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 (百万円未満切捨て)

1. 平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

 (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 ％

 23年３月期第１四半期 24,197 2.5 5,132 △1.2 4,720 △1.6 2,425 △7.8 

 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 

 

 
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

 23年３月期第１四半期 2,305 75 2,300 91

 22年３月期第１四半期 2,503 00 2,495 81

 

 (2) 連結財政状態 
 

 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

 23年３月期第１四半期 244,304 74,345 30.4 70,669 37

22年３月期 242,303 72,973 30.1 69,376 87

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 74,338百万円  22年3月期 72,965百万円 

 

2. 配当の状況 

 年間配当金 

（基準日） 
第１ 

四半期末 
第２ 

四半期末
第３ 

四半期末
期末 合計 

 円  銭 円  銭 円  銭 円  銭 円  銭 

 22年３月期 － 0 00 － 1,000  00 1,000  00 

 23年３月期 －  

 23年３月期(予想)  0 00 － 1,000  00 1,000  00 

(注)当四半期における配当予想の修正有無: 無 

 

3. 平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期、第 2四半期（累計）は対前年同四半期増減率） 
 

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 48,500 4.7 9,500  5.6 8,300   1.1 4,400   1.4 4,183.61

通 期 90,900 4.0 16,100 14.3 13,700  10.7 12,100  15.9 11,504.95
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(注)当四半期における業績予想の修正有無: 無 

 

4. その他 (詳細は、【添付資料】「２．その他の情報」をご覧ください。) 

 (1) 当四半期中における重要な子会社の異動     ： 無 
新規 －社(社名)  除外 －社(社名) 

 (2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用    ： 無 
 (3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①会計基準等の改正に伴う変更  有 

②①以外の変更         無 
(4) 発行済株式数(普通株式) 

①期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年3月期1Q 1,051,920株 22年3月期 1,051,721株
②期末自己株式数 23年3月期1Q －株 22年3月期 －株
③期中平均株式数(四半期累計) 23年3月期1Q 1,051,773株 22年3月期1Q 1,050,959株

  
  ※第１四半期報告書のレビュー状況に関する説明 
  ・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四

半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続
は終了しておりません。 

 
※ 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、【添付資料】「1.（3） 連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 
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【添付資料】 
 
１．当四半期の連結業績に関する定性的情報 

（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、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。また、当企業グループが属するゴルフ業

界は、ゴルフ人気を背景としたプレー需要は底堅く推移するものの、ゴルフ用品などに対する支出

の抑制は継続しており、収益環境は弱含み傾向にあります。 

このような情勢のなか、以下の経営施策に取り組みました。 

 

（ゴルフ場運営事業） 

当第1四半期連結累計期間は、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、205万

人（前年同期間201万人）となりました。また、ゴルフ場における受電や人事・経理業務などの集

約を図ることで業務効率を高め、コストの削減を進めました。 

 

（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、首都圏など三大都市圏を

中心に収益改善・向上が見込めるゴルフ場の取得を進めております。当第1四半期連結累計期間は、

1コースの取得および1コースの会社更生のスポンサー契約を締結いたしました。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130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6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では、スクール事業の推進や試打会の開催などプロショ

ップにおけるゴルフ用品の販売強化を行いました。また、提携ゴルフ練習場では、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、シナジー効果を高めました。   

なお、当第1四半期連結会計期間末現在の運営ゴルフ練習場数は15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１四半期連結累計期間の業績は、ゴルフ場・ゴルフ練習場の増加等により営業

収益が前第１四半期連結累計期間と比較し（以下対前年同期比という）580,593千円（2.5％）増加の

24,197,865千円となったものの、営業利益は、ゴルフ場・ゴルフ練習場の増加にともなう営業費用の

増加により対前年同期比64,746千円（1.2％）減少し5,132,430千円となりました。経常利益は、受取

利息が19,762千円減少したこと等により対前年同期比75,794千円（1.6％）減少し4,720,774千円とな

りました。四半期純利益は前第１四半期連結累計期間に発生した関係会社株式の売却損益が当第１四

半期連結累計期間には無かったことや、法人税等の増加等により対前年同期比205,428千円（7.8％）

減少し2,425,130千円となりました。 
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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2,001,051千円増加

し244,304,696千円となりました。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

2,175,707千円の増加及び営業活動を主因とした現金及び預金1,499,001千円の増加、年会費の回収

を主因とした営業未収金597,977千円の減少、税務上の繰越欠損金の減少による流動資産のその他に

含まれる繰延税金資産（流動）587,445千円の減少、償却を主因としたのれん565,267千円の減少等

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629,096千円増加し169,959,644千円となりました。増加

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1,807,234千円があ

ったものの、短期借入金640,000千円の増加、未払法人税等293,292千円の増加、引当金306,236千円

の増加、固定負債のその他に含まれるリース債務469,334千円の増加、会計基準変更に伴う資産除去

債務430,901千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1,371,955千円増加し74,345,052千円となりました。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2,425,130千円と利益剰余金からの配当

1,051,721千円を差し引き利益剰余金が1,373,409千円増加したこと等によるものであります。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前第１四

半期連結会計期間末と比較し1,426,458千円減少し6,162,735千円となりました。 

 各活動別のキャッシュ・フローの状況につきましては以下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１四半期連結会計期間において営業活動により得られた資金は、前第１四半期連結会計期間

と比較し1,303,713千円増加し4,329,920千円となりました。増加の主な内容は、未払金の増減額で

758,458千円減少したものの、税金等調整前四半期純利益が68,516千円の増加、減価償却費が

240,667千円の増加、法人税等の支払額が1,515,602千円の減少となったこと等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１四半期連結会計期間において投資活動により使用した資金は、前第１四半期連結会計期間

と比較して344,679千円増加し2,143,248千円となりました。増加の主な内容は、有形固定資産の取

得による支出が、前第１四半期連結会計期間に支出したゴルフ練習場の建設投資が当第１四半期連

結会計期間においては少額であったことなどにより1,407,452千円の減少となったものの、子会社の

取得により連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が710,477千円増加したこと、前第

１四半期連結会計期間に発生した連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入667,830千円

が当第１四半期連結会計期間は無かったこと、更生会社へのスポンサー出資中間金の支払による支
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出420,000千円が当第１四半期連結会計期間に発生したこと等によるものであります。 

 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当第１四半期連結会計期間において財務活動により使用した資金は、前第１四半期連結会計期間

と比較して316,011千円増加し687,670千円となりました。増加の主な内容は、短期借入金の純増減

額で640,000千円増加したものの、長期借入金の調達を当第１四半期連結会計期間は行わなかったた

め長期借入れによる収入で700,000千円減少、ファイナンス・リース債務の返済による支出で

155,865千円の増加、当第１四半期連結会計期間に長期預り金の受入による収入が発生しなかったこ

とによって119,757千円減少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22年5月10日発表の「平成22年３月期 決算短信」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。 
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２．その他の情報 

 （１） 当四半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特有の会計処理の適用 

   該当事項はありません。 

 

（３） 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

  会計基準等の改正に伴う変更 

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 
当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号  

平成20年３月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針

第21号  平成20年３月31日)を適用しております。 

この変更が当第１四半期連結財務諸表に与える影響は、軽微であります。 
 
「企業結合に関する会計基準」等の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号  平成

20年12月26日)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号  平成20年12月26日)、

「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号  

平成20年12月26日)を適用しております。 
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3. 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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,212,735 4,713,733

営業未収入金 4,529,460 5,127,437

商品 1,990,361 1,994,280

原材料及び貯蔵品 323,820 276,156

その他 5,332,466 5,875,210

貸倒引当金 △1,055,064 △1,055,312

流動資産合計 17,333,779 16,931,506

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 39,495,223 39,188,271

ゴルフコース 102,410,540 101,907,840

土地 42,755,635 42,189,610

その他（純額） 7,294,964 6,494,933

有形固定資産合計 191,956,363 189,780,656

無形固定資産   

のれん 28,565,652 29,130,920

その他 4,068,305 4,125,570

無形固定資産合計 32,633,958 33,256,491

投資その他の資産   

長期貸付金 27,320 27,320

その他 2,708,133 2,662,834

貸倒引当金 △354,859 △355,164

投資その他の資産合計 2,380,594 2,334,990

固定資産合計 226,970,917 225,372,138

資産合計 244,304,696 242,303,645
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,212,609 2,115,971

短期借入金 4,200,000 3,560,000

1年内返済予定の長期借入金 6,294,080 6,294,080

未払法人税等 1,523,364 1,230,072

引当金 2,120,443 1,814,207

その他 10,694,933 12,679,731

流動負債合計 27,045,432 27,694,064

固定負債   

社債 21,400,000 21,400,000

長期借入金 69,847,889 70,065,689

入会保証金 28,873,696 28,596,884

その他 22,792,626 21,573,909

固定負債合計 142,914,212 141,636,483

負債合計 169,959,644 169,330,548

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,940,980 10,940,980

資本剰余金 20,622,481 20,622,481

利益剰余金 42,775,069 41,401,659

株主資本合計 74,338,531 72,965,121

少数株主持分 6,521 7,975

純資産合計 74,345,052 72,973,097

負債純資産合計 244,304,696 242,303,645
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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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

営業収益 23,617,271 24,197,865

営業費用   

事業費 17,463,772 18,088,106

販売費及び一般管理費 956,322 977,328

営業費用合計 18,420,094 19,065,434

営業利益 5,197,176 5,132,430

営業外収益   

受取利息 20,346 584

受取賃貸料 13,274 13,192

利用税等報奨金 11,583 10,560

その他 20,129 15,462

営業外収益合計 65,334 39,799

営業外費用   

支払利息 440,288 428,107

その他 25,653 23,348

営業外費用合計 465,942 451,455

経常利益 4,796,568 4,720,774

特別利益   

固定資産売却益 7,845 5,448

保険差益 － 87,600

関係会社株式売却益 167,295 －

その他 8,193 9,986

特別利益合計 183,334 103,036

特別損失   

固定資産除売却損 39,633 24,514

災害による損失 8,016 9,175

関係会社株式売却損 195,280 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 46,834

その他 66,479 4,277

特別損失合計 309,409 84,800

税金等調整前四半期純利益 4,670,493 4,739,009

法人税、住民税及び事業税 1,338,094 1,447,605

法人税等調整額 704,209 867,728

法人税等合計 2,042,304 2,315,333

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,423,676

少数株主損失（△） △2,370 △1,454

四半期純利益 2,630,559 2,425,130
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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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 4,670,493 4,739,009

減価償却費 859,823 1,100,490

のれん償却額 773,861 619,930

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,144 △553

賞与引当金の増減額（△は減少） 430,058 400,503

ポイント引当金の増減額（△は減少） 46,393 △13,077

株主優待引当金の増減額（△は減少） △64,883 △81,190

受取利息 △20,346 △584

支払利息 440,288 428,107

固定資産除売却損益（△は益） 31,788 19,065

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） 811,466 597,977

仕入債務の増減額（△は減少） 265,270 96,637

未払金の増減額（△は減少） 435,808 △322,650

前受収益の増減額（△は減少） △1,745,001 △1,807,234

その他 △706,366 274,070

小計 6,252,495 6,050,501

利息の受取額 20,640 330

利息の支払額 △553,037 △542,623

法人税等の支払額 △2,693,891 △1,178,288

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,026,207 4,329,920

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 △2,416,906 △1,009,454

有形固定資産の売却による収入 9,932 12,096

無形固定資産の取得による支出 △74,212 △100,481

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△1,624 △712,101

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） － 1,180

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

－ △420,000

その他 16,411 85,512

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,798,569 △2,143,248
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（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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） － 640,000

長期借入れによる収入 700,000 －

長期借入金の返済による支出 △269,364 △217,800

株式の発行による収入 0 0

配当金の支払額 △882,469 △914,422

長期預り金の受入による収入 119,757 －

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △195,448

その他 △39,582 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △371,659 △687,670

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 855,978 1,499,001

現金及び現金同等物の期首残高 5,435,136 4,663,733

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 7,589,193 6,162,735
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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。 

 

当第1四半期連結累計期間(自 平成22年4月1日 至 平成22年6月30日) 

  該当事項はありません。 

 

 

（５）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。 

 

当第1四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日)  

  該当事項はありません。 
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４．補足情報 

（１）生産・受注及び販売の状況 

  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、セグメント情報は作成してお

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） 

 

  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) 683,008 △5.9 

原材料等（レストラン） 1,391,954 3.9 

合計 2,074,963 0.5 

(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。  

 

  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。 

 

   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 17,304,008 1.3 

レストラン 4,617,535 3.1 

ゴルフ用品販売 982,274 6.1 

その他 1,294,046 14.3 

合計 24,197,865 2.5 

 
 (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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