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1.  平成22年12月期第3四半期の連結業績（平成22年1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 ％

22年12月期第3四半期 57,764 △4.0 6,946 △16.1 3,744 △41.7 17,785 240.6
21年12月期第3四半期 60,158 ― 8,280 ― 6,425 ― 5,221 ―

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3四半期 15,037.26 14,345.21
21年12月期第3四半期 4,416.56 4,039.95

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3四半期 274,336 82,648 30.0 69,473.65
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3四半期  82,177百万円 21年12月期  67,456百万円

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

21年12月期 ― 1,250.00 ― 1,250.00 2,500.00
22年12月期 ― 1,250.00 ―

22年12月期 
（予想）

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、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 81,940 △0.5 13,410 3.8 9,830 △6.3 17,500 102.7 14,803.16



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(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の対象外であり、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は実施
中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等につきましては、本資料発表日現在いおいて入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績等は、今
後様々な要因によって予想値と大きく異なる場合があります。なお、業績予想等に関する事項は、四半期決算短信（添付資料）３ページ「１．当四半期の連
結業績等に関する定性的情報 （３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】３ページ「２．その他」をご覧ください。）

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） 22年12月期3Q 1,182,852株 21年12月期  1,182,180株

② 期末自己株式数 22年12月期3Q  ―株 21年12月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期3Q 1,182,753株 21年12月期3Q 1,182,148株
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（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、エコカー補助金による特需や猛暑による消費底上げ効果で景

況感は改善しました。しかし、米国など海外経済の先行きが再び不透明となり、円高基調が是正されず、輸出企業

の採算悪化が製造業の設備投資を鈍化させることも見込まれ、デフレからの脱却はやや遠のいた感が出ておりま

す。  

 このような状況の下、当企業グループは、天候不順や猛暑によるコースコンディションの悪化や来場者数の減

少、さらには、早朝プレーへの移行による単価の下落等々の厳しい経営環境の中、従来からの「カスタマーロイヤ

リティー（お客様からのご愛顧）の向上」を全社戦略として運営を進め、レストランメニューの改善やペットボト

ル飲料の値下げ等、お客様目線に立ったサービスを強化いたしました。また、コスト面では、本社主導の集中購買

等を加速させることに努めました。 

 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、当第３四半期連結会計期間での新規取得ならびに新規運営受託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につきましては、営業収益 百万円（前年同期比 百万円減）、

営業利益 百万円（前年同期比 百万円減）となり、また、借入コストが発生したことから、経常利益

百万円（前年同期比 百万円減）と、いずれも前連結累計期間を下回る結果となりました。一方、グルー

プ内組織再編の実行を契機に、連結子会社の繰延税金資産の回収可能性を見直した結果、繰延税金資産が増加（繰

延税金負債と相殺して表示）し法人税等調整額 百万円を計上したことから、四半期純利益 百万円

（前年同期比 百万円増）と前連結累計期間を上回る結果となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

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 百万円減少して 百万円となり

ました。これは主に、預け金 百万円減少、有形固定資産 百万円増加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 百万円減少して 百万円となり

ました。これは主に、社債 百万円増加、新株予約権付社債 百万円減少、繰延税金負債 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 百万円増加して 百万円となり

ました。これは主に、四半期利益 百万円計上、利益剰余金の配当（中間配当を含む） 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、前連結会計年度末

に比べ 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 百万円となり、前第３四半期連結

累計期間に比べ 百万円減少いたしました。前年同期に対する主な増減要因は、増加要因として、支払手数

料 百万円発生、社債償還益 百万円が発生しなかったこと、減少要因として、税金等調整前四半期利

益 百万円減少、法人税等の支払額 百万円増加、法人税等の還付額 百万円減少したこと等によるも

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 百万円となり、前第３四半期連結

累計期間に比べ 百万円増加いたしました。前年同期に対する主な増減要因は、増加要因として、有形固定資

産の取得による支出 百万円増加、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 百万円減少

したこと、減少要因として、金銭債権の買入れに伴う支出 百万円が発生しなかったこと等によるものであ

ります。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

57,764 2,393

6,946 1,333

3,744 2,680

△14,914 17,785

12,564

1,105 274,336

10,498 5,648

15,853 191,688

8,000 9,455 12,031

14,748 82,648

17,785 2,956

3,834 14,915

7,543

3,975

1,557 1,276

4,565 1,986 551

3,077

29

1,472 1,143

2,560
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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 百万円となり、前第３四半期連結累

計期間に比べ 百万円減少いたしました。前年同期に対する主な増減要因は、増加要因として、長期借入金

の返済による支出 百万円増加、社債の償還による支出 百万円発生、減少要因として、長期借入れに

よる収入 百万円増加、預け金 百万円減少、新株予約権付社債の買入消却による支出 百万円が

発生しなかっ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 

 平成22年７月14日に連結業績予想の修正を行い、その後の変更はございません。 

 なお、平成22年７月14日に発表いたしました連結業績予想の修正と、平成22年４月27日に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あります。詳細につきましては、平成22年７月14日に発表いたしました

「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

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） 

  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 該当事項はありません。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

「企業結合に関する会計基準」等の適用 

 第２四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）、「「研究開発費等に係る会計

基準」の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計

基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表

分）及び「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。 

  

632

7,028

83,134 9,455

83,700 12,327 4,218

  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 10,750 12,800 10,827 45 

今回修正予想（Ｂ） 81,940 13,410 9,830 17,500 14,803 16 

増減額（Ｂ－Ａ） △2,060 △990 △920 4,700 －   

増減率（％） △2.5 △6.9 △8.6 36.7 －   

前期実績 

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

２．その他の情報
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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：百万円）

当第３四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21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 14,915 11,081

受取手形及び売掛金 4,094 3,755

たな卸資産 1,936 1,819

繰延税金資産 5,566 3,639

預け金 － 10,498

その他 1,881 3,370

貸倒引当金 △633 △544

流動資産合計 27,761 33,620

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 42,613 42,317

機械装置及び運搬具（純額） 2,137 1,947

工具、器具及び備品（純額） 2,379 2,577

土地 173,047 169,671

その他（純額） 3,172 1,187

有形固定資産合計 223,350 217,701

無形固定資産   

のれん 13,126 14,009

その他 5,254 5,507

無形固定資産合計 18,380 19,516

投資その他の資産   

繰延税金資産 1,797 1,135

その他 3,753 4,180

貸倒引当金 △706 △713

投資その他の資産合計 4,844 4,602

固定資産合計 246,574 241,821

資産合計 274,336 275,441
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（単位：百万円）

当第３四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21年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 771 811

短期借入金 1,000 2,480

1年内返済予定の長期借入金 12,177 12,155

未払法人税等 223 1,376

賞与引当金 83 100

ポイント引当金 342 169

株主優待引当金 140 71

事務所移転損失引当金 － 147

その他 7,366 8,287

流動負債合計 22,104 25,600

固定負債   

社債 8,000 －

新株予約権付社債 10,050 19,505

長期借入金 92,382 92,965

繰延税金負債 10,583 22,614

退職給付引当金 3,531 3,472

役員退職慰労引当金 132 109

会員預り金 41,608 41,639

その他 3,295 1,633

固定負債合計 169,583 181,940

負債合計 191,688 207,541

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 55,966 41,137

株主資本合計 82,556 67,727

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益 △379 △270

評価・換算差額等合計 △379 △270

新株予約権 471 443

少数株主持分 0 0

純資産合計 82,648 67,900

負債純資産合計 274,336 275,441
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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）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

営業収益 60,158 57,764

営業原価 44,574 44,730

営業総利益 15,583 13,033

販売費及び一般管理費 7,303 6,087

営業利益 8,280 6,946

営業外収益   

受取利息 14 6

受取賃貸料 34 37

納税報奨金 43 42

受取保険料 58 62

その他 48 41

営業外収益合計 199 189

営業外費用   

支払利息 1,949 1,687

支払手数料 － 1,557

社債発行費 － 47

その他 105 99

営業外費用合計 2,054 3,391

経常利益 6,425 3,744

特別利益   

固定資産売却益 1 39

債務免除益 42 28

社債償還益 1,276 －

収用補償金 － 46

投資有価証券清算益 337 86

過年度固定資産税還付金 － 52

その他 26 120

特別利益合計 1,684 373

特別損失   

前期損益修正損 78 －

固定資産除却損 65 159

合併関連費用 39 144

ヘッジ会計終了損 － 362

その他 2 94

特別損失合計 185 760

税金等調整前四半期純利益 7,923 3,357

法人税、住民税及び事業税 1,544 486

法人税等調整額 1,157 △14,914

法人税等合計 2,701 △14,427

少数株主利益 0 －

四半期純利益 5,221 17,785
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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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１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 7,923 3,357

減価償却費 3,147 3,171

のれん償却額 778 652

貸倒引当金の増減額（△は減少） 93 80

賞与引当金の増減額（△は減少） 102 △22

ポイント引当金の増減額（△は減少） 107 172

株主優待引当金の増減額（△は減少） 106 69

退職給付引当金の増減額（△は減少） △107 24

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5 22

事務所移転損失引当金の増減額（△は減少） － △147

受取利息及び受取配当金 △20 △6

支払利息 1,949 1,687

支払手数料 － 1,557

債務免除益 △42 △28

社債償還益 △1,276 －

投資有価証券清算益 △337 △86

固定資産除却損 － 159

ヘッジ会計終了損 － 362

売上債権の増減額（△は増加） △688 △393

たな卸資産の増減額（△は増加） △11 △105

仕入債務の増減額（△は減少） 115 △40

前受金の増減額（△は減少） 954 602

その他 271 198

小計 13,072 11,288

利息及び配当金の受取額 12 6

利息の支払額 △1,727 △1,486

その他の収入 － 111

法人税等の支払額 △1,772 △3,759

法人税等の還付額 1,934 1,382

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,519 7,543

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 △3,854

無形固定資産の取得による支出 △73 △29

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

1,639 496

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 7

金銭債権の買入れに伴う支出 △2,560 －

その他 325 302

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,047 △3,077
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（単位：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１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） 2,508 △1,480

長期借入れによる収入 5,700 89,400

長期借入金の返済による支出 △6,827 △89,962

借入れに伴う手数料支払による支出 － △1,573

社債の発行による収入 － 7,952

預け金の増減額（△は増加） △1,845 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 △4,218 －

社債の償還による支出 － △9,455

配当金の支払額 △2,806 △2,824

その他 △171 △406

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,660 △632

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 810 3,834

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 9,991 14,915
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 該当事項はありません。 

  

  

〔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21年１月１日 至 平成21年９月30日）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成22年１月１日 至 平成22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。 

  

〔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21年１月１日 至 平成21年９月30日）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成22年１月１日 至 平成22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。 

  

〔海外売上高〕 

 前第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）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成22年１月１日 至 平成22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。 

  

  

（１）生産、受注及び販売の状況 

販売実績 

前第３四半期連結累計期間及び当第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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

営業収益内容（百万円） 
前第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）

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年 1月 1日 
至 平成22年 9月30日） 

増 減（百万円）

ゴルフプレー等収益  35,552  34,357  △1,194

レストラン・商品販売収益  15,704  14,950  △753

年会費等収益  6,023  5,652  △371

その他  2,878  2,803  △74

合計    60,158  57,764  △2,393
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