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（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 ％ 

25年３月期第１四半期  5,208  27.8  47  －  27  －  59  －

24年３月期第１四半期  4,074  △19.5  △269  －  △274  －  △167  －

（注）包括利益 25年３月期第１四半期 62百万円（ ％） －   24年３月期第１四半期 △166百万円 （ ％） －

  
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 

25年３月期第１四半期  1.08  －

24年３月期第１四半期  △3.02  －

  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 

25年３月期第１四半期  30,424  8,845  28.8  157.69

24年３月期  30,752  8,952  28.8  159.64

（参考）自己資本 25年３月期第１四半期 8,760百万円   24年３月期 8,869百万円 

  
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 
24年３月期  － 0.00 － 3.00  3.00

25年３月期  －       
25年３月期（予想）   0.00 － 3.00  3.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25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）

  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  19,000  5.6  600  403.8  800  58.5  500  1.5  9.00

（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25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。



※  注記事項 

  

  

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（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

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） 25年３月期１Ｑ 55,642,000株 24年３月期 55,642,000株

②  期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 83,367株 24年３月期 83,367株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 55,558,633株 24年３月期１Ｑ 55,561,328株

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。

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。
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（１）連結経営成績に関する定性的情報

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要を背景として個人消費や生産活動に

おいて緩やかな回復傾向にあるものの、欧州を中心とした金融不安や電力供給に対する懸念等、先行き不透明な状

況で推移いたしました。

当社グループの主力事業であるゴルフ場・ホテル等のリゾート業界におきましても、個人所得の伸び悩みや雇用

不安による個人消費の停滞などにより、依然として経営環境は厳しい状況が続いております。

このような経営環境下、当社グループでは、「顧客満足度の向上」を目指して、サービス品質の見直しと改善に

注力するとともに、お客様に選んでいただける商品企画を推進し、各種会員への商品やメニュー情報の発信を強化

してまいりました。

ゴルフ運営事業におきましては、良好なコースコンディションを維持するための「オールシーズンハイクオリテ

ィ」を徹底するとともに、３世代で一緒にゴルフを楽しむ「三世代ゴルフ」を推進するなど幅広い顧客層に向けた

サービスの充実と集客の拡大に努めました。

また、昨年より運営を開始した６ヶ所のゴルフ場は順調に推移するなど業容の拡大を図りました。

ホテル運営事業におきましては、会員向けサービスや情報発信の強化を図るとともに、昨年１０月にオープンし

た「ホテルリソル博多」は福岡市中洲地区の中心という立地に加え、充実した設備を完備し、ビジネス、観光両方

のお客様から人気を博しており、引き続き好調な稼働率を維持しております。

開発事業におきましては、ゴルフ場、ホテル及び旅館の再生を図るとともに、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。

福利厚生事業におきましては、主力商品である「ライフサポート倶楽部」の会員メンバー向けの各種プランを充

実するとともに、企業の細やかなニーズに対応したプランを提供するなど、サービス向上と拡大に努めました。

リゾート事業におきましては、ゴルフ・リゾート会員権の仲介事業は流通相場の低迷が続き、弱含みで推移する

中、リゾート不動産における保養所ビジネスを推進するなど、企業ニーズへの対応やサービスの拡大に努めまし

た。

当第１四半期連結累計期間は、運営事業における昨年より運営を開始したゴルフ場やホテルの収益の取込み、ビ

ジネス需要や個人消費の緩やかな回復により、売上高は 百万円（前年同期比 %増）、経常利益は 百万円

万円（前年同期は経常損失 百万円）、四半期純利益 百万円（前年同期は四半期純損失 百万円）となりまし

た。

（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328百万円減少し、30,424百万円となりました。

これは主に売掛金の減少等によるものであります。負債につきましては、21,578百万円となり、前連結会計年度末

に比べて222百万円減少しております。これは主に、長期預り金及び預り保証金の減少等があったことによるもの

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24年５月11日に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。

（４）追加情報

（連結納税制度の適用）

当社及び一部の連結子会社は、当第１四半期連結会計期間より連結納税制度を適用しております。

１．当四半期決算に関する定性的情報

5,208 27.8 27

274 59 167

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



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24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,266,582 2,405,648

売掛金（純額） 1,414,282 1,154,581

商品 137,601 172,807

販売用不動産 1,125,367 1,124,131

貯蔵品 132,427 112,834

未収入金（純額） 428,721 270,314

その他（純額） 878,000 1,000,001

流動資産合計 6,382,985 6,240,318

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,296,463 5,450,588

土地 5,058,981 5,070,581

その他（純額） 1,019,758 1,016,312

有形固定資産合計 11,375,202 11,537,482

無形固定資産

のれん 2,035,352 2,002,828

その他 364,798 395,930

無形固定資産合計 2,400,150 2,398,759

投資その他の資産

投資再生不動産 7,931,120 8,162,709

その他（純額） 2,662,779 2,084,739

投資その他の資産合計 10,593,900 10,247,449

固定資産合計 24,369,253 24,183,690

資産合計 30,752,239 30,424,009



（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 740,676 742,897

短期借入金 2,981,500 3,058,600

1年内返済予定の長期借入金 865,750 1,137,000

未払法人税等 149,564 25,863

賞与引当金 83,978 43,603

その他 2,948,769 2,794,057

流動負債合計 7,770,238 7,802,022

固定負債

長期借入金 4,577,150 4,702,600

長期預り金 442,930 353,712

預り保証金 6,083,154 5,998,634

退職給付引当金 461,289 462,766

従業員特別補償引当金 100,000 54,290

資産除去債務 191,890 192,741

その他 2,173,384 2,011,266

固定負債合計 14,029,800 13,776,010

負債合計 21,800,038 21,578,033

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 2,356,811

利益剰余金 2,143,257 2,201,196

自己株式 △18,165 △18,165

株主資本合計 8,596,667 8,487,930

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △40 △53

土地再評価差額金 272,948 272,948

その他の包括利益累計額合計 272,908 272,894

少数株主持分 82,624 85,150

純資産合計 8,952,200 8,845,976

負債純資産合計 30,752,239 30,424,009



（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23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

売上高 4,074,408 5,208,703

売上原価 2,160,824 2,482,462

売上総利益 1,913,584 2,726,241

販売費及び一般管理費 2,182,861 2,679,151

営業利益又は営業損失（△） △269,276 47,089

営業外収益

受取利息 3,966 1,826

投資事業組合等利益 3,227 2,709

債務消却益 7,476 9,119

投資再生不動産売却益 5,406 10,875

その他 10,991 12,009

営業外収益合計 31,068 36,540

営業外費用

支払利息 34,634 50,783

その他 1,911 5,793

営業外費用合計 36,545 56,577

経常利益又は経常損失（△） △274,753 27,052

特別利益

営業補償金 － 39,800

特別利益合計 － 39,800

特別損失

事業所整理損 － 520

従業員特別補償金 8,026 －

その他 1,050 －

特別損失合計 9,076 520

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（△）

△283,830 66,333

法人税、住民税及び事業税 25,653 18,830

法人税等調整額 △142,596 △14,955

法人税等合計 △116,942 3,874

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△166,887 62,458

少数株主利益 721 2,526

四半期純利益又は四半期純損失（△） △167,609 59,931



（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23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△166,887 62,458

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △4 △13

その他の包括利益合計 △4 △13

四半期包括利益 △166,892 62,444

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △167,613 59,918

少数株主に係る四半期包括利益 721 2,526



該当事項はありません。

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△ 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。

当第１四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24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△ 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利益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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）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

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

159,670

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

2,639,193

－

1,829,188

－

－

－

495,075

－

245,245

－

5,208,703

－

－

－

5,208,703

－

計 2,639,193 1,829,188 － 495,075 245,245 5,208,703 － 5,208,703

セグメント利益

又は損失（△）
388,435 △62,933 － △58,908 △23,723 242,870 △195,780 47,089

195,780
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