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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 4,074 △19.5 △269 ― △274 ― △167 ―
23年3月期第1四半期 5,063 △4.8 △196 ― 7 ― △39 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △166百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △38百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 △3.02 ―
23年3月期第1四半期 △0.71 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 28,411 8,221 28.8
23年3月期 29,357 8,554 29.0
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  8,188百万円 23年3月期  8,522百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 3.00 3.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
平成24年３月期につきましては年次での業績管理を行っておりますので、第２四半期（累計）の業績予想の記載を省略しております。 

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(累計) ― ― ― ― ― ― ― ― ―
通期 19,500 △2.3 100 △27.2 700 △0.2 350 7.0 6.30



(1) 当四半期連結累計期間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) 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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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、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 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来性に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、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。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 55,642,000 株 23年3月期 55,642,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 81,193 株 23年3月期 80,499 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 55,561,328 株 23年3月期1Q 55,564,357 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、本年３月11日に発生した東日本大震災によるサプライチェーンの

甚大な被害や、原子力発電所事故による計画停電等の影響により、企業の経済活動は低迷し、個人消費を含めた国

内経済は大きく低迷いたしました。この結果、当社グループの主力事業であるゴルフ場・ホテルの運営事業等のリ

ゾート・レジャー業界におきましても、震災発生以降、消費者の消費抑制や企業の自粛ムードにより、業績は低迷

し、期中を通じて苦戦を強いられる展開となりました。  

 このような経営環境下、当社グループのゴルフ場、ホテル、旅館等の施設運営事業においては従来の常識にとら

われない事業運営の見直しや徹底した経費の削減などの合理化による企業体質の強化を図りました。また同時に福

利厚生事業などの各種会員をはじめとするお客様の多様化するニーズにお応えするため、提供する商品の品質の見

直し・改善を徹底することで顧客満足度の向上に努めました。 

 ゴルフ場運営事業においては、サマータイム制の導入など社会環境と利用者のニーズに沿ったサービスの向上と

集客の拡大に努めるとともに、新たに茨城県のゴルフ場の運営の受託が内定する等、運営施設の拡大を図ることが

できました。また、ホテル運営事業においては、会員向けサービスや情報発信の強化を図るとともに、本年10月オ

ープン予定の「ホテルリソル博多」の開業準備を進めております。 

 開発事業では、ゴルフ場、ホテル及び旅館の再生に注力するとともに、ゴルフ場の保有資産を活用した新たな商

品の開発・販売に注力いたしました。 

 福利厚生事業においては、福利厚生代行サービス「ライフサポート倶楽部」の商品内容を顧客のニーズにあった

ものへと再構築することで販売を強化し、会員企業・法人数の拡大を図るとともに、メンバーズ・コミュニケーシ

ョン事業を積極的に展開し、会員との交流をさらに密にすることにより顧客満足度向上を図る等、事業基盤の拡大

を図っております。 

 リゾート関連事業においては、ゴルフ・リゾート会員権の仲介市場は依然として力強さを欠いておりますが、１

泊から自由にお楽しみいただける高級レンタル別荘「スイートヴィラ」の利用及び登録会員数の拡大に注力し、顧

客ニーズへの適切な対応とサービスの向上に努めました。 

 以上のとおり当第１四半期会計期間は、震災や原発事故の影響により企業収益の減少や個人消費の低迷を背景と

してビジネス及びリゾート需要が弱含みに推移した結果、売上高は4,074百万円（前年同期比19.5%減）、経常損失

は274百万円（前年同期は経常利益７百万円）、四半期純損失167百万円（前年同期は四半期損失39百万円）となり

ました。 

  なお、当第１四半期末時点の７月以降の予約状況は、当初の想定を超えた回復基調となっております。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べて946百万円減少し、28,411百万円となりました。こ

れは主に現金及び預金、売掛金が減少したこと等によるものであります。負債につきましては、20,189百万円とな

り、前連結会計年度末に比べて612百万円減少しております。これは主に、預り保証金の減少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、予定通り推移しており、平成23年５月17日公表しました連結業績予想から修正は行ってお

りません。  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。  

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

   該当事項はありません。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項



４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,526,818 4,039,332

売掛金（純額） 1,382,330 1,008,489

商品 127,886 111,701

販売用不動産 1,094,380 1,108,488

貯蔵品 111,404 128,521

その他（純額） 1,224,255 1,249,783

流動資産合計 8,467,076 7,646,317

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,731,720 4,670,884

土地 1,645,106 1,645,106

その他（純額） 870,468 827,097

有形固定資産合計 7,247,296 7,143,088

無形固定資産   

のれん 1,348,824 1,325,660

その他 349,540 344,308

無形固定資産合計 1,698,364 1,669,969

投資その他の資産   

投資再生不動産 9,143,347 9,123,122

その他（純額） 2,801,641 2,828,573

投資その他の資産合計 11,944,988 11,951,696

固定資産合計 20,890,649 20,764,754

資産合計 29,357,725 28,411,071



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 416,460 558,240

短期借入金 6,555,200 6,916,300

1年内返済予定の長期借入金 107,500 92,500

未払法人税等 47,513 43,599

賞与引当金 105,566 51,458

その他 2,080,856 1,899,932

流動負債合計 9,313,095 9,562,029

固定負債   

長期借入金 473,000 432,500

長期預り金 413,390 406,036

預り保証金 6,498,664 6,343,274

更生担保権 1,859,722 1,394,787

退職給付引当金 470,455 466,480

従業員特別補償引当金 70,000 58,250

資産除去債務 174,552 175,326

その他 1,529,935 1,351,146

固定負債合計 11,489,720 10,627,802

負債合計 20,802,816 20,189,832

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,948,088 3,948,088

資本剰余金 2,523,487 2,523,487

利益剰余金 1,817,561 1,483,267

自己株式 △17,763 △17,857

株主資本合計 8,271,373 7,936,985

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △34 △38

土地再評価差額金 251,624 251,624

その他の包括利益累計額合計 251,589 251,585

少数株主持分 31,946 32,668

純資産合計 8,554,909 8,221,239

負債純資産合計 29,357,725 28,411,071



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 5,063,143 4,074,408

売上原価 2,516,683 2,160,824

売上総利益 2,546,460 1,913,584

販売費及び一般管理費 2,743,014 2,182,861

営業損失（△） △196,553 △269,276

営業外収益   

受取利息 10,219 3,966

投資事業組合等利益 835 3,227

投資再生関係会社株式売却益 160,000 －

債務消却益 59,150 7,476

投資再生不動産売却益 － 5,406

その他 6,525 10,991

営業外収益合計 236,731 31,068

営業外費用   

支払利息 29,456 34,634

その他 3,060 1,911

営業外費用合計 32,517 36,545

経常利益又は経常損失（△） 7,660 △274,753

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 98,644 －

その他 795 9,076

特別損失合計 99,439 9,076

税金等調整前四半期純損失（△） △91,779 △283,830

法人税、住民税及び事業税 13,875 25,653

法人税等調整額 △67,060 △142,596

法人税等合計 △53,184 △116,942

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △38,594 △166,887

少数株主利益 1,275 721

四半期純損失（△） △39,870 △167,609



（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 △38,594 △166,887

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △15 △4

その他の包括利益合計 △15 △4

四半期包括利益 △38,609 △166,892

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △39,885 △167,613

少数株主に係る四半期包括利益 1,275 721



 該当事項はありません。  

  

  

   （セグメント情報） 

    前第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） 

    １．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 （注）①．セグメント利益又は損失（△）の調整額△238,035千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用で 

      あります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

    ②．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。  

  

    ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

      該当事項はありません。   

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  

  

報告セグメント 
調整額  

（注①） 

  

四半期連結

損益計算書

計上額  

ゴルフ  

運営事業 

（千円） 

ホテル  

運営事業 

（千円） 

開発事業  

（千円） 

 福利厚生

事業   

（千円） 

リゾート  

関連事業  

（千円） 

計   

（千円） 

 売上高 

（１）外部顧客への売上高 

（２）セグメント間の内部 

   売上高又は振替高  
 

2,311,147

－  

1,778,592

－

19,000

－

682,611

－

271,791

－

5,063,143

－

－

－

5,063,143

－

 計 2,311,147 1,778,592 19,000 682,611 271,791 5,063,143 － 5,063,143

   セグメント利益 

     又は損失（△） 
 324,954 △219,819 19,000 △89,081 6,429 41,481 △238,035 △196,553



    当第１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６月30日） 

    １．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 （注）①．セグメント利益又は損失（△）の調整額△159,670千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用で 

      あります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

    ②．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。  

  

    ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

      該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。  

  

  

  

  

報告セグメント 
調整額  

（注①） 

  

四半期連結

損益計算書

計上額  

ゴルフ  

運営事業 

（千円） 

ホテル  

運営事業 

（千円） 

開発事業  

（千円） 

 福利厚生

事業   

（千円） 

リゾート  

関連事業  

（千円） 

計   

（千円） 

 売上高 

（１）外部顧客への売上高 

（２）セグメント間の内部 

   売上高又は振替高  
 

1,708,936

－  

1,405,951

－

1,200

－

682,488

－

275,832

－

4,074,408

－

－

－

4,074,408

－

 計 1,708,936 1,405,951 1,200 682,488 275,832 4,074,408 － 4,074,408

   セグメント利益 

     又は損失（△） 
 156,851 △184,519 1,200 △91,093 7,955 △109,606 △159,670 △269,276

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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