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

23年3月期第3四半期 71,196 1.4 14,020 △1.4 12,592 △2.5 11,022 △2.9
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

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3四半期 10,476.01 10,457.93
22年3月期第3四半期 10,802.53 10,771.94

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3四半期 254,528 82,941 32.6 78,792.69
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3四半期  82,935百万円 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 89,500 2.4 15,000 6.5 13,000 5.1 11,400 9.2 10,834.61

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3Q 1,052,584株 22年3月期  1,051,721株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  ―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3Q 1,052,168株 22年3月期3Q 1,051,003株



  

○ 添付資料の目次 
 

１．当四半期の連結業績に関する定性的情報・・・・・・・・・  ２ 
（１） 連結経営成績に関する定性的情報・・・・・・・・・・ ２ 
（２） 連結財政状態に関する定性的情報・・・・・・・・・・ ３ 
（３） 連結業績予想に関する定性的情報・・・・・・・・・・ ４ 

 
 

２．その他の情報           ・・・・・・・・・・  ５ 
（１） 当四半期中における重要な子会社の異動・・・・・・・ ５ 
（２） 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用・・・・・・ ５ 
（３） 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更・・・・・・ ５ 

 
 

３．四半期連結財務諸表        ・・・・・・・・・・  ６ 
（１） 四半期連結貸借対照表     ・・・・・・・・・・ ６ 
（２） 四半期連結損益計算書     ・・・・・・・・・・ ８ 
   【第３四半期連結累計期間】 
（３） 四半期連結キャッシュ・フロー計算書・・・・・・・・ ９ 
（４） 継続企業の前提に関する注記  ・・・・・・・・・・ 11 
（５） 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記・・・ 11 

 
 

４．補足情報 
（１） 生産・受注及び販売の状況    ・・・・・・・・・ 12 

 

㈱アコーディア・ゴルフ（2131）平成23年3月期　第3四半期決算短信

1



  

【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3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融緩和施策や景気刺激策などによ

り回復基調は見られるものの、雇用情勢や所得水準の落ち込みなどは持続しているため、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、記録的な猛暑など天候不順によるゴルフ場入場者

数の減少は見られたものの、ゴルフ人気の拡大やプレー単価の低価格化などを背景として、プレー

需要は底堅く推移しております。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3四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、617万人（前年同期間599万人）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3四半期連結累計期間は、2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3四半期連結会

計期間末現在の保有コース数は131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。 

（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、提携ゴルフ練習場を合わせた、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3四半期連結会計期間末現在の運営ゴルフ練習場数は17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、ゴルフ場・ゴルフ練習場の増加等により営業

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）1,010,313千円（1.4％）増加

の71,196,096千円となったものの、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193,477千円（1.4％）減少し14,020,501千円となりました。経常利益は、

社債発行による社債発行費65,812千円が発生したこと等により対前年同期比324,151千円（2.5％）減

少し12,592,104千円となりました。四半期純利益は、当第３四半期連結累計期間に減損損失の発生は
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無かったものの、子会社同士の合併に伴う法人税等の減額効果が前年同期に比べ下回ったこと等によ

り、対前年同期比330,963千円（2.9％）減少し11,022,529千円となりました。 

 

（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12,225,181千円増

加し254,528,826千円となりました。増加の主な内容は、社債発行等による現金及び預金9,352,691

千円の増加、ゴルフ場及びゴルフ練習場の増加等に伴う有形固定資産4,988,554千円の増加、償却を

主因としたのれん1,598,242千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2,256,663千円増加し171,587,211千円となりました。増

加の主な内容は、資金調達により、1年内償還予定の社債と社債の合計で15,000,000千円増加したこ

と、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5,525,003千円の減少、固定負債のその他に含まれる繰延税金負債の子会社同士の合併に

より新たに計上された繰延税金資産と相殺されたことを主因とした1,658,260千円の減少、返済によ

る長期借入金2,429,440千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9,968,517千円増加し82,941,615千円となりました。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11,022,529千円から配当の1,051,721千

円を差し引き利益剰余金が9,970,808千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、前第３

四半期連結会計期間末と比較し6,593,042千円増加し14,016,425千円となりました。 

 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３四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３四半期連結会計期間

と比較し1,391,290千円増加し3,413,465千円となりました。増加の主な内容は、税金等調整前四半

期純利益が570,260千円増加したこと、仕入債務の増減額で323,117千円減少したこと、法人税等の

支払額で641,820千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３四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３四半期連結会計期間

と比較して4,453,368千円減少し4,162,152千円となりました。減少の主な内容は、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7,262,375千円の減少となったこと、有形固定資産の取得に

よる支出が1,443,923千円増加したこと、及び当第３四半期会計期間に投資有価証券の取得による支

出1,582,177千円が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３四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３四半期連結会計期間
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と比較して7,106,235千円減少し506,539千円となりました。減少の主な内容は、短期借入金の純増

減額で6,557,000千円減少したこと、長期借入れによる収入で340,000千円減少したこと、ファイナ

ンス・リース債務返済による支出が108,968千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、平成22年12月20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。 
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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） 

   該当事項はありません。 

   なお、㈱アコーディアＡＨ33及び㈱東愛知ゴルフ倶楽部は、㈱アコーディアＡＨ12と平成22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３四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３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 14,066,425 4,713,733

営業未収入金 4,313,043 5,127,437

商品 2,006,829 1,994,280

原材料及び貯蔵品 306,342 276,156

その他 4,390,941 5,875,210

貸倒引当金 △864,770 △1,055,312

流動資産合計 24,218,812 16,931,506

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 40,262,043 39,188,271

ゴルフコース 102,556,868 101,907,840

土地 43,895,718 42,189,610

その他（純額） 8,054,579 6,494,933

有形固定資産合計 194,769,210 189,780,656

無形固定資産   

のれん 27,532,678 29,130,920

その他 4,162,214 4,125,570

無形固定資産合計 31,694,893 33,256,491

投資その他の資産   

長期貸付金 27,320 27,320

その他 4,167,506 2,662,834

貸倒引当金 △348,917 △355,164

投資その他の資産合計 3,845,909 2,334,990

固定資産合計 230,310,013 225,372,138

資産合計 254,528,826 242,303,645

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,121,308 2,115,971

短期借入金 － 3,560,000

1年内返済予定の長期借入金 6,265,480 6,294,080

1年内償還予定の社債 21,400,000 －

未払法人税等 949,239 1,230,072

引当金 1,444,999 1,814,207

その他 7,143,970 12,679,731

流動負債合計 39,324,998 27,694,064
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

固定負債   

社債 15,000,000 21,400,000

長期借入金 67,636,248 70,065,689

入会保証金 27,836,349 28,596,884

その他 21,789,614 21,573,909

固定負債合計 132,262,212 141,636,483

負債合計 171,587,211 169,330,548

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 51,372,467 41,401,659

株主資本合計 82,935,930 72,965,121

少数株主持分 5,684 7,975

純資産合計 82,941,615 72,973,097

負債純資産合計 254,528,826 242,303,645
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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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

営業収益 70,185,783 71,196,096

営業費用   

事業費 52,721,909 53,960,971

販売費及び一般管理費 3,249,894 3,214,623

営業費用合計 55,971,803 57,175,595

営業利益 14,213,979 14,020,501

営業外収益   

受取利息 26,325 6,065

受取賃貸料 43,871 42,253

利用税等報奨金 55,976 59,149

その他 70,590 45,578

営業外収益合計 196,764 153,047

営業外費用   

支払利息 1,292,620 1,308,521

シンジケートローン手数料 151,000 155,000

社債発行費 － 65,812

その他 50,865 52,109

営業外費用合計 1,494,486 1,581,443

経常利益 12,916,256 12,592,104

特別利益   

固定資産売却益 16,673 95,124

保険差益 51,914 169,322

関係会社株式売却益 349,515 －

債務免除益 － 174,978

その他 35,680 26,547

特別利益合計 453,783 465,973

特別損失   

固定資産除売却損 102,471 172,123

減損損失 387,995 －

災害による損失 20,743 58,150

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 98,180 37,910

特別損失合計 804,670 315,019

税金等調整前四半期純利益 12,565,369 12,743,059

法人税、住民税及び事業税 2,859,559 1,582,936

法人税等調整額 △1,644,392 139,884

法人税等合計 1,215,167 1,722,820

少数株主損益調整前四半期純利益 － 11,020,238

少数株主損失（△） △3,290 △2,291

四半期純利益 11,353,492 11,022,529
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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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 12,565,369 12,743,059

減価償却費 2,904,016 3,541,028

のれん償却額 2,435,169 1,861,529

減損損失 387,995 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 242,825 △193,089

賞与引当金の増減額（△は減少） △448,988 △448,596

ポイント引当金の増減額（△は減少） 121,584 △208,612

株主優待引当金の増減額（△は減少） 187,000 288,000

受取利息 △26,325 △6,065

支払利息 1,292,620 1,308,521

社債発行費 － 65,812

固定資産除売却損益（△は益） 85,798 76,999

関係会社株式売却損益（△は益） △154,235 －

売上債権の増減額（△は増加） 744,113 815,962

仕入債務の増減額（△は減少） 64,292 3,525

未払金の増減額（△は減少） 302,538 △364,295

前受収益の増減額（△は減少） △5,406,644 △5,525,003

その他 △639,284 139,966

小計 14,657,846 14,098,743

利息の受取額 26,643 6,070

利息の支払額 △1,394,349 △1,360,528

法人税等の支払額 △3,805,207 △2,564,879

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,484,932 10,179,406

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 △4,616,318 △4,475,707

有形固定資産の売却による収入 23,701 247,860

投資有価証券の取得による支出 － △1,582,177

無形固定資産の取得による支出 △126,525 △350,962

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△8,016,447 △1,464,549

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

1,010,814 －

短期貸付金の増減額（△は増加） △185 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 5,998 90,158

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,978,961 △7,954,168
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（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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） 4,157,000 △3,560,000

長期借入れによる収入 3,440,000 1,000,000

長期借入金の返済による支出 △3,168,804 △3,458,040

社債の発行による収入 － 14,934,187

株式の発行による収入 0 0

配当金の支払額 △1,045,363 △1,047,902

長期預り金の受入による収入 303,042 －

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △740,791

その他 △501,676 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,184,198 7,127,453

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 690,168 9,352,691

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 7,423,383 14,016,425
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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。 

 

当第３四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31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。 

 

当第３四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31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) 2,074,505 △7.8 

原材料等（レストラン） 4,239,495 2.7 

合計 6,314,000 △1.0 

(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 50,184,465 0.0 

レストラン 14,061,278 3.9 

ゴルフ用品販売 2,872,886 6.2 

その他 4,077,467 8.0 

合計 71,196,096 1.4 

 
 (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。  

 

 

 

㈱アコーディア・ゴルフ（2131）平成23年3月期　第3四半期決算短信

12


	uji
	短信ＰＤＦ
	短信ward素材



