
  

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 

  

２．配当の状況 
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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

26年３月期第１四半期  4,756  △8.7  158  237.0  148  448.0  204  241.5

25年３月期第１四半期  5,208  27.8  47  －  27  －  59  －

（注）包括利益 26年３月期第１四半期 211百万円（ ％） 238.1   25年３月期第１四半期 62百万円 （ ％） －

  
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 

26年３月期第１四半期  3.68  －

25年３月期第１四半期  1.08  －

  総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

  百万円 百万円 ％ 円 銭 

26年３月期第１四半期  29,087  9,358  31.8  166.62

25年３月期  29,974  9,313  30.8  165.93

（参考）自己資本 26年３月期第１四半期 9,256百万円   25年３月期 9,218百万円 

  
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 － 3.00  3.00

26年３月期  －       
26年３月期（予想）   0.00 － 3.00  3.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

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）

  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）  －  －  －  －  －  －  －  －  －

通期  20,500  2.1  650  2.5  700  6.9  540  4.2  9.72

（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26年３月期につきましては年次での業績管理を行なっておりますので、第２四半期（累計）の業績予想の記載を省略

しております。



※  注記事項 

新規   社  （社名） 、除外   社  （社名） 

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（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

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 55,642,000株 25年３月期 55,642,000株

②  期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 84,705株 25年３月期 84,101株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 55,557,446株 25年３月期１Ｑ 55,558,633株

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財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。

本資料に記載されている業績見通し等の将来性に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判

断する一定の前提に基づいており、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。
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（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、新政権によるデフレ脱却や経済成長の促進を図る政策への期

待感から円安、株高が進行し、企業収益や個人消費の一部に回復の兆しがみられたものの、長引く欧州経済の停滞

や新興国経済の減速などの影響もあり、依然として先行きは不透明な状況が続いております。 

  このような経営環境下、当社グループでは、主力事業であるゴルフ場・ホテル等の運営事業において、「顧客満

足度の向上」を目指して、サービス品質の見直しと改善に注力するとともに、お客様に選んでいただける商品企画

を推進し、各種会員への商品やメニュー情報の発信を強化してまいりました。 

  ゴルフ運営事業におきましては、価格・サービスの両面で満足度向上を図る「バリューセルフ」方式を拡充する

とともに、良好なコースコンディションを維持するための「オールシーズンハイクオリティ」を徹底することで、

入場者が増加いたしました。 

  ホテル運営事業におきましては、賃貸借契約の終了に伴い３ヶ所のホテルの運営が減少したことにより、売上高

は減少したものの「くつろぎ」をコンセプトにしたホテルとして、会員向けサービスや情報発信の強化に努めたこ

とにより、既存ホテルの稼働率、客単価ともに向上いたしました。 

  福利厚生事業におきましては、会員企業の拡大に努めるとともに、宿泊施設やスポーツクラブ、医療、介護サー

ビス等の多彩なジャンルにわたるメニューの充実とその利用促進を図りました。 

 リゾート事業では、ゴルフ・リゾート会員権の仲介事業は流通相場が回復基調にあり、販売が順調に推移いたし

ました。 

 当第１四半期連結累計期間は、売上高はホテルの運営施設の減少等により前年を下回りましたものの、ゴルフ

場・ホテル等の既存施設の収益の増加により、売上高は 百万円（前年同期比 %減）、経常利益は 百万円

（前年同期比 %増）、四半期純利益 百万円（前年同期比 %増）となりました。 

  

（２）財政状態に関する説明 

 当第１四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べて 百万円減少し、 百万円となりました。

これは主に売掛金の減少等によるものであります。負債につきましては、 百万円となり、前連結会計年度末

に比べて 百万円減少しております。これは主に、預り保証金の減少等があったこと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 

当第１四半期の業績は、予定通り推移しており、平成25年５月10日に公表しました連結業績予想から修正は行って

おりません。  

   

（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 

  該当事項はありません。 

     

１．当四半期決算に関する定性的情報

4,756 8.7 148

448.0 204 241.5

886 29,087

19,729

930

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,845,511 2,254,290

売掛金（純額） 1,946,163 965,005

商品 148,507 156,231

販売用不動産 972,173 977,381

貯蔵品 118,206 110,923

未収入金（純額） 518,718 410,299

その他（純額） 994,744 1,196,360

流動資産合計 6,544,026 6,070,492

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,144,278 5,102,339

土地 4,978,390 5,067,464

その他（純額） 967,159 947,645

有形固定資産合計 11,089,828 11,117,450

無形固定資産   

のれん 1,904,654 1,871,930

その他 405,910 393,327

無形固定資産合計 2,310,565 2,265,257

投資その他の資産   

投資再生不動産 8,300,282 8,202,181

その他（純額） 1,729,379 1,432,050

投資その他の資産合計 10,029,662 9,634,232

固定資産合計 23,430,056 23,016,940

資産合計 29,974,082 29,087,433



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 690,023 563,999

短期借入金 2,497,500 2,775,000

1年内返済予定の長期借入金 1,565,846 1,605,806

未払法人税等 162,356 105,676

賞与引当金 104,195 57,070

その他 3,388,787 2,676,219

流動負債合計 8,408,708 7,783,772

固定負債   

長期借入金 4,337,205 4,152,806

長期預り金 317,363 309,620

預り保証金 5,549,963 5,466,759

退職給付引当金 479,643 477,669

従業員特別補償引当金 7,000 7,000

資産除去債務 150,620 151,316

その他 1,409,867 1,380,469

固定負債合計 12,251,663 11,945,641

負債合計 20,660,372 19,729,413

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,948,088 3,948,088

資本剰余金 2,356,811 2,356,811

利益剰余金 2,659,366 2,697,354

自己株式 △18,282 △18,405

株主資本合計 8,945,984 8,983,849

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △13 △14

土地再評価差額金 272,948 272,948

その他の包括利益累計額合計 272,934 272,933

少数株主持分 94,791 101,237

純資産合計 9,313,710 9,358,019

負債純資産合計 29,974,082 29,087,433



（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24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年６月30日) 

売上高 5,208,703 4,756,279

売上原価 2,482,462 1,670,091

売上総利益 2,726,241 3,086,187

販売費及び一般管理費 2,679,151 2,927,483

営業利益 47,089 158,704

営業外収益   

受取利息 1,826 61

投資事業組合等利益 2,709 －

債務消却益 9,119 2,647

投資再生不動産売却益 10,875 35,875

その他 12,009 12,989

営業外収益合計 36,540 51,574

営業外費用   

支払利息 50,783 49,724

その他 5,793 12,294

営業外費用合計 56,577 62,018

経常利益 27,052 148,260

特別利益   

営業補償金 39,800 8,182

特別利益合計 39,800 8,182

特別損失   

事業所整理損 520 －

特別損失合計 520 －

税金等調整前四半期純利益 66,333 156,442

法人税、住民税及び事業税 18,830 46,599

法人税等調整額 △14,955 △101,265

法人税等合計 3,874 △54,665

少数株主損益調整前四半期純利益 62,458 211,107

少数株主利益 2,526 6,445

四半期純利益 59,931 204,661



（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24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 62,458 211,107

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △13 △1

その他の包括利益合計 △13 △1

四半期包括利益 62,444 211,106

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 59,918 204,660

少数株主に係る四半期包括利益 2,526 6,445



 該当事項はありません。   

   

 該当事項はありません。   

   

（セグメント情報）  

    前第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） 

     １．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 （注）①．セグメント利益又は損失（△）の調整額△ 千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用で 

      あります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

    ②．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。  

  

    ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

      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４月１日 至平成25年６月30日） 

    １．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 （注）①．セグメント利益又は損失（△）の調整額△ 千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用で 

      あります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

    ②．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。  

  

    ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

      該当事項はありません。   

   

（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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

  

  

報告セグメント 
調整額  

（注①） 

  

四半期連結

損益計算書

計上額  

ゴルフ  

運営事業 

（千円） 

ホテル  

運営事業 

（千円） 

開発事業  

（千円）

 福利厚生

事業   

（千円） 

リゾート  

関連事業  

（千円） 

計   

（千円） 

 売上高 

（１）外部顧客への売上高 

（２）セグメント間の内部 

   売上高又は振替高  
 

2,639,193

－  

1,829,188

－

－

－

495,075

－

245,245

－

5,208,703

－

－

－

5,208,703

－

 計 2,639,193 1,829,188 － 495,075 245,245 5,208,703 － 5,208,703

  セグメント利益 

    又は損失（△） 
 388,435 △62,933 － △58,908 △23,723 242,870 △195,780 47,089

195,780

  

  

報告セグメント 
調整額  

（注①） 

  

四半期連結

損益計算書

計上額  

ゴルフ  

運営事業 

（千円） 

ホテル  

運営事業 

（千円） 

開発事業  

（千円）

 福利厚生

事業   

（千円） 

リゾート  

関連事業  

（千円） 

計   

（千円） 

 売上高 

（１）外部顧客への売上高 

（２）セグメント間の内部 

   売上高又は振替高  
 

2,497,104

－  

1,641,217

－

－

－

386,278

－

231,678

－

4,756,279

－

－

－

4,756,279

－

 計 2,497,104 1,641,217 － 386,278 231,678 4,756,279 － 4,756,279

  セグメント利益 

    又は損失（△） 
 466,190 △16,347 － △71,517 9,832 388,157 △229,453 158,704

229,453
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