
平成22年3月期 第3四半期決算短信 

平成22年1月29日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社アコーディア・ゴルフ 上場取引所 東 
コード番号 2131 URL http://www.accordiagolf.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 竹生 道巨
問合せ先責任者 （役職名） 取締役常務執行役員 （氏名） 大田 研一 TEL 03-6688-1506
四半期報告書提出予定日 平成22年2月10日
配当支払開始予定日 ―

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

22年3月期第3四半期 70,185 △0.7 14,213 12.9 12,916 19.6 11,353 92.2
21年3月期第3四半期 70,681 ― 12,591 ― 10,798 ― 5,905 ―

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3四半期 10,802.53 10,771.94
21年3月期第3四半期 5,628.74 5,604.40

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

22年3月期第3四半期 238,191 73,887 31.0 70,287.31
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3四半期  73,880百万円 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
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

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

（予想）
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 87,900 0.5 14,600 15.0 12,800 22.6 10,600 24.5 10,085.46
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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）  有  

(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 
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 1社 （社名 スポーツ振興株式会社 ）

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3四半期 1,051,118株 21年3月期  1,050,908株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  ―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3四半期 1,051,003株 21年3月期第3四半期 1,049,252株

2

㈱アコーディア・ゴルフ（2131）平成22年3月期　第3四半期決算短信



  

【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 

当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界経済の持ち直しを背景に輸出が堅調に推移したものの、

雇用情勢や所得水準の落ち込みなど景気悪化を背景として、個人消費は厳しい環境が続いております。 

当企業グループが属するゴルフ業界は、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、以下の経営活動に取り組みました。 

 

（ゴルフ場運営事業） 

当第3四半期連結累計期間は、台風上陸など天候に恵まれない中、各ゴルフ場の競争力強化による顧客囲い込み

やゴルフ練習場と連携したポイントキャンペーンの実施による新規顧客の創造などを進めた結果、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、599万人（前年同

期間574万人）となりました。また、お客様ニーズに即した業務の最適化により人件費を中心にコスト削減を進め

るなど、各ゴルフ場の競争力強化を図りました。 

 

（ゴルフ場の取得とゴルフ場ポートフォリオの最適化） 

持続的な景気悪化を背景として、ゴルフ場の買収案件は増加しており、名古屋圏など三大都市圏を中心に収益

改善・向上が見込める6コースの取得および2コースの再生スポンサー契約を締結いたしました。また、将来的に

収益の向上が見込めないゴルフ場4コースの売却を進めました。これにより、当第3四半期連結会計期間末現在の

保有コース数は128コース、ゴルフ場の運営に係る契約を締結しているコース数は9コースとなりました。 

 

（ゴルフ練習場運営事業） 

当企業グループが運営するゴルフ練習場および提携するゴルフ練習場と、当企業グループが運営するゴルフ場

で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を進めました。なお、当第3四半期

連結会計期間末現在の運営ゴルフ練習場数は13ヶ所となり、事業基盤の拡大を進めております。 

 

これらの結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、営業収益が前第３四半期連結累計期間と比較し（以下対

前年同期比という）495,432千円（△0.7％）減少の70,185,783千円となったものの、営業費用は、費用の削減活

動を行ったこと等により対前年同期比で2,118,383千円（△3.6％）減少し55,971,803千円となりました。これら

により営業利益は、対前年同期比1,622,951千円（12.9％）増加し14,213,979千円となりました。経常利益は、シ

ンジケートローン手数料が対前年同期比で454,000千円減少したこと等を主因にして対前年同期比2,118,076千円

（19.6％）増加し12,916,256千円となりました。四半期純利益は、当第３四半期連結会計期間に実施した子会社

同士の合併に伴い、税務上の繰越欠損金の利用及び評価性引当としていた税務上の一時差異について回収可能性

が高まったため、繰延税金資産を計上したことを主因として法人税等合計の負担率が減少したこと等により、対

前年同期比では5,447,517千円（92.2％）増加の11,353,492千円となりました。 
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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9,957,059千円増加し

238,191,965千円となりました。増加の主な内容は、㈱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7,253,171千円の減少があったものの、子会社の取得等による

ゴルフ場の増加に伴う有形固定資産14,612,081千円及びのれん1,005,021千円増加、営業活動を源泉と

した現金及び預金1,988,247千円の増加等があったこと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342,235千円減少し164,304,277千円となりました。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5,375,173千円があった

ものの、子会社取得資金の借入れ等による短期借入金4,157,000千円の増加、固定負債のその他に含ま

れるリース契約増加によるリース債務886,216千円の増加等があったこと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10,299,294千円増加し73,887,687千円となりました。増

加の主な内容は、当第３四半期連結累計期間の四半期純利益11,353,492千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10,302,584千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 

通期の連結業績予想について、本日平成22年1月29日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」に

おいて修正を行っております。詳細は当該開示資料をご参照ください。 

 

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） 

    スポーツ振興㈱（特定子会社）及び㈱パームヒルズゴルフリゾートは、㈱アコーディアＡＨ12 

と平成21年10月1日に合併し消滅いたしました。当該会社はいずれも当社の子会社であります。 

 

 (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３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,473,383 5,485,136

営業未収入金 4,789,442 5,410,774

商品 2,002,799 1,772,662

原材料及び貯蔵品 298,265 283,283

その他 5,748,112 5,914,491

貸倒引当金 △1,175,821 △926,467

流動資産合計 19,136,181 17,939,880

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 37,042,963 33,843,674

ゴルフコース 98,543,295 92,665,217

土地 40,361,058 36,903,935

その他（純額） 7,484,897 5,407,305

有形固定資産合計 183,432,214 168,820,133

無形固定資産   

のれん 29,321,264 28,316,242

その他 4,079,619 4,220,544

無形固定資産合計 33,400,883 32,536,787

投資その他の資産   

長期貸付金 274,445 7,527,616

その他 3,680,845 2,907,124

貸倒引当金 △1,732,604 △1,496,635

投資その他の資産合計 2,222,685 8,938,105

固定資産合計 219,055,784 210,295,026

資産合計 238,191,965 228,234,906
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,180,535 1,939,006

短期借入金 7,707,000 3,550,000

1年内返済予定の長期借入金 5,906,080 5,642,370

未払法人税等 999,744 666,658

引当金 1,391,991 1,519,831

その他 7,228,997 13,404,925

流動負債合計 25,414,350 26,722,792

固定負債   

社債 21,400,000 21,400,000

長期借入金 68,479,929 68,472,444

入会保証金 28,152,291 28,672,326

その他 20,857,707 19,378,950

固定負債合計 138,889,927 137,923,721

負債合計 164,304,277 164,646,513

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 42,316,796 32,014,212

株主資本合計 73,880,257 63,577,673

少数株主持分 7,430 10,720

純資産合計 73,887,687 63,588,393

負債純資産合計 238,191,965 228,234,906
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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）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業収益 70,681,215 70,185,783

営業費用   

事業費 54,154,400 52,721,909

販売費及び一般管理費 3,935,786 3,249,894

営業費用合計 58,090,187 55,971,803

営業利益 12,591,027 14,213,979

営業外収益   

受取利息 6,436 26,325

受取賃貸料 75,295 43,871

利用税等報奨金 56,078 55,976

その他 70,455 70,590

営業外収益合計 208,266 196,764

営業外費用   

支払利息 1,352,780 1,292,620

シンジケートローン手数料 605,000 151,000

その他 43,333 50,865

営業外費用合計 2,001,114 1,494,486

経常利益 10,798,179 12,916,256

特別利益   

固定資産売却益 21,971 16,673

受取補償金 116,971 －

保険差益 51,901 51,914

関係会社株式売却益 1,502,906 349,515

その他 62,460 35,680

特別利益合計 1,756,210 453,783

特別損失   

固定資産除売却損 168,025 102,471

減損損失 1,377,512 387,995

災害による損失 24,746 20,743

関係会社株式売却損 － 195,280

その他 898 98,180

特別損失合計 1,571,182 804,670

税金等調整前四半期純利益 10,983,208 12,565,369

法人税、住民税及び事業税 4,480,221 2,859,559

法人税等調整額 599,794 △1,644,392

法人税等合計 5,080,015 1,215,167

少数株主損失（△） △2,783 △3,290

四半期純利益 5,905,975 11,353,492
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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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 12,565,369

減価償却費 2,330,336 2,904,016

のれん償却額 2,453,316 2,435,169

減損損失 1,377,512 387,995

貸倒引当金の増減額（△は減少） 338,682 242,825

賞与引当金の増減額（△は減少） △527,607 △448,988

ポイント引当金の増減額（△は減少） 137,848 121,584

株主優待引当金の増減額(△は減少) 12,000 187,000

受取利息 △6,436 △26,325

支払利息 1,352,780 1,292,620

固定資産除売却損益（△は益） 146,053 85,798

関係会社株式売却損益（△は益） △1,502,906 △154,235

売上債権の増減額（△は増加） 1,169,473 744,113

仕入債務の増減額（△は減少） 60,367 64,292

未払金の増減額（△は減少） △311,985 302,538

前受収益の増減額（△は減少） △5,212,734 △5,406,644

その他 △596,647 △639,284

小計 12,203,260 14,657,846

利息の受取額 3,465 26,643

利息の支払額 △1,483,630 △1,394,349

法人税等の支払額 △3,129,230 △3,805,207

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,593,865 9,484,932

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 △4,616,318

有形固定資産の売却による収入 56,580 23,701

無形固定資産の取得による支出 △362,897 △126,525

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 △8,016,447

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 1,010,814

短期貸付金の増減額（△は増加） △499,394 △185

長期貸付金の回収による収入 10,750 －

更生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 －

民事再生会社へのスポンサー拠出金の支払いによ
る支出

－ △260,000

その他 △153,768 5,998

投資活動によるキャッシュ・フロー △14,008,804 △11,978,961
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（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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） △5,380,000 4,157,000

長期借入れによる収入 74,568,000 3,440,000

長期借入金の返済による支出 △63,154,000 △3,168,804

社債の償還による支出 △60,500 －

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 △1,040,379 △1,045,363

長期預り金の受入による収入 200,641 303,042

その他 △23,511 △501,676

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,182,495 3,184,198

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,232,443 690,168

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 4,569,442 7,423,383
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(4)継続企業の前提に関する注記 

前第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。 

 

当第3四半期連結累計期間(自 平成21年4月1日 至 平成21年12月31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、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3四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21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、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。 

  

当第3四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21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。 

 

当第3四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21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 

前第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。 

 

当第3四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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) 
前年同四半期比

（％） 

商品(ゴルフ用品等) 2,249,407 △6.5 

原材料等（レストラン） 4,127,818 △3.2 

合計 6,377,226 △4.4 

(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) 
前年同四半期比

（％） 

ゴルフ場運営 50,164,424 △1.6 

レストラン 13,539,374 △3.2 

ゴルフ用品販売 2,705,140 ＋1.2 

その他 3,776,843 ＋23.5 

合計 70,185,783 △0.7 

 
 (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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