
 

 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
   

   

   
  

 
     

   

 
     

   

 
 (％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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四半期報告書提出予定日 平成25年５月14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１四半期の連結業績（平成25年１月１日～平成25年３月31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１四半期 14,985 8.8 △37 － △1,006 － △790 －

24年12月期第１四半期 13,774 7.2 △1,142 － △1,681 － △1,576 －

(注) 包括利益 25年12月期第１四半期 △648百万円( －％) 24年12月期第１四半期 △1,578百万円( －％)

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１四半期 △667.69 －
24年12月期第１四半期 △1,331.72 －

(注) 平成24年12月期第１四半期及び平成25年12月期第１四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益について
は、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

（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１四半期 273,020 93,499 29.8
24年12月期 274,126 95,544 30.4

(参考) 自己資本 25年12月期第１四半期 81,360百万円 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 －

25年12月期(予想) 0.00 － 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

平成25年12月期の配当金については、平成25年７月１日を効力発生日として普通株式１株を100株に分割する株式分割を
考慮した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年間配当額は、1,000円00銭(第２四半期：0円
00銭 期末：1,000円00銭)となります。

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

第２四半期(累計) 35,900 3.6 3,200 10.6 2,100 12.3 1,400 50.6 11.82

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

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、平成25年７月１日を効力発生日として普通
株式１株を100株に分割する株式分割を考慮した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１株当
たり当期純利益は4,054円18銭(第２四半期(累計)は1,182円47銭)となります。



  

 

     

     

     

   
  

 

 
 

 

※ 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１Ｑ 1,184,032株 24年12月期 1,183,964株

② 期末自己株式数 25年12月期１Ｑ －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１Ｑ 1,184,012株 24年12月期１Ｑ 1,183,776株

※ 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きは実施中です。

※ 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.当四半期の連結業績等に関する定性的情
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２月20日開催の取締役会決議に基づき、平成25年７月１日を効力発生日として、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いたします。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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、長期化するデフレ傾向が続いておりましたが、ア

ベノミクス効果により緩やかながら明るい兆しが見えてまいりました。 

当企業グループでは、平成24年４月よりＷｅｂ予約代表者にＹａｈｏｏ！ポイントを付与するなどの

Ｙａｈｏｏ！ポイントを活用したキャンペーンを実施し、Ｗｅｂ予約による集客増を図った結果、来場

者が1,380千人（前年同期比110.6％）と大幅に増加いたしました。また、顧客単価の下落を阻止するた

め、ご来場頂いたお客様の購買意欲が向上するようなメニュー改定などレストラン単価向上を図るなど

様々な施策を講じた結果、顧客単価も前年同期比100.0％と下落に歯止めがかかりました。 

営業収益の主な内訳別では、ゴルフプレー等収益が8,466百万円（前年同期比109.1％）、レストラ

ン・商品販売収益が3,951百万円（前年同期比112.4％）と増収を達成いたしました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間につきましては、営業収益14,985百万円(前年同期比1,210百万

円増)、営業損失37百万円(前年同期比1,105百万円減)、経常損失1,006百万円(前年同期比674百万円

減)、四半期純損失790百万円(前年同期比785百万円減)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１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末から1,105百万円減少して273,020百万

円となりました。これは主に、現金及び預金841百万円及び越谷ゴルフ倶楽部のゴルフ場用地及びク

ラブハウスの収用による固定資産235百万円減少によるものであります。 

(負債) 

当第１四半期連結会計期間末の総負債は、前連結会計年度末から939百万円増加して179,521百万円

となりました。これは主に、流動負債その他に計上している前受金2,258百万円増加、未払法人税等

483百万円及び会員預り金432百万円減少によるものであります。 

(純資産) 

当第１四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末から2,045百万円減少して93,499百万

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損失790百万円の計上によ

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月期第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想に

変更はございません。 

  

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

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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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日をもって終了することにいたしました。 

これに伴い、前連結会計年度末までに顧客に付与したポイントのうち、平成25年６月30日までの使

用に伴う費用負担の見積額をポイント引当金として計上しております。 

  

(株式分割及び単元株制度の採用） 

当社は、全国証券取引所が公表した「売買単位の集約に向けた行動計画」の趣旨に鑑み、平成25年２

月20日開催の取締役会において、株式の分割及び単元株制度の採用を決議いたしました。平成25年７月

１日を効力発生日として、当社株式１株につき100株の割合をもって分割し、１単元の株式の数を100株

とする単元株制度を採用いたします。 

なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の１株当たり情報は、以下のとおりでありま

す。 

 
（注）なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純

損失であるため記載しておりません。 

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

(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

項目

前第１四半期連結累計期間

(自  平成24年１月１日

至  平成24年３月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自  平成25年１月１日

至  平成25年３月31日)

１株当たり四半期純損失金額 13円32銭 6円68銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ― ―
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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１四半期連結会計期間 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 17,467 16,626

受取手形及び売掛金 3,755 4,119

たな卸資産 1,942 2,042

繰延税金資産 4,699 4,736

その他 2,532 2,337

貸倒引当金 △464 △481

流動資産合計 29,931 29,380

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 43,420 42,917

機械装置及び運搬具（純額） 2,171 2,173

工具、器具及び備品（純額） 1,914 1,863

土地 173,333 173,310

その他（純額） 4,115 4,036

有形固定資産合計 224,955 224,302

無形固定資産   

のれん 10,987 10,773

その他 3,977 4,095

無形固定資産合計 14,965 14,868

投資その他の資産   

繰延税金資産 1,087 1,282

その他 3,969 3,968

貸倒引当金 △782 △781

投資その他の資産合計 4,274 4,468

固定資産合計 244,194 243,639

資産合計 274,126 273,020
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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１四半期連結会計期間 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 663 886

短期借入金 3,000 3,000

1年内返済予定の長期借入金 10,953 11,113

1年内償還予定の社債 8,000 8,000

未払法人税等 571 88

賞与引当金 40 19

ポイント引当金 165 36

株主優待引当金 274 470

災害損失引当金 76 85

その他 10,104 11,709

流動負債合計 33,848 35,411

固定負債   

長期借入金 82,334 82,289

繰延税金負債 15,625 15,440

退職給付引当金 3,804 3,856

会員預り金 38,171 37,739

その他 4,797 4,783

固定負債合計 144,733 144,110

負債合計 178,581 179,521

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,715 12,717

資本剰余金 13,897 13,899

利益剰余金 57,099 55,124

株主資本合計 83,712 81,741

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 △380

その他の包括利益累計額合計 △418 △380

新株予約権 34 34

少数株主持分 12,215 12,103

純資産合計 95,544 93,499

負債純資産合計 274,126 273,020
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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：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年３月31日) 

営業収益 13,774 14,985

営業原価 12,709 12,776

営業総利益 1,065 2,208

販売費及び一般管理費 2,207 2,245

営業損失（△） △1,142 △37

営業外収益   

受取利息 0 2

受取賃貸料 10 10

災害損失引当金戻入額 101 －

債務消却益 12 13

その他 53 22

営業外収益合計 179 49

営業外費用   

支払利息 513 446

支払手数料 196 544

その他 8 28

営業外費用合計 718 1,019

経常損失（△） △1,681 △1,006

特別利益   

固定資産売却益 － 69

収用補償金 － 117

営業補償金 68 －

特別利益合計 68 186

特別損失   

固定資産除却損 － 209

特別損失合計 － 209

税金等調整前四半期純損失（△） △1,613 △1,029

法人税、住民税及び事業税 73 74

法人税等調整額 △110 △417

法人税等合計 △37 △343

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,576 △686

少数株主利益 0 103

四半期純損失（△） △1,576 △790
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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：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,576 △686

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 △1 37

その他の包括利益合計 △1 37

四半期包括利益 △1,578 △648

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,578 △752

少数株主に係る四半期包括利益 0 103
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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25年１月１日 至 平成25年３月31日)及び前第１四半期連結累

計期間(自 平成24年１月１日 至 平成24年３月31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１四半期連結累計期間及び当第１四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１四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
至 平成24年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年１月１日
至 平成25年１月31日)

増減(百万円)

ゴルフプレー等収益 7,762 8,466 704

レストラン・商品販売収益 3,514 3,951 437

年会費等収益 1,825 1,813 △12

その他 672 753 81

合計 13,774 14,985 1,210
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