
平成23年12月期 第２四半期決算短信［日本基準］（連結） 

（百万円未満切捨て）

１．平成23年12月期第２四半期の連結業績（平成23年１月１日～平成23年６月30日） 

  

（注）平成23年12月期第２四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失で

あるため記載しておりません。 

２．配当の状況 

３．平成23年12月期の連結業績予想（平成23年１月１日～平成23年12月31日） 

  

      平成23年８月８日

上場会社名 ＰＧＭホールディングス株式会社 上場取引所 東 

コード番号 ２４６６ ＵＲＬ http://www.pacificgolf.co.jp 

代表者     （役職名） 代表取締役社長 （氏名）氏家 顕太郎 

問合せ先責任者 （役職名） 財務経理本部長 （氏名）馬 源 ＴＥＬ (03）6408－8800 

四半期報告書提出予定日 平成23年８月11日 配当支払開始予定日 － 

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有  

四半期決算説明会開催の有無    ： 有    

(1）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

  営業収益 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12月期第２四半期  31,414 △15.9 1,400 △65.6 259  △83.0 △2,022 －

22年12月期第２四半期  37,347 △2.9 4,069 △14.2 1,532  △55.1 16,535 410.3

  
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12月期第２四半期  △1,709 00 －     

22年12月期第２四半期  13,981 25 13,325 79

(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12月期第２四半期 259,964 76,595  29.3 64,301 57

22年12月期 265,194 80,023  30.0 67,248 88

（参考）自己資本 23年12月期第２四半期 76,109百万円 22年12月期 79,548百万円 

  
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12月期  －       1,250 00 －      1,250  00  2,500 00

23年12月期  －       0 00

23年12月期（予想） －      500  00  500 00

（注）当四半期における配当予想の修正有無 ： 有

  （％表示は、対前期増減率）

  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

通期  74,500  △6.3 10,000 △13.4 7,800 △0.6  2,300  △85.0 1,944 38

（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】３ページ「２．その他の情報」をご覧ください。） 

（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。 

（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きは実施中です。 

  

※  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、本資料発表日現在に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。 

  

(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

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12月期２Ｑ 1,183,633株 22年12月期 1,182,894株

② 期末自己株式数 23年12月期２Ｑ －株 22年12月期 －株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年12月期２Ｑ 1,183,489株 22年12月期２Ｑ 1,182,702株
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（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、世界経済の回復の鈍化、また、特に東日本大震災の発生に伴

う需要の大幅な落ち込み、原発事故に伴う先行き不透明感、消費活動における自粛ムード等により、全般的には厳

しい経済環境が続きましたが、６月以降において、一部の経済指標で回復傾向が見られる状況になりました。 

 このような状況の下、当企業グループは、昨年策定いたしました「中期経営計画」に基づき、顧客ロイヤルティ

の向上とゴルフ場オペレーションの効率化を目指して様々な施策を推進する一方、グループ会社のスリム化を行

い、グループ全体としての収益力の向上に努めてまいりました。 

 大震災の影響により一時的に営業停止を余儀なくされたゴルフ場は34に及びましたが、順次復旧作業を進めた結

果、平成23年７月１日現在において、宮城県の１ゴルフ場を除き、全コースが営業を再開しております（一部のコ

ースでは部分営業）。 

 一方で当企業グループは、大震災により被災した方々や地域へ復興・支援を目的として、売上金の一部を寄付す

る「PGMワンプレー＝ワンラブ」の活動や、グループのゴルフ場をご利用いただいた全国のゴルファーの皆様を始

め、復興支援の精神にご賛同いただいた皆様のご協力により、１億円を超える義援金・支援金の拠出を行い、社会

貢献を果たしてまいりました。 

 この結果、当第２四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）、経常利益 百万円（前年同期比 百万円減）、四半期純

利益 百万円（前年同期比 百万円減）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２四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、現金及び預金 百万円減少によるものであります。 

(負債) 

 当第２四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、１年内返済予定の長期借入金を含む長期借入金 百万円減少、繰延税金負債 百万

円増加によるものであります。 

(純資産) 

 当第２四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末から 百万円減少して 百万円となりま

した。これは主に、利益剰余金の配当 百万円及び四半期純損失 百万円計上によるものであります。 

② キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累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 百万円減少し、 百万円となりました。 

 当第２四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２四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２四半期連結

累計期間に比べ 百万円減少しました。この主な要因は、税金等調整前四半期純損失が 百万円減少

し、災害損失の支払額が 百万円発生したこと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２四半期連結

累計期間に比べ 百万円増加しました。この主な要因は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収

入が 百万円が発生しなかったこと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２四半期連結

累計期間に比べ 百万円増加しました。この主な要因は、預け金の減少額が 百万円が発生しなかったも

のの、更生債権等の弁済による支出が 百万円及び社債の償還による支出が 百万円発生しなかったこ

と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

31,414 5,933

1,400 2,669 259 1,272

△2,022 18,558

5,230 259,964

4,543

1,801 183,368

2,655 928

3,428 76,595

1,478 2,022

4,543 6,271

2,687

3,079 2,398

818

2,131

366

496

5,099

14 10,481

2,764 9,455
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年５月９日に連結業績予想の修正を行っております。 

 平成23年２月８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。なお、詳細につきま

しては、平成23年５月９日に発表いたしました「特別損失の計上、業績予想および配当予想の修正に関するお知

らせ」をご参照ください。 

  

平成23年12月期の通期連結業績予想（平成23年１月１日～平成23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 

「資産除去債務に関する会計基準」の適用 

 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。 

 これによる営業利益及び経常利益に与える影響は軽微であり、税金等調整前四半期純損失は 百万円増加

しております。 

  

  

  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） 80,000 13,400 11,200  7,000 5,917 69

今回修正予想（Ｂ） 74,500 10,000 7,800  2,300 1,944 38

増減額（Ｂ－Ａ） △5,500 △3,400 △3,400  △4,700 －   

増減率（％） △6.9 △25.4 30.4  △67.1 －   

前期実績 

（平成22年12月期） 
79,519 11,552 7,846  15,297 12,932 99

２．その他の情報

118
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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２四半期連結会計期間末
(平成23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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,271 10,814

受取手形及び売掛金 3,707 3,722

たな卸資産 1,915 1,863

繰延税金資産 5,102 4,803

その他 1,689 2,737

貸倒引当金 △572 △487

流動資産合計 18,114 23,454

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 42,434 41,750

機械装置及び運搬具（純額） 2,101 2,106

工具、器具及び備品（純額） 2,296 2,257

土地 171,152 171,195

その他（純額） 3,101 3,119

有形固定資産合計 221,086 220,429

無形固定資産   

のれん 12,305 12,737

その他 4,093 4,246

無形固定資産合計 16,398 16,984

投資その他の資産   

繰延税金資産 1,177 1,226

その他 3,892 3,805

貸倒引当金 △704 △705

投資その他の資産合計 4,365 4,325

固定資産合計 241,850 241,739

資産合計 259,964 265,194
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 673 703

短期借入金 － 500

1年内返済予定の長期借入金 7,656 10,568

1年内償還予定の新株予約権付社債 10,050 －

未払法人税等 202 533

賞与引当金 12 131

ポイント引当金 384 376

株主優待引当金 224 75

災害損失引当金 457 －

その他 8,898 8,417

流動負債合計 28,558 21,306

固定負債   

社債 8,000 8,000

新株予約権付社債 － 10,050

長期借入金 86,186 85,929

繰延税金負債 13,000 12,072

退職給付引当金 3,544 3,540

役員退職慰労引当金 86 139

会員預り金 40,298 40,900

その他 3,693 3,232

固定負債合計 154,810 163,864

負債合計 183,368 185,170

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,708 12,704

資本剰余金 13,890 13,886

利益剰余金 49,976 53,478

株主資本合計 76,575 80,068

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益 △465 △519

評価・換算差額等合計 △465 △519

新株予約権 486 475

少数株主持分 0 0

純資産合計 76,595 80,023

負債純資産合計 259,964 265,194
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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：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

営業収益 37,347 31,414

営業原価 29,232 25,923

営業総利益 8,115 5,491

販売費及び一般管理費 4,045 4,090

営業利益 4,069 1,400

営業外収益   

受取利息 4 2

受取賃貸料 27 26

受取保険料 46 －

その他 39 51

営業外収益合計 118 80

営業外費用   

支払利息 1,126 1,040

支払手数料 1,488 151

その他 40 30

営業外費用合計 2,656 1,221

経常利益 1,532 259

特別利益   

固定資産売却益 38 46

債務免除益 18 14

収用補償金 46 55

関係会社株式売却益 － 170

投資有価証券清算益 86 －

過年度固定資産税還付金 52 42

営業補償金 － 136

その他 54 105

特別利益合計 297 571

特別損失   

固定資産除却損 121 182

合併関連費用 8 129

ヘッジ会計終了損 362 －

災害による損失 － 1,511

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 115

その他 93 48

特別損失合計 587 1,986

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

1,243 △1,154

法人税、住民税及び事業税 259 172

法人税等調整額 △15,552 694

法人税等合計 △15,292 867

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △2,022

少数株主利益 － 0

四半期純利益又は四半期純損失（△） 16,535 △2,022
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

1,243 △1,154

減価償却費 2,090 2,065

のれん償却額 434 429

貸倒引当金の増減額（△は減少） 44 85

賞与引当金の増減額（△は減少） △69 △118

ポイント引当金の増減額（△は減少） △3 8

株主優待引当金の増減額（△は減少） 120 148

退職給付引当金の増減額（△は減少） 18 4

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 14 △52

事務所移転損失引当金の増減額（△は減少） △106 －

災害損失引当金の増減額（△は減少） － 457

受取利息及び受取配当金 △5 △5

支払利息 1,126 1,040

支払手数料 1,488 151

債務免除益 △18 △14

投資有価証券清算益 △86 －

固定資産除却損 121 182

ヘッジ会計終了損 362 －

災害損失 － 1,054

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 115

売上債権の増減額（△は増加） △98 △80

たな卸資産の増減額（△は増加） △159 △60

仕入債務の増減額（△は減少） △85 △25

前受金の増減額（△は減少） 1,949 1,180

その他 △136 △850

小計 8,244 4,559

利息及び配当金の受取額 4 5

利息の支払額 △949 △1,045

その他の収入 99 55

災害損失の支払額 － △818

法人税等の支払額 △2,960 △909

法人税等の還付額 1,328 841

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,766 2,687
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

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 △2,539 △2,216

無形固定資産の取得による支出 △28 △24

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

496 －

貸付金の回収による収入 4 －

その他 302 109

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,764 △2,131

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） － △500

長期借入れによる収入 81,000 4,300

長期借入金の返済による支出 △81,150 △6,955

借入れに伴う手数料支払による支出 △1,461 △163

預け金の増減額（△は増加） 10,481 －

更生債権等の弁済による支出 △2,764 －

社債の償還による支出 △9,455 －

配当金の支払額 △1,471 △1,471

その他 △263 △309

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,084 △5,099

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,082 △4,543

現金及び現金同等物の期首残高 11,081 10,814

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,999 6,271
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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２四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年６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２四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年６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２四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年６月30日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

〔セグメント情報〕 

 当第２四半期連結累計期間（自 平成23年１月１日 至 平成23年６月30日） 

 当企業グループは、ゴルフ事業を単一の報告セグメントとしており、その他の事業については、重要性が乏し

いため、セグメント情報の記載を省略しております。 

  

（追加情報） 

 第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号  

平成20年３月21日）を適用しております。 

  

  

 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２四半期連結累計期間及び当第２四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２四半期連結累計期間
（自 平成22年 1月 1日 
至 平成22年 6月30日）

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成23年 1月 1日 
至 平成23年 6月30日） 

増 減（百万円）

ゴルフプレー等収益  22,193  18,431  △3,762

レストラン・商品販売収益  9,575  7,867  △1,707

年会費等収益  3,805  3,656  △148

その他  1,773  1,458  △314

合計    37,347  31,414  △5,933
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