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(百万円未満切捨て)

１．平成27年３月期第３四半期の連結業績（平成26年１月１日～平成26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 ％

27年３月期第３四半期 55,585 △0.5 6,895 △1.9 5,213 △0.2 2,072 △31.3

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

(注) 包括利益 27年３月期第３四半期 2,637 百万円 (△24.2％) 25年12月期第３四半期 3,477 百万円 ( 42.6％)
　

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

27年３月期第３四半期 17.49 17.48

25年12月期第３四半期 25.46 25.45
（注）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 ％

27年３月期第３四半期 280,848 102,096 32.0

25年12月期 278,103 100,800 31.8

(参考) 自己資本 27年３月期第３四半期 89,767百万円 25年12月期 88,364百万円
　
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 第４四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

25年12月期 － 0.00 － － 10.00 10.00

27年３月期 － 0.00 －

27年３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、決算期の変更(12月31日を３月31日)に伴い、当期は平成26年１月１日から平成27年３月31日までの15ヶ月

の変則決算となります。これにより、平成27年３月期の期末の配当基準日が変更となっております。なお、年間配

当金の合計に変更はありません。

　
３．平成27年３月期の連結業績予想（平成26年１月１日～平成27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)

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４四半期（累計） 78,400 2.4 11,800 10.3 9,500 11.1 4,100 △31.4 34.59

通期 93,200 － 11,100 － 8,400 － 3,000 － 25.31
(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、決算期の変更(12月31日を３月31日)に伴い、当期は平成26年１月１日から平成27年３月31日までの15ヶ月

の変則決算となります。これにより、通期については15ヶ月の業績予想を記載しており、対前期増減率は記載して

おりません。
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※ 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 ： 有

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) 27年３月期３Ｑ 118,517,700株 25年12月期 118,515,200株

② 期末自己株式数 27年３月期３Ｑ －株 25年12月期 －株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年３月期３Ｑ 118,516,473株 25年12月期３Ｑ 118,428,665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、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の対象外でありますが、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）２ページ「１.当四半期決算に関する定性的情報(3)連結業
績予想などの将来予測情報に関する説明」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。
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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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、消費税増税の影響や不安定な世界情勢、円安による原材料価

格の上昇等による影響を受けるものの、政府や日本銀行による景気対策や金融政策の効果もあり緩やかな景気回復

基調で推移しております。当社を取り巻く環境は、消費税率引き上げの反動による個人消費回復の遅れに加え、夏

場の天候不順、高速道路の割引縮小等による影響を受け、引き続き厳しい環境が続いております。

このような状況の下、当企業グループは、当連結会計年度を初年度とする「中期経営計画」の基本戦略に基づく

施策を推進することによって、企業価値の向上に取り組んでまいりました。収益の極大化を目指した価格コントロ

ールの徹底では、価格戦略部門を強化したことにより、プレーフィ単価の下落に歯止めがかかり始めており、特に

当第３四半期会計期間においては前年同期を上回る単価となり、その効果が徐々に発揮されております。一方、経

費コントロールの徹底では、当社子会社において希望退職制度を実施したことにより、今後の利益に一定の効果を

あげることが見込まれております。

ゴルフ場の新規Ｍ＆Ａについては、３ゴルフ場を取得いたしました。また、ゴルフ場ポートフォリオの見直しに

伴い４ゴルフ場を売却・運営終了とし、収益の最適化を推進いたしました。

しかしながら、当第３四半期連結累計期間につきましては、２月の記録的降雪や８月の30年に一度の豪雨による

影響が大きく、４月、５月及び９月が好天に恵まれ営業収益・来場者数ともに前年を上回ったものの、前年比マイ

ナス分を補うに至らず、営業収益55,585百万円(前年同期比254百万円減)、営業利益6,895百万円(前年同期比131百

万円減)、経常利益5,213百万円(前年同期比8百万円減)、四半期純利益2,072百万円(前年同期比942百万円減)となり

ました。

(2) 財政状態に関する説明

① 資産、負債及び純資産の状況

(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2,745百万円増加して280,848百万円となりま

した。これは主に、現金及び預金1,132百万円及び流動資産その他に含まれている未収入金1,039百万円減少、ゴ

ルフ場の取得等による有形固定資産5,645百万円増加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1,448百万円増加して178,751百万円となりま

した。これは主に、短期借入金3,000百万円減少、１年内返済予定の長期借入金を含む長期借入金3,986百万円及

び繰延税金負債1,307百万円増加によるものであります。

(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1,296百万円増加して102,096百万円となりま

した。これは主に、利益剰余金の配当1,185百万円及び四半期純利益2,072百万円の計上によるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成26年５月13日に公表いたしました平成27年３月期通期の業績予想に変更はございません。
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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

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

(退職給付に関する会計基準等の適用)

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）

及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。）が平成25年４

月１日以後開始する連結会計年度の期首から適用できることになったことに伴い、第１四半期連結会計期間よりこ

れらの会計基準等を適用し、退職給付債務を退職給付に係る負債として計上する方法に変更し、未認識数理計算上

の差異を退職給付に係る負債に計上いたしました。また、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給

付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更いたしました。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、第１四半期

連結会計期間の期首において、退職給付債務を退職給付に係る負債として計上したことに伴う影響額をその他の包

括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に加減しております。また、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変

更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。

この結果、当第３四半期連結累計期間の期首のその他の包括利益累計額が45百万円減少し、利益剰余金が308百万

円増加しております。なお、勤務費用の計算方法が変更されたことによる当第３四半期連結累計期間の損益に与え

る影響は軽微であります。

(4) 追加情報

該当事項はありません。
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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25年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 17,826 16,693

受取手形及び売掛金 3,725 4,258

たな卸資産 1,873 2,041

繰延税金資産 1,394 980

その他 2,983 1,418

貸倒引当金 △473 △549

流動資産合計 27,329 24,842

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 45,228 46,480

機械装置及び運搬具（純額） 2,537 3,856

工具、器具及び備品（純額） 1,778 1,892

土地 177,634 180,371

その他（純額） 5,058 5,283

有形固定資産合計 232,237 237,882

無形固定資産

のれん 10,223 9,960

その他 4,037 4,044

無形固定資産合計 14,261 14,004

投資その他の資産

繰延税金資産 1,167 999

その他 3,884 3,870

貸倒引当金 △776 △752

投資その他の資産合計 4,274 4,118

固定資産合計 250,773 256,005

資産合計 278,103 280,848
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成25年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 660 916

短期借入金 3,000 -

1年内返済予定の長期借入金 15,773 11,540

未払法人税等 639 1,581

賞与引当金 200 11

株主優待引当金 324 554

災害損失引当金 72 42

その他 8,987 8,397

流動負債合計 29,657 23,044

固定負債

社債 8,000 8,000

長期借入金 77,129 85,348

繰延税金負債 16,223 17,531

退職給付引当金 4,019 -

退職給付に係る負債 - 3,401

会員預り金 36,549 35,413

その他 5,723 6,013

固定負債合計 147,645 155,707

負債合計 177,303 178,751

純資産の部

株主資本

資本金 12,759 12,760

資本剰余金 13,941 13,942

利益剰余金 61,893 63,090

株主資本合計 88,594 89,792

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 △229 -

退職給付に係る調整累計額 - △24

その他の包括利益累計額合計 △229 △24

新株予約権 15 14

少数株主持分 12,420 12,314

純資産合計 100,800 102,096

負債純資産合計 278,103 280,848
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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25年１月１日
　至 平成25年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年１月１日
　至 平成26年９月30日)

営業収益 55,839 55,585

営業原価 42,419 42,752

営業総利益 13,420 12,832

販売費及び一般管理費 6,392 5,937

営業利益 7,027 6,895

営業外収益

受取利息 10 13

受取賃貸料 34 34

債務消却益 41 32

その他 113 150

営業外収益合計 199 229

営業外費用

支払利息 1,248 823

支払手数料 651 822

その他 103 265

営業外費用合計 2,004 1,911

経常利益 5,222 5,213

特別利益

固定資産売却益 221 -

関係会社株式売却益 - 215

受取補償金 161 88

収用補償金 1,327 19

その他 13 -

特別利益合計 1,724 323

特別損失

固定資産除却損 256 -

減損損失 247 -

ヘッジ会計終了損 - 185

特別退職金 - 262

特別損失合計 504 448

税金等調整前四半期純利益 6,442 5,089

法人税、住民税及び事業税 435 1,690

法人税等調整額 2,676 1,011

法人税等合計 3,112 2,702

少数株主損益調整前四半期純利益 3,329 2,387

少数株主利益 314 314

四半期純利益 3,015 2,072
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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25年１月１日
　至 平成25年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年１月１日
　至 平成26年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 3,329 2,387

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 0 △0

繰延ヘッジ損益 147 229

退職給付に係る調整額 - 20

その他の包括利益合計 147 250

四半期包括利益 3,477 2,637

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 3,163 2,322

少数株主に係る四半期包括利益 314 314
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(3) 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。

(セグメント情報等)

前第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)及び当第３四半期連結累計期間(自

平成26年１月１日 至 平成26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。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

４．補足情報

(1) 生産、受注及び販売の状況

販売実績

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。

営業収益内容(百万円)
前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年１月１日
至 平成26年９月30日)

増減(百万円)

ゴルフプレー等収益 32,847 33,362 515

レストラン・商品販売収益 14,675 14,324 △351

年会費等収益 5,540 5,521 △19

その他 2,776 2,376 △399

合計 55,839 55,585 △254

(注) 本表の金額には、消費税等は含まれておりません。
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