
平成26年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成25年7月31日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社アコーディア・ゴルフ 上場取引所 東 
コード番号 2131 URL http://www.accordiagolf.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 鎌田隆介
問合せ先責任者 （役職名） 取締役常務執行役員 （氏名） 鈴木隆文 TEL 03-6688-1506
四半期報告書提出予定日 平成25年8月8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 ： 無

1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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）

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 ％

26年3月期第1四半期 25,650 4.6 4,946 15.2 4,600 16.1 2,673 0.5
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

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 2,673百万円 （0.5％） 25年3月期第1四半期 2,659百万円 （71.7％）

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

26年3月期第1四半期 2,604.64 ―
25年3月期第1四半期 2,592.50 2,591.24

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 265,602 90,125 33.9
25年3月期 265,043 93,097 35.1
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  90,125百万円 25年3月期  93,097百万円

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  
当社は、平成25年10月１日を効力発生日として、普通株式１株につき100株の割合をもって分割を実施するとともに、１単元の株式数を100株とする単元株式制
度の採用を決議しております。 
平成26年３月期(予想)の期末の１株当たり配当金につきましては、株式分割を考慮した金額を記載しております。なお、当該株式分割を考慮しない場合の平成2
6年３月期（予想）の年間配当金額は5,600円（期末：5,600円）となります。 

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

25年3月期 ― 0.00 ― 5,500.00 5,500.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 56.00 56.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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  
平成25年10月１日を効力発生日として、普通株式１株につき100株の割合をもって分割を実施するとともに、１単元の株式数を100株とする単元株式制度の採用
を決議しております。 
これに伴い、当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、第２四半期（累計）及び通期の１株当たり当期純利益を算定しております。 
なお、当該株式分割を考慮しない場合の１株当たり当期純利益は、第２四半期（累計）が3,214円87銭、通期が6,137円49銭となります。 

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

第2四半期(累計) 49,700 4.0 7,800 10.3 6,700 5.5 3,300 △10.1 32.14
通期 94,200 3.6 15,000 12.8 12,800 14.9 6,300 4.6 61.37
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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 
（1）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）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 
（2）株式分割について 
当社は、平成25年５月20日開催の取締役会において、平成25年10月１日を効力発生日として、普通株式１株につき100株の割合をもって分割を実施するととも
に、１単元の株式数を100株とする単元株式制度の採用を決議しております。 
これに伴う平成26年３月期の配当予想及び業績予想につきましては、該当項目をご覧ください。 

※  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） 26年3月期1Q 1,053,987 株 25年3月期 1,053,987 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 27,510 株 25年3月期 27,510 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 1,026,477 株 25年3月期1Q 1,025,977 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）経営成績に関する説明 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による「アベノミクス」と呼ばれる金融緩和や景

気対策などに対する期待感から、円安や株高が生じ、製造業を中心に経営環境の改善や資産効果に伴う個人

消費の改善など、景気に対して明るい兆しを示しております。 

当企業グループが属するゴルフ業界は、景気回復に対する期待感の高まりなどに加え、穏やかな天候が続い

たため、プレー需要は安定して推移いたしました。 

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、当社独自のポイントプログラムや直営・提携練習場との連携強化などお客様の囲い込み施策を

実施したことなどにより、当第１四半期連結累計期間におけるゴルフ場入場者数（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220万人（前年同期間比８万人増加）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 適化） 

優良なゴルフ場を大都市圏に集約し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、良好なゴ

ルフ場取得案件に対して選別の強化を進めております。なお、当第１四半期連結会計期間末現在の保有ゴル

フ場数は134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３コースとなりました。 

 

（ゴルフ練習場運営事業） 

ゴルフ練習場におけるゴルフ場の予約、スクール運営の積極展開やゴルフ練習場主催のゴルフコンペを開

催するなど、当社ゴルフ場との相乗効果を強化いたしました。また、４月にアコーディア・ガーデン船橋を、

６月にアコーディア・ガーデン名古屋をそれぞれ開業いたしました。なお、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24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）1,138,956千円

（4.6％）増加の25,650,347千円となりました。営業利益は、ゴルフ場及び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651,535千円（15.2％）増加の4,946,014千円となりました。経常利益は、

対前年同期比637,995千円（16.1％）増加の4,600,714千円となりました。四半期純利益は、前第１四半期連

結累計期間に発生のあった負ののれん発生益203,672千円が当第１四半期連結累計期間にはなかったものの、

税金等調整前四半期純利益の増加等により、対前年同期比13,748千円（0.5％）増加の2,673,603千円となり

ました。 

 

 

 

1

㈱アコーディア・ゴルフ(2131) 平成26年3月期 第1四半期決算短信



  

 
 

（２）財政状態に関する説明 

(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558,846千円増加し

265,602,815千円となりました。増加の主な内容は、流動資産のその他に含まれる繰延税金資産677,970千円の

減少及び償却によるのれん635,155千円の減少があったものの、ゴルフ練習場２ヶ所の完成により有形固定資産

のその他に含まれる建設仮勘定から本勘定への振替及び設備投資が発生したこと等により有形固定資産合計で

125,370千円増加したこと、現金及び預金が1,507,307千円増加したこと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3,530,866千円増加し175,477,701千円となりました。増加の主な

内容は、未払法人税等が1,387,775千円減少したこと及び流動負債のその他に含まれる営業収益計上に伴う前受

収益が1,628,185千円減少したものの、新規借入による１年内返済予定の長期借入金と長期借入金の合計で

6,587,550千円増加し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2,972,019千円減少し90,125,114千円となりました。減少の主な

内容は、当第１四半期連結累計期間の四半期純利益2,673,603千円と利益剰余金からの配当5,645,623千円を差

し引き利益剰余金が2,972,019千円減少したこと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2,247,316千円増加し7,330,844千円となりました。 

 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

1,612,869千円減少し908,101千円となりました。減少の主な内容は、税金等調整前四半期純利益が423,743千円

の増加、売上債権の増減額が220,715千円の増加、前第１四半期累計期間に発生のあった負ののれん発生益

203,672千円が当第１四半期連結累計期間にはなかったものの、法人税等の支払額が2,903,057千円増加したこ

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

3,424,633千円減少し939,611千円となりました。減少の主な内容は、有形固定資産の取得による支出が230,810

千円増加したものの、前第１四半期連結累計期間に発生のあった連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に

よる支出3,559,435千円が当第１四半期連結累計期間にはなかっ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

787,222千円減少し1,538,817千円となりました。減少の主な内容は、新規借入により長期借入れによる収入が

9,832,000千円増加したものの、返済により短期借入金の純増減額が3,870,000千円減少したこと、また長期借

入金の返済による支出が2,952,000千円増加したこと、一株当たり4,300円の増配を行ったことにより配当金の

支払額が3,728,748千円増加したこと等によるものであります。 
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

当第１四半期の業績は、平成25年５月９日発表の「平成25年３月期 決算短信」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。 

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

 （１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

    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 

    該当事項はありません。 
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項 

（継続企業の前提に関する注記） 

  該当事項はありません。 

 

（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) 885,368 2.9 

原材料等（レストラン） 1,677,138 7.8 

合計 2,562,507 6.1 

(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 17,398,977 3.5 

レストラン 5,570,990 8.3 

ゴルフ用品販売 1,132,137 5.9 

その他 1,548,241 4.2 

合計 25,650,347 4.6 

 
 (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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