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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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）

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2四半期 46,727 0.9 8,431 △6.3 7,528 △8.3 3,759 △13.4
22年3月期第2四半期 46,316 0.0 8,997 17.7 8,207 28.9 4,341 5.4

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

23年3月期第2四半期 3,573.86 3,567.01
22年3月期第2四半期 4,131.24 4,119.47

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2四半期 252,689 75,677 29.9 71,919.99
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2四半期  75,672百万円 22年3月期  72,965百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金
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

22年3月期 ― 0.00 ― 1,000.00 1,000.00
23年3月期 ― 0.00
23年3月期 

（予想） ― 1,000.00 1,000.00

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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無   

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 90,900 4.0 16,100 14.3 13,700 10.7 12,100 15.9 11,504.95

kenichiro.nose
新規スタンプ



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

(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 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
・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。 

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。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 1,052,183株 22年3月期  1,051,721株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  ―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2Q 1,051,968株 22年3月期2Q 1,050,983株
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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2四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、先行きの不透明感が懸念されることから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、プレー需要は底堅く推移するものの、プレー単価の

低価格化や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2四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るなか、全般的に天候不順の

悪影響が生じたため、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、410万人（前年同期間405万人）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） 

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

ゴルフ場の取得を精査して進めております。当第2四半期連結累計期間は、1コースの取得および2

コースの会社更生のスポンサー契約（注）を締結いたしました。これにより、当第2四半期連結会

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7

コースとなりました。 

（注）スポンサー就任に係る基本合意書締結を含む 

 

（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、当企業グループのゴルフ場への送客

数は着実に増加しております。 

なお、当第2四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２四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２四半期連結累計期間と比較し（以下対前年同期比という）410,781千円（0.9％）増加の

46,727,709千円となったものの、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566,798千円（6.3％）減少し8,431,140千円となりました。経常利益は、社債

発行による社債発行費65,450千円が発生したこと等により対前年同期比678,527千円（8.3％）減少し

7,528,949千円となりました。四半期純利益は、関係会社株式の売却損益が当第２四半期連結累計期間
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には発生しなかったことなどにより、対前年同期比582,281千円（13.4％）減少し3,759,590千円とな

りました。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

(資産) 

当第２四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10,385,892千円増

加し252,689,537千円となりました。増加の主な内容は、社債発行による現金及び預金10,094,838千

円の増加、ゴルフ場の増加等に伴う有形固定資産3,385,304千円の増加、年会費の回収を主因とした

営業未収入金780,429千円の減少、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1,025,343千円の減少、償却を主因としたのれん1,185,198千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7,681,511千円増加し177,012,059千円となりました。増

加の主な内容は、資金調達による社債15,000,000千円の増加、返済による短期借入金3,560,000千円

の減少、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3,656,377千円の減少、返済に

よる長期借入金3,223,040千円の減少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2,704,381千円増加し75,677,478千円となりました。増

加の主な内容は、当第２四半期連結累計期間の四半期純利益3,759,590千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2,707,869千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２四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２

四半期連結会計期間末と比較し7,854,618千円増加し14,258,572千円となりました。 

 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２四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２四半期連結会計期間

と比較し2,000,530千円減少し2,436,019千円となりました。減少の主な内容は、税金等調整前四半

期純利益が461,087千円減少したこと、貸倒引当金の増減額で240,837千円減少したこと、法人税等

の支払額で917,095千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２四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２四半期連結会計期間

と比較して83,895千円増加し1,648,766千円となりました。増加の主な内容は、定期預金の預入を行

ったことによる500,000千円の増加、有形固定資産の取得による支出が、177,082千円減少となった

こと、民事再生会社へのスポンサー拠出金の支払による支出260,000千円が当第２四半期連結会計期

間には発生しなかっ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２四半期連結会計期間において財務活動により調達した資金は、前第２四半期連結会計期間
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と比較して11,365,502千円増加し7,308,584千円となりました。増加の主な内容は、当第２四半期連

結会計期間において社債の発行により14,934,550千円の調達を行ったこと、短期借入金の純増減額

で1,800,000千円減少したこと、長期借入れによる収入で1,400,000千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２四半期の業績は、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

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２四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２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 14,808,572 4,713,733

営業未収入金 4,347,008 5,127,437

商品 2,005,622 1,994,280

原材料及び貯蔵品 379,150 276,156

その他 4,508,120 5,875,210

貸倒引当金 △815,000 △1,055,312

流動資産合計 25,233,474 16,931,506

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 39,469,344 39,188,271

ゴルフコース 102,451,313 101,907,840

土地 42,755,620 42,189,610

その他（純額） 8,489,681 6,494,933

有形固定資産合計 193,165,960 189,780,656

無形固定資産   

のれん 27,945,722 29,130,920

その他 4,061,318 4,125,570

無形固定資産合計 32,007,040 33,256,491

投資その他の資産   

長期貸付金 27,320 27,320

その他 2,606,900 2,662,834

貸倒引当金 △351,159 △355,164

投資その他の資産合計 2,283,061 2,334,990

固定資産合計 227,456,062 225,372,138

資産合計 252,689,537 242,303,645

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,206,618 2,115,971

短期借入金 － 3,560,000

1年内返済予定の長期借入金 6,254,080 6,294,080

未払法人税等 2,759,535 1,230,072

引当金 1,861,046 1,814,207

その他 8,843,123 12,679,731

流動負債合計 21,924,405 27,694,064
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

固定負債   

社債 36,400,000 21,400,000

長期借入金 66,842,648 70,065,689

入会保証金 27,859,707 28,596,884

その他 23,985,297 21,573,909

固定負債合計 155,087,653 141,636,483

負債合計 177,012,059 169,330,548

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,940,981 10,940,980

資本剰余金 20,622,481 20,622,481

利益剰余金 44,109,528 41,401,659

株主資本合計 75,672,991 72,965,121

少数株主持分 4,486 7,975

純資産合計 75,677,478 72,973,097

負債純資産合計 252,689,537 242,303,645
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(2) 四半期連結損益計算書 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

営業収益 46,316,927 46,727,709

営業費用   

事業費 35,288,542 36,221,883

販売費及び一般管理費 2,030,447 2,074,685

営業費用合計 37,318,989 38,296,569

営業利益 8,997,938 8,431,140

営業外収益   

受取利息 24,124 2,478

受取賃貸料 29,194 26,503

利用税等報奨金 37,783 36,931

その他 54,781 24,815

営業外収益合計 145,882 90,728

営業外費用   

支払利息 871,957 867,734

シンジケートローン手数料 21,000 25,000

社債発行費 － 65,450

その他 43,385 34,734

営業外費用合計 936,343 992,919

経常利益 8,207,477 7,528,949

特別利益   

固定資産売却益 14,275 10,109

保険差益 8,731 99,378

関係会社株式売却益 167,295 －

債務免除益 － 168,228

その他 20,018 24,115

特別利益合計 210,321 301,831

特別損失   

固定資産除売却損 75,004 67,169

災害による損失 18,216 35,047

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 76,640 21,643

特別損失合計 365,142 170,694

税金等調整前四半期純利益 8,052,657 7,660,086

法人税、住民税及び事業税 2,576,835 2,608,513

法人税等調整額 1,137,700 1,295,471

法人税等合計 3,714,535 3,903,984

少数株主損益調整前四半期純利益 － 3,756,101

少数株主損失（△） △3,750 △3,488

四半期純利益 4,341,872 3,759,590
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 8,052,657 7,660,086

減価償却費 1,823,438 2,331,800

のれん償却額 1,598,506 1,239,860

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,370 △240,617

賞与引当金の増減額（△は減少） 75,912 16,602

ポイント引当金の増減額（△は減少） 104,923 △181,763

株主優待引当金の増減額（△は減少） 187,000 212,000

受取利息 △24,124 △2,478

支払利息 871,957 867,734

社債発行費 － 65,450

固定資産除売却損益（△は益） 60,728 57,060

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） 472,304 780,429

仕入債務の増減額（△は減少） 474,530 90,646

未払金の増減額（△は減少） 328,169 △530,192

前受収益の増減額（△は減少） △3,561,346 △3,656,377

その他 △490,087 2,565

小計 9,999,186 8,712,808

利息の受取額 23,722 873

利息の支払額 △872,571 △858,668

法人税等の支払額 △1,687,579 △1,089,072

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,462,757 6,765,940

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 △3,717,671 △2,133,137

有形固定資産の売却による収入 20,836 17,074

無形固定資産の取得による支出 △110,799 △172,765

定期預金の預入による支出 － △500,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△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） － 1,210

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

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 37,987 127,704

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,363,440 △3,792,015
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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） △2,400,000 △3,560,000

長期借入れによる収入 2,100,000 －

長期借入金の返済による支出 △3,057,804 △3,263,040

社債の発行による収入 － 14,934,550

株式の発行による収入 0 0

配当金の支払額 △1,041,298 △1,046,154

長期預り金の受入による収入 284,820 －

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △444,441

その他 △314,294 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,428,577 6,620,913

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △329,260 9,594,838

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 6,403,954 14,258,572
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（４）継続企業の前提に関する注記 

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日) 

  該当事項はありません。 

 

当第２四半期連結累計期間(自 平成22年4月1日 至 平成22年9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２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日)  

  該当事項はありません。 

 

当第２四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年９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、また、

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、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２四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) 1,360,597 0.7 

原材料等（レストラン） 2,745,827 2.2 

合計 4,106,424 1.7 

(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２四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 32,998,724 △0.7 

レストラン 9,160,244 2.7 

ゴルフ用品販売 1,867,790 6.5 

その他 2,700,949 11.3 

合計 46,727,709 0.9 

 
 (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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