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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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）

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 ％

24年3月期第2四半期 44,915 △3.9 6,860 △18.6 6,036 △19.9 8,421 124.0
23年3月期第2四半期 46,727 0.9 8,431 △6.3 7,537 △8.2 3,759 △13.4

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 8,421百万円 （124.2％） 23年3月期第2四半期 3,756百万円 （―％）

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2四半期 8,209.99 8,204.56
23年3月期第2四半期 3,573.86 3,567.01

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 255,880 85,430 33.4
23年3月期 249,867 78,034 31.2
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  85,430百万円 23年3月期  78,034百万円

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 ― 1,000.00 1,000.00
24年3月期 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 1,000.00 1,000.00

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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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

通期 86,900 0.2 13,100 △1.6 10,900 △4.9 9,700 19.4 9,455.94

kenichiro.nose
新規スタンプ



(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  

詳細は、【添付資料】 「2. その他の情報」をご覧ください。 

(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」をご覧ください。 

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2Q 1,053,387 株 23年3月期 1,053,118 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 27,510 株 23年3月期 27,510 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 1,025,798 株 23年3月期2Q 1,051,968 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我が国経済は、東日本大震災による被害や原子力発電所事故

による放射性物質の拡散被害が強く経済に影響したことに加え、米国経済の減速懸念や欧州の金融

不安などを背景として異常な円高や株安が発生し企業業績に影響を与えました。また、世界的な経

済不安による企業業績の下振れ懸念が生じるなど極めて厳しい経済環境となりました。 

当企業グループが属するゴルフ業界は、震災直後に生じたゴルフプレーに対する自粛ムードは、

一部地域を除き回復に向かいつつありますが、ゴルフ関連消費が伸び悩んでおります。 

このような状況の下、当企業グループは、以下の経営施策に取り組みました。 

 

（ゴルフ場運営事業） 

お客様にリーズナブルな価格で価値のある商品・サービスを気軽に楽しんでいただける仕組みの

構築を進める一方、震災や原子力発電所事故の影響によるプレー需要の減少に対して、ゴルフ場毎

に市場環境に即した集客策を展開し、ゴルフ場入場者数の維持に努めるとともに、コスト削減を促

進するなど収益の確保に取り組みました。 

東日本を中心にゴルフプレーの需要が減少したため、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ゴルフ場の入場者数）は、402万人（前年同期間比7万人

減少）となりました。 

なお、平成23年10月31日現在、震災による被害などに伴いゴルフ場2コースが営業休止しており

ます。 

 

（ゴルフ場の取得とゴルフ場ポートフォリオの最適化） 

収益力を強化するため、収益拡大の見込める優良なゴルフ場の取得と低収益又は収益改善の見込

めないゴルフ場の売却を行いゴルフ場ポートフォリオの強化を進めております。当第2四半期連結

累計期間は、ゴルフ場3コースの取得と1コースの売却を行い、当第２四半期連結会計期間末現在の

保有ゴルフ場数は 135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2コースとな

りました。 

 

（ゴルフ練習場運営事業） 

当企業グループがゴルフ場を展開している地域を中心に店舗数の拡大を進めた結果、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21ヶ所となりました。 

 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、東日本大震災の影響は6月以降には回復傾

向となりましたが、震災直後のゴルフ場入場者数の減少・営業休止が強く影響し、新規取得による

ゴルフ場３コースの増加はあったものの、営業収益は、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）1,811,900千円（3.9％）減少の44,915,809千円となりました。営業利益は、

グループ全体でコスト削減に取組むことにより営業費用を対前年同期比で241,056千円減少させた

ことにより、営業収益減少の影響を削減し、対前年同期比1,570,843千円（18.6％）の減少にとど
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め6,860,296千円となりました。経常利益は、前第２四半期連結累計期間に発生した社債発行費用

65,450千円が当第２四半期累計期間には発生しなかったことおよび新規借入に伴うシンジケートロ

ーン手数料21,750千円の増加等により、対前年同期比1,501,075千円（19.9％）減少の6,036,118千

円となりました。 

四半期純利益は、子会社取得にともない負ののれん発生益296,574千円を計上したこと、また、

子会社が会社分割により株式を売却したことに伴い、有形固定資産の減損により発生していた課税

所得計算上の一時差異が損金算入されること及びこれにより繰延税金資産の算定を見直す必要が発

生したことを主因として法人税等合計が5,926,614千円減少したこと等により、対前年同期比

4,662,209千円（124.0％）増加の8,421,800千円となりました。 

 

（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て6,013,246千円増

加し255,880,504千円となりました。増加の主な内容は、償却を主因としたのれん1,153,002千円の

減少があったものの、ゴルフ場及びゴルフ練習場の増加を主因とした有形固定資産3,933,532千円の

増加、繰延税金資産の算定を見直したことによる流動資産のその他に含まれる繰延税金資産

1,592,838千円の増加および投資その他に含まれる繰延税金資産804,845千円の増加、新規ゴルフ練

習場の運営に伴う投資その他の資産のその他に含まれる長期前払費用622,731千円の増加等によるも

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て1,382,946千円減少し170,449,537千円となりました。

減少の主な内容は、買掛金667,958千円の増加、新規借入による短期借入金4,720,000千円の増加、

コマーシャル・ペーパー999,586千円の増加があったものの、流動負債のその他に含まれる未払金の

843,684千円及び営業収益計上に伴う前受収益の減少3,566,109千円、返済による長期借入金

2,926,340千円の減少があったこと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て7,396,192千円増加し85,430,966千円となりました。

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8,421,800千円と利益剰余金からの配

当1,025,608千円を差し引き利益剰余金が7,396,192千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て9,802,222千円減少し4,456,350千円となりました。
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 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２四半期連結累計期間において営業活動により得られた資金は、前第２四半期連結累計期間

と比較して1,975,401千円減少し4,790,539千円となりました。減少の主な内容は、税金等調整前四

半期純利益で1,260,915千円の減少、当第２四半期連結累計期間に発生した負ののれん発生益

296,574千円があったこと、売上債権の増減額で1,086,206千円の減少したものの、法人税等の支払

額が719,806千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２四半期連結累計期間において投資活動により使用した資金は、前第２四半期連結累計期間

と比較して2,417,479千円増加し6,209,494千円となりました。増加の主な内容は、更生会社へのス

ポンサー出資中間金の支払420,000千円及び定期預金の預入を行ったことによる支出500,000千円が

当第２四半期連結累計期間には発生しなかったものの、無形固定資産の取得による支出が268,276千

円増加したこと、子会社の取得により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

3,014,328千円増加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２四半期連結累計期間において財務活動により得られた資金は、前第２四半期連結累計期間

と比較して5,508,812千円減少し1,112,101千円となりました。減少の主な内容は、コマーシャルペ

ーパー998,654千円の増加及び短期借入金の純増減額で8,280,000千円の増加があったものの、社債

の発行による14,934,550千円の調達が当第２四半期連結累計期間に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 

当第２四半期の業績は、平成23年10月17日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」の計画通

り概ね順調に推移しており、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） 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

     特定子会社の異動はありません。 

 

 （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）会計処理の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示  

  （追加情報） 

 当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、

「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号  平成21年12月４日)

及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24

号  平成21年12月４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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,813,203 4,506,350

営業未収入金 4,215,511 4,557,410

商品 2,041,013 2,063,440

原材料及び貯蔵品 314,252 418,830

その他 5,284,340 6,462,097

貸倒引当金 △820,782 △828,285

流動資産合計 15,847,539 17,179,843

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 41,781,334 42,651,164

ゴルフコース 104,126,145 106,009,518

土地 45,769,818 47,463,791

その他（純額） 8,429,703 7,916,059

有形固定資産合計 200,107,002 204,040,534

無形固定資産   

のれん 27,858,642 26,705,639

その他 4,197,785 4,487,917

無形固定資産合計 32,056,427 31,193,557

投資その他の資産   

長期貸付金 27,320 27,320

その他 2,137,885 3,748,353

貸倒引当金 △308,917 △309,105

投資その他の資産合計 1,856,287 3,466,568

固定資産合計 234,019,717 238,700,660

資産合計 249,867,257 255,880,504
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,873,175 2,541,134

短期借入金 1,500,000 6,220,000

1年内返済予定の長期借入金 5,852,680 5,852,680

コマーシャル・ペーパー － 999,586

1年内償還予定の社債 21,400,000 21,400,000

未払法人税等 1,206,953 1,505,547

引当金 1,566,021 1,704,241

その他 13,439,779 9,410,787

流動負債合計 46,838,609 49,633,977

固定負債   

社債 15,000,000 15,000,000

長期借入金 60,934,358 58,008,017

入会保証金 28,251,048 28,071,110

その他 20,808,465 19,736,431

固定負債合計 124,993,873 120,815,559

負債合計 171,832,483 170,449,537

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,940,981 10,940,982

資本剰余金 20,622,481 20,622,481

利益剰余金 48,471,287 55,867,479

自己株式 △1,999,977 △1,999,977

株主資本合計 78,034,773 85,430,966

純資産合計 78,034,773 85,430,966

負債純資産合計 249,867,257 255,880,504
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（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

営業収益 46,727,709 44,915,809

営業費用   

事業費 36,221,883 36,282,778

販売費及び一般管理費 2,074,685 1,772,734

営業費用合計 38,296,569 38,055,512

営業利益 8,431,140 6,860,296

営業外収益   

受取利息 2,478 232

受取賃貸料 26,503 43,922

利用税等報奨金 36,931 35,224

その他 33,059 46,832

営業外収益合計 98,972 126,212

営業外費用   

支払利息 867,734 849,152

シンジケートローン手数料 25,000 46,750

社債発行費 65,450 －

その他 34,734 54,487

営業外費用合計 992,919 950,390

経常利益 7,537,193 6,036,118

特別利益   

固定資産売却益 10,109 7,214

負ののれん発生益 － 296,574

保険差益 99,378 39,219

債務免除益 168,228 34,636

その他 15,871 1,878

特別利益合計 293,587 379,523

特別損失   

固定資産除売却損 67,169 90

災害による損失 35,047 16,380

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 46,834 －

その他 21,643 －

特別損失合計 170,694 16,470

税金等調整前四半期純利益 7,660,086 6,399,170

法人税、住民税及び事業税 2,608,513 1,326,474

法人税等調整額 1,295,471 △3,349,103

法人税等合計 3,903,984 △2,022,629

少数株主損益調整前四半期純利益 3,756,101 8,421,800

少数株主損失（△） △3,488 －

四半期純利益 3,759,590 8,421,800
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 四半期連結包括利益計算書 
 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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 3,756,101 8,421,800

その他の包括利益   

その他の包括利益合計 － －

四半期包括利益 3,756,101 8,421,800

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 3,759,590 8,421,800

少数株主に係る四半期包括利益 △3,488 －
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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 7,660,086 6,399,170

減価償却費 2,331,800 2,580,469

のれん償却額 1,239,860 1,274,538

貸倒引当金の増減額（△は減少） △240,617 7,690

賞与引当金の増減額（△は減少） 16,602 11,478

ポイント引当金の増減額（△は減少） △181,763 18,792

株主優待引当金の増減額（△は減少） 212,000 107,950

受取利息 △2,478 △232

支払利息 867,734 849,152

社債発行費 65,450 －

固定資産除売却損益（△は益） 57,060 △7,123

負ののれん発生益 － △296,574

売上債権の増減額（△は増加） 780,429 △305,777

仕入債務の増減額（△は減少） 90,646 664,767

未払金の増減額（△は減少） △530,192 △533,536

前受収益の増減額（△は減少） △3,656,377 △3,593,476

その他 2,565 △1,168,512

小計 8,712,808 6,008,775

利息の受取額 873 232

利息の支払額 △858,668 △849,202

法人税等の支払額 △1,089,072 △369,266

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,765,940 4,790,539

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 △2,133,137 △2,076,030

有形固定資産の売却による収入 17,074 9,179

無形固定資産の取得による支出 △172,765 △441,042

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

△712,101 △3,726,430

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ 63,843

短期貸付金の増減額（△は増加） 1,210 40

更正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 －

その他 127,704 △39,054

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,792,015 △6,209,494
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（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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） △3,560,000 4,720,000

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） － 998,654

長期借入金の返済による支出 △3,263,040 △2,926,340

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 △1,046,154 △1,022,145

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △444,441 △561,900

長期預り金の返還による支出 － △96,166

財務活動によるキャッシュ・フロー 6,620,913 1,112,101

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 9,594,838 △306,853

現金及び現金同等物の期首残高 4,663,733 4,763,203

現金及び現金同等物の四半期末残高 14,258,572 4,456,350
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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。 

 

当第２四半期連結累計期間(自 平成23年4月1日 至 平成23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。 

 

当第２四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23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) 1,297,638 △4.6 

原材料等（レストラン） 2,662,471 △3.0 

合計 3,960,110 △3.6 

(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 31,387,122 △4.9 

レストラン 9,079,632 △0.9 

ゴルフ用品販売 1,767,412 △5.4 

その他 2,681,642 △0.7 

合計 44,915,809 △3.9 

 
 (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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