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1.  平成22年12月期第1四半期の連結業績（平成22年1月1日～平成22年3月31日） 

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。 

(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）

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 ％

22年12月期第1四半期 15,432 0.5 △395 ― △2,370 ― △2,531 ―

21年12月期第1四半期 15,355 ― △58 ― △764 ― △210 ―

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12月期第1四半期 △2,140.68 ―

21年12月期第1四半期 △177.86 ―

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12月期第1四半期 274,302 63,912 23.1 53,660.93
21年12月期 275,441 67,900 24.5 57,061.52

（参考） 自己資本   22年12月期第1四半期  63,467百万円 21年12月期  67,456百万円

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12月期 ― 1,250.00 ― 1,250.00 2,500.00
22年12月期 ―

22年12月期 
（予想）

1,250.00 ― 1,250.00 2,500.00

3.  平成22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22年12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  
 

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

第2四半期 
連結累計期間

39,400 2.5 5,050 6.4 2,450 △28.2 4,850 49.7 4,102.59

通期 84,000 2.0 14,400 11.5 10,750 2.5 12,800 48.3 10,827.45
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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） 

(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．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。 

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12月期第1四半期 1,182,751株 21年12月期  1,182,180株

② 期末自己株式数 22年12月期第1四半期  ―株 21年12月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年12月期第1四半期 1,182,598株 21年12月期第1四半期 1,182,083株
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 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、海外経済の改善や各種対策の効果などから、景気持ち直しの

持続性が明確になり、完全失業率・有効求人倍率にも若干の改善傾向がみられたものの、個人消費は依然厳しい状

況にありました。 

 このような状況の下、当企業グループは、「カスタマーロイヤリティー（お客様からのご愛顧強化）の向上」を

全社戦略とし、既存保有ゴルフ場における収益の増加に積極的に取り組みました。特に、販売単価を維持しつつお

客様に再来場頂くためのサービスの差別化、コース状態の維持改善、会員サービスの強化、自社ウェブサイトから

の予約増大、顧客データの有効活用等にポイントを置いて、運営を進めてまいりました。 

 また、国内有力金融機関10社とシンジケートローンによる借入を実行し、資金調達の多様化及び金融機関との関

係強化を図りました。この借入により、2011年7月満期の既存証券化ローンを繰上げ完済いたしました。 

 なお、新規ゴルフ場の取得及び運営受託については、引続き優良案件を的確な市場分析のもとで慎重に選別する

姿勢を維持しております。当第１四半期連結累計期間での新規取得は１ゴルフ場を取得し、新規運営受託はありま

せんでした。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間につきましては、降雪や低温などの悪天候による影響により、既存ゴルフ

場においては前年同期比での営業収益が減少いたしましたが、新規取得によるゴルフ場数が増加したこともあり、

営業収益 百万円（前年同期比 百万円増）、営業損失 百万円（前年同期比 百万円増）となりました。

また、借入に伴う手数料等が発生したことなどにより、経常損失 百万円（前年同期比 百万円増）、四半

期純損失 百万円（前年同期比 百万円増）となりました。  

  

① 資産、負債及び純資産の状況 

(資産) 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末から 百万円減少して 百万円とな

りました。これは主に、現金及び預金 百万円増加、有形固定資産 百万円増加、預け金 百万

円減少によるものであります。  

(負債) 

 当第１四半期連結会計期間末の総負債は、前連結会計年度末から 百万円増加して 百万円とな

りました。これは主に、１年内返済予定の長期借入金を含む長期借入金 百万円増加、流動負債その他に

計上している前受金 百万円増加、未払法人税等 百万円の減少によるものであります。 

(純資産) 

 当第１四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末から 百万円減少して 百万円となり

ました。これは主に、利益剰余金の配当 百万円及び四半期純損失 百万円の計上によるものであり

ます。 

② キャッシュ・フローの状況 

 当第１四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 百万円増加し、

百万円となりました。 

 当第１四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１四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 百万円となりました。これは主

に、税金等調整前四半期損失 百万円、減価償却費 百万円、支払手数料 百万円、年会費等の前

受金の増加額 百万円、法人税等の支払額 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１四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 百万円となりました。これは主

に、有形固定資産の取得による支出 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収入 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

15,432 77 395 336

2,370 1,606

2,531 2,321

２．連結財政状態に関する定性的情報

1,139 274,302

6,725 3,474 10,498

2,848 210,389

1,425

2,983 1,242

3,987 63,912

1,477 2,531

6,725

17,806

702

2,707 1,018 1,442

2,978 2,957

265

841 496
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(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

 当第１四半期連結累計期間において、財務活動の結果得られた資金は 百万円となりました。これは主

に、長期借入れによる収入 百万円、長期借入金の返済による支出 百万円、借入れに伴う手数料

支払による支出 百万円、預け金の純減少額 百万円、更生債権等の弁済による支出 百万円、

配当金の支払額 百万円などによるものであります。  

  

  

 平成22年４月27日に連結業績予想の修正を行っております。 

 平成22年２月15日の決算短信で発表いたしました連結業績予想との比較は以下のとおりです。 

  

平成22年12月期の第２四半期連結累計期間業績予想（平成22年１月１日～平成22年６月30日） 

  

平成22年12月期の通期連結業績予想（平成22年１月１日～平成22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。 

  

 該当事項はありません。  

  

6,287

80,500 79,074

1,475 10,481 2,764

1,220

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） 39,400 5,050 3,850 3,500 2,960 63 

今回修正予想（Ｂ） 39,400 5,050 2,450 4,850 4,102 59 

増減額（Ｂ－Ａ） - - △1,400 1,350 －   

増減率（％） - - △36.4 38.6 －   

前期実績 

（平成21年12月期 

第２四半期） 

38,453 4,744 3,410 3,240 2,741 09 

  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） 84,000 14,400 12,100 11,000 9,304 84 

今回修正予想（Ｂ） 84,000 14,400 10,750 12,800 10,827 45 

増減額（Ｂ－Ａ） - - △1,350 1,800 －   

増減率（％） - - △11.2 16.4 －   

前期実績 

（平成21年12月期） 
82,335 12,914 10,486 8,633 7,303 34 

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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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22年３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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 17,806 11,081

受取手形及び売掛金 3,755 3,755

たな卸資産 1,980 1,819

繰延税金資産 3,653 3,639

預け金 0 10,498

その他 2,882 3,370

貸倒引当金 △564 △544

流動資産合計 29,514 33,620

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 42,217 42,317

機械装置及び運搬具（純額） 2,001 1,947

工具、器具及び備品（純額） 2,499 2,577

土地 172,937 169,671

その他（純額） 1,520 1,187

有形固定資産合計 221,175 217,701

無形固定資産   

のれん 13,555 14,009

その他 5,418 5,507

無形固定資産合計 18,974 19,516

投資その他の資産   

繰延税金資産 1,399 1,135

その他 3,945 4,180

貸倒引当金 △707 △713

投資その他の資産合計 4,638 4,602

固定資産合計 244,787 241,821

資産合計 274,302 275,441
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年３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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 747 811

短期借入金 2,480 2,480

1年内返済予定の長期借入金 12,953 12,155

1年内償還予定の社債 9,455 －

未払法人税等 133 1,376

賞与引当金 289 100

ポイント引当金 157 169

株主優待引当金 258 71

事務所移転損失引当金 120 147

その他 9,634 8,287

流動負債合計 36,231 25,600

固定負債   

新株予約権付社債 10,050 19,505

長期借入金 93,594 92,965

繰延税金負債 22,968 22,614

退職給付引当金 3,453 3,472

役員退職慰労引当金 116 109

会員預り金 41,826 41,639

その他 2,148 1,633

固定負債合計 174,158 181,940

負債合計 210,389 207,541

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 37,128 41,137

株主資本合計 63,718 67,727

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益 △250 △270

評価・換算差額等合計 △250 △270

新株予約権 444 443

少数株主持分 0 0

純資産合計 63,912 67,900

負債純資産合計 274,302 275,441
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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21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業収益 15,355 15,432

営業原価 13,004 13,501

営業総利益 2,350 1,930

販売費及び一般管理費 2,409 2,325

営業損失（△） △58 △395

営業外収益   

受取利息 8 2

受取賃貸料 9 14

受取保険料 － 9

その他 23 11

営業外収益合計 41 37

営業外費用   

支払利息 684 563

支払手数料 － 1,442

その他 62 6

営業外費用合計 747 2,012

経常損失（△） △764 △2,370

特別利益   

固定資産売却益 1 5

債務免除益 22 14

社債償還益 549 －

収用補償金 － 46

投資有価証券清算益 337 52

その他 13 44

特別利益合計 923 163

特別損失   

固定資産売却損 1 －

固定資産除却損 － 43

合併関連費用 8 0

ヘッジ会計終了損 － 362

その他 1 93

特別損失合計 10 500

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

148 △2,707

法人税、住民税及び事業税 365 124

法人税等調整額 △6 △300

法人税等合計 358 △176

少数株主利益 0 －

四半期純損失（△） △210 △2,531
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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21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

148 △2,707

減価償却費 1,035 1,018

のれん償却額 258 217

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5 13

賞与引当金の増減額（△は減少） 6 183

ポイント引当金の増減額（△は減少） 16 △12

株主優待引当金の増減額（△は減少） 150 187

退職給付引当金の増減額（△は減少） △151 △53

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △8 7

事務所移転損失引当金の増減額（△は減少） － △26

受取利息及び受取配当金 △9 △3

支払利息 684 563

支払手数料 － 1,442

債務免除益 △22 △14

収用補償金 － △46

社債償還益 △549 －

投資有価証券清算益 △337 △52

ヘッジ会計終了損 － 362

売上債権の増減額（△は増加） △139 △36

たな卸資産の増減額（△は増加） △97 △149

仕入債務の増減額（△は減少） 153 △63

前受金の増減額（△は減少） 3,333 2,978

その他 347 304

小計 4,824 4,114

利息及び配当金の受取額 8 3

利息の支払額 △599 △504

収用補償金の受取額 － 46

法人税等の支払額 △1,144 △2,957

法人税等の還付額 66 0

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,155 702

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 △484 △841

無形固定資産の取得による支出 △45 △4

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

1,640 496

貸付けによる支出 △149 －

貸付金の回収による収入 1 2

その他 343 81

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,306 △265
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（単位：百万円）

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

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３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） 700 －

長期借入れによる収入 5,700 80,500

長期借入金の返済による支出 △1,977 △79,074

借入れに伴う手数料支払による支出 － △1,475

預け金の増減額（△は増加） △747 10,481

更生債権等の弁済による支出 － △2,764

新株予約権付社債の買入消却による支出 △2,045 －

配当金の支払額 △1,168 △1,220

その他 △58 △159

財務活動によるキャッシュ・フロー 404 6,287

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,866 6,725

現金及び現金同等物の期首残高 9,180 11,081

現金及び現金同等物の四半期末残高 14,047 17,806
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 該当事項はありません。 

  

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

（自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31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。 

  

  

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

（自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31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１四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日）及び当第１四半期連結累計期間

（自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31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。 

   

  

（販売実績） 

 当第１四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。  

   

  

（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

６．その他の情報

営業収益内容（百万円） 
前第１四半期連結累計期間
（自 平成21年 1月 1日 
至 平成21年 3月31日）

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成22年 1月 1日 
至 平成22年 3月31日） 

増 減（百万円）

ゴルフプレー等収益  8,700  8,719  18

レストラン・商品販売収益  3,946  4,018  71

年会費等収益  1,962  1,903  △59

その他  745  791  46

合計    15,355  15,432  77
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