
  

  

  

          

      

    

        

(％表示は、対前期増減率) 

  

平成25年12月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成25年11月11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) 神田 有宏
問合せ先責任者 (役職名) 管理本部長 (氏名) 田中 宏明 (TEL)03-6408-8800
四半期報告書提出予定日 平成25年11月12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  

(百万円未満切捨て)

１．平成25年12月期第３四半期の連結業績（平成25年１月１日～平成25年９月30日）

（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 ％

25年12月期第３四半期 55,839 1.3 7,027 17.4 5,222 19.4 3,015 28.6
24年12月期第３四半期 55,114 9.3 5,987 75.9 4,374 157.0 2,344 －

(注) 包括利益 25年12月期第３四半期 3,477百万円( 42.6％) 24年12月期第３四半期 2,437百万円( －％)

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12月期第３四半期 25.46 25.45
24年12月期第３四半期 19.80 19.55

当社は、平成25年７月１日付で、普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、前連結会
計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純
利益を算定しております。

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年12月期第３四半期 275,807 97,675 30.9
24年12月期 274,126 95,544 30.4

(参考) 自己資本 25年12月期第３四半期 85,341百万円 24年12月期 83,294百万円

２．配当の状況

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12月期 － 0.00 － 1,000.00 1,000.00
25年12月期 － 0.00 －

25年12月期(予想) 10.00 10.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

当社は、平成25年７月１日付で、普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、平成25年
12月期の配当金については、当該株式分割を考慮した額を記載しております。

３．平成25年12月期の連結業績予想（平成25年１月１日～平成25年12月31日）

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 77,900 2.9 10,500 2.8 8,400 7.6 4,800 40.4 40.54
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

当社は、平成25年７月１日付で、普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、平成25年
12月期の連結業績予想における１株当たり当期純利益については、当該株式分割を考慮した額を記載しております。



  

  

    

    

          

  

  
  
  

          

  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

（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

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年12月期３Ｑ 118,490,200株 24年12月期 118,396,400株

② 期末自己株式数 25年12月期３Ｑ －株 24年12月期 －株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期３Ｑ 118,428,665株 24年12月期３Ｑ 118,387,841株

当社は、平成25年７月１日付で、普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っています。これに伴い、前連結
会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、期末発行済株式数、期中平均株式数を算定しております。

※ 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。 
 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.当四半期決算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。 
 当社は、平成25年７月１日付で、普通株式１株を100株に分割し、１単元の株式の数を100株とする単元株制度を
採用しております。これに伴う平成25年12月期配当予想及び連結業績予想については、該当項目をご覧下さい。
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、年初より新政権によるアベノミクスへの期待など

から内需が浮上し、国内景気が回復に向かう姿勢がより鮮明となりました。一方、日常生活用品の値上

がりが消費者心理改善の重石となり、個人消費は伸び悩みました。加えて、ゴルフ事業により直接関係

ある事象としましては、厳しい猛暑及び度重なる台風の影響、並びに他社との競争による単価下落の傾

向が続く厳しい経営環境となりました。 

当企業グループでは、平成25年４月１日より日本最大の共通ポイントサービス「Ｔポイント」を当企

業グループのポイントプログラムとして導入し、当企業グループご利用の際のポイント付与、並びに、

Ｔポイントでのお支払いに加え、「Ｔカード」によるゴルフ場へのスマートチェックインも可能としま

したが、その利便性の高さから利用者の好評を博し、利用率は70％に達しました。また、５月20日よ

り、ゴルフ場のプレー電話予約を一ヶ所に集約させる予約センター機能の導入を開始し、全国57箇所に

までグループゴルフ場へ展開を進めており、更に、６月からは業界初のサービスとして、電話によるプ

レー予約内容をＷｅｂ上で簡単にご確認頂ける機能を用意するなど、お客様の利便性と満足度向上に尽

力いたしました。 

更に、当企業グループは平成26年を初年度とする３カ年の中期経営計画を策定し、新規Ｍ＆Ａ・収益

の極大化・会員満足度の向上を柱として、最終年度の平成28年にはＥＢＩＴＤＡ240億円達成を目指す

目標を掲げ、その成長戦略の一環として平成25年10月１日付で、３箇所のゴルフ場を取得することとな

りました。 

 また、年初より一部ゴルフ場で開始した「補充会員募集」も好調に推移しており、会員制ゴルフ場の

安定的な成長・発展に寄与しております。 

営業収益の主な内訳別では、ゴルフプレー等収益が32,847百万円（前年同期比100.0％）、レストラ

ン・商品販売収益が14,675百万円（前年同期比102.9％）と増収を達成いたしました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間につきましては、営業収益55,839百万円(前年同期比725百万円

増)、営業利益7,027百万円(前年同期比1,040百万円増)、経常利益5,222百万円(前年同期比847百万円

増)、四半期純利益 3,015百万円(前年同期比670百万円増)となり、前年同期と比較し、経営成績の改善

が見られました。 

  

(資産) 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末から1,681百万円増加して275,807百万

円となりました。これは主に、現金及び預金3,946百万円の増加、流動資産及び固定資産を合わせた

繰延税金資産2,270百万円の減少によるものであります。 

(負債) 

当第３四半期連結会計期間末の総負債は、前連結会計年度末から449百万円減少して178,131百万円

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1,321百万円の増加、会

員預り金1,032百万円及び流動負債その他に計上している未払金695百万円の減少によるものでありま

す。 

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

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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(純資産) 

当第３四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末から2,131百万円増加して97,675百万

円となりました。これは主に、利益剰余金の配当1,183百万円及び四半期純利益3,015百万円の計上に

よるものであります。 

  

平成25年２月７日に公表いたしました平成25年12月期通期の業績予想に変更はございません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。  

  

(ポイント引当金) 

当社の連結子会社であるパシフィックゴルフマネージメント株式会社は従来、ヤーデージポイント

と呼ばれるポイントを付与し、貯めたヤーデージポイントを使用しゴルフ場での無料プレーができる

「ＰＧＭヤーデージプログラム」を実施しておりましたが、株式会社Ｔポイント・ジャパンとのポイ

ントプログラム提携に伴い、平成25年６月30日をもって終了しております。 

  

  

  

  

  
 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

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

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(4) 追加情報
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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）

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 17,467 21,413 

受取手形及び売掛金 3,755 4,127 

たな卸資産 1,942 1,995 

繰延税金資産 4,699 2,400 

その他 2,532 2,019 

貸倒引当金 △464 △504 

流動資産合計 29,931 31,451 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 43,420 42,891 

機械装置及び運搬具（純額） 2,171 2,363 

工具、器具及び備品（純額） 1,914 1,774 

土地 173,333 172,945 

その他（純額） 4,115 5,711 

有形固定資産合計 224,955 225,687 

無形固定資産   

のれん 10,987 10,339 

その他 3,977 4,098 

無形固定資産合計 14,965 14,437 

投資その他の資産   

繰延税金資産 1,087 1,115 

その他 3,969 3,893 

貸倒引当金 △782 △777 

投資その他の資産合計 4,274 4,231 

固定資産合計 244,194 244,356 

資産合計 274,126 275,807 
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 663 783 

短期借入金 3,000 3,000 

1年内返済予定の長期借入金 10,953 14,485 

1年内償還予定の社債 8,000 － 

未払法人税等 571 298 

賞与引当金 40 20 

ポイント引当金 165 － 

株主優待引当金 274 494 

災害損失引当金 76 67 

その他 10,104 8,015 

流動負債合計 33,848 27,165 

固定負債   

社債 － 8,000 

長期借入金 82,334 80,122 

繰延税金負債 15,625 16,031 

退職給付引当金 3,804 3,929 

会員預り金 38,171 37,138 

その他 4,797 5,743 

固定負債合計 144,733 150,966 

負債合計 178,581 178,131 

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,715 12,749 

資本剰余金 13,897 13,931 

利益剰余金 57,099 58,930 

株主資本合計 83,712 85,612 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △0 0 

繰延ヘッジ損益 △418 △270 

その他の包括利益累計額合計 △418 △270 

新株予約権 34 19 

少数株主持分 12,215 12,314 

純資産合計 95,544 97,675 

負債純資産合計 274,126 275,807 
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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３四半期連結累計期間 

 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 

 至 平成25年９月30日) 

営業収益 55,114 55,839 

営業原価 42,552 42,419 

営業総利益 12,561 13,420 

販売費及び一般管理費 6,574 6,392 

営業利益 5,987 7,027 

営業外収益   

受取利息 8 10 

受取賃貸料 32 34 

債務消却益 40 41 

その他 187 113 

営業外収益合計 269 199 

営業外費用   

支払利息 1,512 1,248 

支払手数料 229 651 

その他 140 103 

営業外費用合計 1,882 2,004 

経常利益 4,374 5,222 

特別利益   

固定資産売却益 26 221 

新株予約権戻入益 107 － 

収用補償金 145 1,327 

その他 113 174 

特別利益合計 393 1,724 

特別損失   

固定資産除却損 － 256 

減損損失 － 247 

特別損失合計 － 504 

税金等調整前四半期純利益 4,767 6,442 

法人税、住民税及び事業税 392 435 

法人税等調整額 1,921 2,676 

法人税等合計 2,313 3,112 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,454 3,329 

少数株主利益 109 314 

四半期純利益 2,344 3,015 
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 四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 

 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,454 3,329 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － 0 

繰延ヘッジ損益 △16 147 

その他の包括利益合計 △16 147 

四半期包括利益 2,437 3,477 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,328 3,163 

少数株主に係る四半期包括利益 109 314 
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該当事項はありません。 

  

 前第３四半期連結累計期間(自 平成24年１月１日 至 平成24年９月30日)及び当第３四半期連結累

計期間(自 平成25年１月１日 至 平成25年９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。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。  

  

前第３四半期連結累計期間及び当第３四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。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) セグメント情報

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

(6) 重要な後発事象

4. 補足情報

(1) 生産、受注及び販売の状況

 販売実績

営業収益内容(百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
至 平成24年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年１月１日
至 平成25年９月30日)

増減(百万円)

ゴルフプレー等収益 32,843 32,847 3

レストラン・商品販売収益 14,267 14,675 407

年会費等収益 5,463 5,540 76

その他 2,539 2,776 237

合計 55,114 55,839 725
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