757

配当金の支払額 △1,326

その他 △294

財務活動によるキャッシュ・フロー  2,002

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  326

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  10,274

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高  10,600
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 前第３四半期連結累計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年９月30日） 

 ゴルフ事業の営業収益及び営業利益の金額は、全セグメントの営業収益の合計及び営業利益の金額の合計に

占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 前第３四半期連結累計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年９月30日） 

 本邦以外の国又は地域に存在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 前第３四半期連結累計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年９月30日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。  

  

  

（販売実績） 

  当第３四半期連結累計期間の営業収益を内容別に示すと、次のとおりであります。 

(注) 本表の金額には、消費税等は含まれておりません。  

   

（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

６．その他の情報

営業収益内容（百万円） 

当第３四半期連結累計期間 

（自 平成21年１月１日 

 至 平成21年９月30日）

ゴルフプレー等収益  35,552

レストラン・商品販売益  15,704

年会費等収益    6,023

その他  2,878

合計  60,158
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