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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第1四半期 24,511 10.5 4,294 17.6 3,962 21.8 2,659 71.7
24年3月期第1四半期 22,181 △8.3 3,651 △28.8 3,253 △31.1 1,548 △36.1

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 2,659百万円 （71.7％） 24年3月期第1四半期 1,548百万円 （△36.1％）

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 2,592.50 2,591.24
24年3月期第1四半期 1,509.81 1,508.77

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 258,080 89,731 34.8
24年3月期 253,494 88,303 34.8
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  89,731百万円 24年3月期  88,303百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 1,200.00 1,200.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― 1,400.00 1,400.00

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、四半期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   

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) 47,800 6.4 7,800 13.7 6,000 △0.6 2,600 △69.1 2,534.16
通期 90,800 4.6 14,500 15.1 11,200 4.4 5,400 △52.2 5,263.27
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(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き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。 

※  注記事項

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） 25年3月期1Q 1,053,487 株 24年3月期 1,053,487 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 27,510 株 24年3月期 27,510 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 1,025,977 株 24年3月期1Q 1,025,769 株
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【添付資料】 
 
１．当四半期決算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1四半期連結累計期間における我が国経済は、欧州の金融不安などを背景とした歴史的な円高や株価が

低迷する中、震災後の復興需要などにより個人消費は回復傾向を示すものの、依然として景気の不透明感は

持続しております。 

当企業グループが属するゴルフ業界は、ゴルフプレー需要の回復基調に加え、新製品の投入が相次いだゴ

ルフ用品も緩やかに消費が回復しております。 

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

めると共に、新ポイントサービスの強化や練習場との連携などお客様の囲い込み策を展開した結果、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212万

人（前年同期間比18万人増加）となりました。 

 

（ゴルフ場の取得とゴルフ場ポートフォリオの最適化） 

数年前から進めている優良なゴルフ場を大都市圏に集約を行い収益基盤を強化するゴルフ場ポートフォリ

オ戦略に基づき、当第1四半期連結累計期間は、ゴルフ場2コースの取得および1コースの取得契約を締結しま

した。一方、ゴルフ場1コースの売却を行い、当第1四半期連結会計期間末現在の保有ゴルフ場数は 133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20コース（うちスポンサー契約の締結コース数は

17コース）となりました。 

 

（ゴルフ練習場運営事業） 

高い収益性に加え、集客やスクール運営などゴルフ場との高い相乗効果を強化するため、店舗数の拡大を

進めており、当第1四半期連結会計期間末現在の運営ゴルフ練習場数は23ヶ所となりました。 

 

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、保有するゴルフ場及びゴルフ練習場が増加したこと、

また、前第１四半期連結累計期間は東日本大震災の影響により入場者数の大幅な減少が発生しておりました

が、当第１四半期連結累計期間には震災の影響が限定的となったこと等により、営業収益が、前第１四半期

連結累計期間と比較し（以下対前年同期比という）2,330,054千円（10.5％）増加の24,511,391千円となりま

した。営業利益は、ゴルフ場・ゴルフ練習場の増加に伴う営業費用の増加等により、対前年同期比642,548千

円（17.6％）増加の4,294,478千円となりました。経常利益は、対前年同期比で受取賃貸料が20,834千円の増

加したこと及び、支払利息が62,187千円減少したこと等により、対前年同期比709,660千円（21.8％）増加の

3,962,718千円となりました。四半期純利益は、子会社が会社分割により株式を売却したことに伴い関係会社

株式売却益88,272千円を計上したこと、また、子会社株式の取得に伴い負ののれん発生益203,672千円が発生

したこと等により、対前年同期比1,111,135千円（71.7％）増加の2,659,855千円となりました。 
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

(資産) 

当第１四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4,586,571千円増加し

258,080,814千円となりました。増加の主な内容は、営業活動を源泉とした現金及び預金482,767千円の増加、

ゴルフ場の増加等に伴う有形固定資産3,368,924千円の増加、保険契約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429,664千円の増加、ゴルフ場増加に伴う投資その他の資産のその他に含まれる差入保証金

267,589千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3,157,888千円増加し168,349,122千円となりました。増加の主な

内容は、未払法人税等が521,293千円の減少となったものの、子会社株式等の取得資金を金融機関より調達した

ことにより短期借入金が4,000,000千円の増加とな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1,428,683千円増加し89,731,692千円となりました。増加の主な

内容は、当第１四半期連結累計期間の四半期純利益2,659,855千円と利益剰余金からの配当1,231,172千円を差

し引き利益剰余金が1,428,683千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1四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１四半期連結会

計期間末と比較して259,608千円減少し5,083,527千円となりました。 

 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１四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１四半期連結累計期間と比較して

807,751千円増加し2,520,971千円となりました。増加の主な内容は、税金等調整前四半期純利益が1,007,014千

円の増加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１四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１四半期連結累計期間と比較して

232,066千円減少し4,364,244千円となりました。減少の主な内容は、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796,781千円増加したものの、有形固定資産の取得による支出が770,373千

円減少したこと、無形固定資産の取得による支出が215,163千円減少したこと、当第１四半期連結累計期間に子

会社株式の売却により連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入148,671千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１四半期連結累計期間において財務活動により得た資金は、前第１四半期連結累計期間と比較して

1,136,984千円減少し2,326,040千円となりました。減少の主な内容は、前第１四半期連結累計期間にあったコ

マーシャル・ペーパーの発行による収入999,114千円が当第１四半期連結累計期間にはなかったこと、一株当り

200円の増配を行ったことにより配当金の支払額が194,751千円増加したこと等によるものであります。 
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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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示  

  （追加情報） 

 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 4,650,760 5,133,527

営業未収入金 4,693,026 4,328,993

商品 2,187,611 2,295,394

原材料及び貯蔵品 350,631 447,526

その他 5,155,048 6,095,489

貸倒引当金 △836,308 △817,293

流動資産合計 16,200,771 17,483,638

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 41,617,533 41,997,832

ゴルフコース 105,915,716 107,741,681

土地 49,245,554 50,197,665

その他（純額） 7,580,824 7,791,373

有形固定資産合計 204,359,628 207,728,552

無形固定資産   

のれん 25,364,254 24,730,387

その他 4,632,767 4,588,866

無形固定資産合計 29,997,021 29,319,253

投資その他の資産   

長期貸付金 27,320 27,320

その他 3,226,528 3,839,073

貸倒引当金 △317,028 △317,024

投資その他の資産合計 2,936,820 3,549,369

固定資産合計 237,293,471 240,597,175

資産合計 253,494,242 258,080,814
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（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 1,975,284 2,620,422

短期借入金 3,100,000 7,100,000

1年内返済予定の長期借入金 54,888,058 56,192,058

未払法人税等 1,804,650 1,283,356

引当金 1,651,980 2,002,387

その他 12,810,712 11,490,754

流動負債合計 76,230,686 80,688,979

固定負債   

社債 25,000,000 25,000,000

長期借入金 19,575,750 18,047,300

入会保証金 26,950,928 26,874,410

その他 17,433,868 17,738,431

固定負債合計 88,960,547 87,660,142

負債合計 165,191,233 168,349,122

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,940,982 10,940,982

資本剰余金 20,622,481 20,622,481

利益剰余金 58,739,522 60,168,205

自己株式 △1,999,977 △1,999,977

株主資本合計 88,303,009 89,731,692

純資産合計 88,303,009 89,731,692

負債純資産合計 253,494,242 258,080,814
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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) 

営業収益 22,181,336 24,511,391

営業費用   

事業費 17,660,863 18,938,117

販売費及び一般管理費 868,542 1,278,794

営業費用合計 18,529,406 20,216,912

営業利益 3,651,930 4,294,478

営業外収益   

受取利息 115 1,684

持分法による投資利益 － 5,008

受取賃貸料 24,326 45,161

利用税等報奨金 10,586 13,212

その他 16,185 30,317

営業外収益合計 51,214 95,383

営業外費用   

支払利息 412,619 350,432

その他 37,467 76,710

営業外費用合計 450,087 427,143

経常利益 3,253,058 3,962,718

特別利益   

固定資産売却益 1,498 25,396

保険差益 12,839 4,527

負ののれん発生益 － 203,672

関係会社株式売却益 － 88,272

債務免除益 16,490 19,585

その他 3,191 10,735

特別利益合計 34,019 352,189

特別損失   

固定資産除売却損 － 4,434

災害による損失 1,257 16,475

その他 － 1,164

特別損失合計 1,257 22,074

税金等調整前四半期純利益 3,285,820 4,292,834

法人税、住民税及び事業税 1,165,889 1,153,959

法人税等調整額 571,210 479,019

法人税等合計 1,737,099 1,632,979

少数株主損益調整前四半期純利益 1,548,720 2,659,855

四半期純利益 1,548,720 2,659,855
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 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 1,548,720 2,659,855

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 1,548,720 2,659,855

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,548,720 2,659,855

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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) 

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 3,285,820 4,292,834

減価償却費 1,260,155 1,314,024

のれん償却額 636,779 633,867

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8,355 △15,185

賞与引当金の増減額（△は減少） 451,117 446,623

ポイント引当金の増減額（△は減少） △11,737 11,211

株主優待引当金の増減額（△は減少） △122,250 △107,428

受取利息 △115 △1,684

支払利息 412,619 350,432

固定資産除売却損益（△は益） △1,498 △20,961

関係会社株式売却損益（△は益） － △88,272

負ののれん発生益 － △203,672

売上債権の増減額（△は増加） △138,221 392,203

仕入債務の増減額（△は減少） 167,385 602,390

未払金の増減額（△は減少） △119,055 △74,371

前受収益の増減額（△は減少） △1,784,161 △1,644,679

その他 △791,493 △1,357,651

小計 3,236,987 4,529,681

利息の受取額 115 1,684

利息の支払額 △473,209 △324,355

法人税等の支払額 △1,050,674 △1,686,038

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,713,219 2,520,971

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 △1,547,914 △777,541

有形固定資産の売却による収入 1,568 28,766

無形固定資産の取得による支出 △244,694 △29,531

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△2,762,653 △3,559,435

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ 148,671

短期貸付金の増減額（△は増加） 10 181

その他 △42,625 △175,355

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,596,310 △4,364,244
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（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) 

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） 3,870,000 4,000,000

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） 999,114 －

長期借入金の返済による支出 △224,450 △224,450

株式の発行による収入 0 －

配当金の支払額 △830,402 △1,025,154

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △255,071 △356,007

長期預り金の返還による支出 △96,166 △68,348

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,463,024 2,326,040

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 579,933 482,767

現金及び現金同等物の期首残高 4,763,203 4,600,760

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,343,136 5,083,527
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（４）継続企業の前提に関する注記 

  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 

  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1四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) 
対前年同四半期増減

率（％） 

商品(ゴルフ用品等) 860,564 44.5 

原材料等（レストラン） 1,555,176 25.1 

合計 2,415,741 31.4 

(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1四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) 
対前年同四半期増減

率（％） 

ゴルフ場運営 16,810,523 7.0 

レストラン 5,146,169 19.0 

ゴルフ用品販売 1,069,427 19.5 

その他 1,485,270 18.5 

合計 24,511,391 10.5 

 
 (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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