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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 提出会社の経営指標等

 

回次 第78期中 第79期中 第80期中 第78期 第79期

会計期間

自　平成25年
　　１月１日
至　平成25年
　　６月30日

自　平成26年
　　１月１日
至　平成26年
　　６月30日

自　平成27年
　　１月１日
至　平成27年
　　６月30日

自　平成25年
　　１月１日
至　平成25年
　　12月31日

自　平成26年
　　１月１日
至　平成26年
　　12月31日

営業収入 (千円) 306,308 304,871 329,263 621,879 651,186

経常損失(△) (千円) △90,449 △26,541 △52,067 △53,529 △63,017

中間(当期)純損失(△) (千円) △91,600 △33,111 △54,565 △55,846 △70,865

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円） ― ― ― ― ―

資本金 (千円) 1,360,000 1,360,000 1,360,000 1,360,000 1,360,000

発行済株式総数 (株) 549 549 549 549 549

純資産額 (千円) 2,129,208 2,131,851 2,039,532 2,164,962 2,094,097

総資産額 (千円) 2,469,035 2,505,538 2,421,673 2,502,533 2,476,831

１株当たり純資産額 (円) 3,878,339.06 3,883,153.64 3,714,994.92 3,943,465.23 3,814,384.80

1株当たり中間(当期)
純損失金額(△)

(円) △166,850.03 △60,311.58 △99,389.88 △101,723.86 △129,080.43

潜在株式調整後１株当たり中
間(当期)純利益金額

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 86.2 85.1 84.2 86.5 84.5

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △73,359 26,324 △24,236 12,200 33,152

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 3,356 △2,440 △19,876 △5,475 △34,771

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △9,331 △3,987 △4,057 △14,662 △8,044

現金及び現金同等物
の中間期末(期末)残高

(千円) 477,470 568,764 491,034 548,867 539,205

従業員数
(外、平均臨時雇用者数)

(人)
(人)

73 76 82 75 78
(33) (29) （26) (36) (29)

 

(注) １　当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につい

ては、記載しておりません。

２　営業収入には、消費税等は含まれておりません。

３　持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がありませんので記載しておりません。

４　潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、１株当たり中間（当期）純損失が計上され

ており、また、潜在株式がないため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

(1) 事業内容の重要な変更

　　　当中間会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

 

　(2) 主要な関係会社の異動

　　　該当事項はありません。

 

３ 【関係会社の状況】

該当事項はありません。

 

４ 【従業員の状況】

(1) 提出会社の状況

平成27年6月30日現在

従業員数(人) 　 82 (26)
 

(注)　従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数は当中間会計期間の平均雇用人員を(　)外数で記載しておりま

す。

 

(2) 労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

当中間会計期間における我が国の経済は、企業収益が大企業を中心に改善するなかで、雇用・所得環境の好転が

みられ、穏やかな回復傾向で推移いたしました。

　しかし、中国をはじめとする新興国経済の景気減速、国際情勢の緊迫化等、先行きの不透明感により、個人消費

や企業の設備投資は慎重な状況で推移しました。

　ゴルフ場業界におきましては、少子高齢化等によるゴルフ人口の減少が続く一方で、料金値下げによる集客の争

いに拍車がかかり、厳しい経営環境は依然として続いております。

　当ゴルフ場では、降雪・積雪の影響により５日間のクローズがございましたが、昨年の19日間のクローズに比べ

大幅に営業日数を拡大する事ができた結果、当中間会計期間における営業日数は159日（前年同期比11日増）となり

ました。来場者数は、会員4,605名、ゲスト8,900名の合計13,505名となり、前年実績13,296名と比較して209名の増

となりました。しかしながら、ゲストのお客様の来場が前年に比べて130名以上減少しており、収入及び単価が下が

る大きな要因となっております。

　なお、安定した財務体制と賢牢な経営基盤を構築するべく、平成27年１月より年会費を値上げさせていただいた

結果、年会費収入においては前年同期比約20,000千円以上の収入増となりました。

　その結果、当中間会計期間における営業収入は、329,263千円（前年同期比8.0％増）となりました。

　営業費用は、来場者増に伴う人件費の増加などはありましたが、コース維持を自社で行うことや同費用の当中間

会計期間での発生が少なかったことなどの結果、446,626千円（前年同期比4.7％減）となりました。従いまして、

営業損失は117,362千円（前中間は営業損失163,896千円）となりました。

　また、当中間会計期間における新規入会者に伴う入会金収入が63,000千円（前年同期比52.3％減）と前中間会計

期間に比べ大幅に減少したことにより、経常損失は52,067千円（前中間は経常損失26,541千円）となりました。

　結果、法人税・住民税及び事業税を計上した後の中間純損失は、54,565千円（前中間は中間純損失33,111千円）

となりました。

 

(2) キャッシュ・フローの状況

当中間会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末に比べ、48,170千円減少の

491,034千円となりました。

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次の通りです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当中間会計期間における資金の減少は、24,236千円（前中間会計期間は26,324千円の増加）となりました。主

な減少要因は、税引前中間純損失53,420千円、未払消費税10,573千円、増加要因は減価償却費37,650千円及び前

受金11,002千円であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当中間会計期間における資金の減少は、19,876千円（前中間会計期間は、2,440千円の減少）であります。主な

減少要因は有形固定資産の取得による支出18,793千円であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当中間会計期間における財務活動による資金の減少は、4,057千円（前中間会計期間は3,987千円の減少）であ

ります。これは、リース債務の返済によるものであります。
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２ 【生産、受注及び販売の状況】

当中間会計期間の営業実績は次のとおりであります。

 

区分
第80期中間会計期間

(自　平成27年１月１日
至　平成27年６月30日)

前年同期比(％)

営業日数(日) 159 107.4

来場者数   

会員(人) 4,605 108.1

ビジター(人) 8,900 98.5

合計(人) 13,505 101.6

営業収入   

プレー収入(千円) 251,554 101.6

年会費収入(千円) 64,394 147.4

その他収入(千円) 13,314 98.3

合計(千円) 329,263 108.0
 

(注)　上記金額には消費税等は含まれておりません。

 

３ 【対処すべき課題】

　該当事項はありません。

 

４ 【事業等のリスク】

当中間会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記

載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

５ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

 

６ 【研究開発活動】

該当事項はありません。

 

７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1)重要な会計方針の見積り

当社の中間財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている中間財務諸表の作成基準に準拠して作成

しております。その作成にあたって採用する中間財務諸表作成の基本となる重要な事項は、「第５　経理の状況　２

中間財務諸表等(1)中間財務諸表　注記事項　重要な会計方針」に記載のとおりであります。

 

(2)当中間会計期間末の財政状態の分析

当社の中間会計期間末における自己資本比率は84.2%、固定負債は7.1％であります。

　当中間会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べ、55,158千円減少し、2,421,673千円（前事業年度末比2.2％

減）となっております。中間貸借対照表の主要項目ごとの主な増減は次のとおりであります。
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　　(流動資産）

流動資産は、前事業年度末に比べ、36,950千円減少し555,878千円（前事業年度末比6.2％減）となりました。こ

れは、主に、現金及び預金が48,170千円減少したことによるものであります。

(固定資産)

固定資産は前事業年度末に比べ、18,207千円減少し、1,865,795千円（同比1.0%減）となりました。これは、主に

減価償却費の計上によるものであります。

(負債)

負債は、前事業年度末に比べ593千円減少し、382,141千円(同比0.2％減）となりました。これは主に、営業未払

金5,551千円、前受金11,002千円の増加、未払金3,449千円、未払消費税等10,573千円の減少によるものでありま

す。

(純資産）

純資産は、前事業年度末に比べ54,565千円減少し、2,039,532千円（同比2.6％減)となりました。これは、中間純

損失が54,565千円計上されたことによるものであります。

 

(3)当中間会計期間の経営成績の分析

当中間会計期間における経営成績の状況につきましては、「１　業績等の概要　(1)業績」に記載のとおりでありま

す。

 

(4)キャッシュ・フローの分析

キャッシュ・フローの状況につきましては、「１　業績等の概要　(2)　キャッシュ・フローの状況」に記載のとお

りであります。

 

(5)財政状態及び経営成績に重要な影響を与える要因について

当社の財政状態及び経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、「４　事業等のリスク」に記載のとおり

であります。
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第３ 【設備の状況】

 

１ 【主要な設備の状況】

 当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

 

 

 

 

２ 【設備の新設、除却等の計画】

当中間会計期間において、前事業年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等について、重要な変更並びに

重要な設備計画の完了はありません。

また、当中間会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】
 

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 1,000

計 1,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
中間会計期間末
現在発行数(株)

(平成27年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成27年９月29日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 549 549 非上場
単元株制度を採用
しておりません。

計 549 549 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

     該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 

     該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

　　 該当事項はありません。
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(5) 【発行済株式総数、資本金等の状況】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金
増減額(注)
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成27年1月1日～　　

平成27年6月30日

― 549 ― 1,360,000 ― 1,036,693

 

 

(6) 【大株主の状況】

平成27年６月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

国際興業株式会社 東京都中央区八重洲２―10―３ 8 1.46

小　森　　　繁 東京都杉並区 3 0.55

橋　本　真　一 東京都国分寺市 2 0.36

齋　藤　　　満 東京都世田谷区 2 0.36

雨　宮　司　郎 東京都杉並区 2 0.36

筒　井　森　彦 東京都新宿区 2 0.36

頼　　　計　輔 東京都新宿区 2 0.36

計 － 21 3.83
 

(注)　上記株主以外の株主528人の所有株式数は全て一株であります。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成27年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

549
549 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 549 ― ―

総株主の議決権 ― 549 ―
 

 

② 【自己株式等】

平成27年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数の
割合(％)

― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―
 

 

２ 【株価の推移】

当社の株式は、非上場であるため、該当事項はありません。

 

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書提出日までにおいて役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

 

１　中間財務諸表の作成方法について

当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号) に

基づいて作成しております。

 

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間会計期間(平成27年１月１日から平成27年６月30

日まで)の中間財務諸表について、監査法人大手門会計事務所により中間監査を受けております。

 

３　中間連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【中間連結財務諸表等】

(1) 【中間連結財務諸表】

該当事項はありません。

 

(2) 【その他】

該当事項はありません。
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２【中間財務諸表等】

(1)【中間財務諸表】
 

①【中間貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成26年12月31日)
当中間会計期間

(平成27年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 539,205 491,034

  売掛金 33,535 42,048

  たな卸資産 4,507 9,857

  その他 15,580 12,936

  流動資産合計 592,828 555,878

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物（純額） 826,452 809,126

   構築物（純額） 162,854 156,050

   コース勘定 442,680 442,680

   土地 322,109 322,109

   その他（純額） 103,378 108,645

   有形固定資産合計 ※1  1,857,475 ※1  1,838,612

  無形固定資産 7,480 6,393

  投資その他の資産 19,047 20,789

  固定資産合計 1,884,002 1,865,795

 資産合計 2,476,831 2,421,673

負債の部   

 流動負債   

  営業未払金 25,287 30,838

  未払金 79,692 76,243

  リース債務 8,114 8,114

  未払法人税等 5,134 3,895

  未払消費税等 ※2  19,634 ※2  9,061

  未払費用 25,042 25,502

  前受金 33,145 44,147

  賞与引当金 3,732 3,790

  その他 7,319 7,567

  流動負債合計 207,104 209,159

 固定負債   

  リース債務 15,866 11,808

  退職給付引当金 18,764 20,172

  会員預り金 141,000 141,000

  固定負債合計 175,630 172,981

 負債合計 382,734 382,141
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成26年12月31日)
当中間会計期間

(平成27年６月30日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,360,000 1,360,000

  資本剰余金   

   資本準備金 1,036,693 1,036,693

   資本剰余金合計 1,036,693 1,036,693

  利益剰余金   

   その他利益剰余金   

    繰越利益剰余金 △302,595 △357,160

   利益剰余金合計 △302,595 △357,160

  株主資本合計 2,094,097 2,039,532

 純資産合計 2,094,097 2,039,532

負債純資産合計 2,476,831 2,421,673
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②【中間損益計算書】

           (単位：千円)

          前中間会計期間
(自 平成26年１月１日
　至 平成26年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成27年１月１日
　至 平成27年６月30日)

営業収入 304,871 329,263

営業費用 468,767 446,626

営業損失（△） △163,896 △117,362

営業外収益 ※1  137,354 ※1  65,295

営業外費用 0 0

経常損失（△） △26,541 △52,067

特別利益 - -

特別損失 ※2  5,424 1,352

税引前中間純損失（△） △31,966 △53,420

法人税、住民税及び事業税 1,145 1,145

法人税等合計 1,145 1,145

中間純損失（△） △33,111 △54,565
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③【中間株主資本等変動計算書】

 前中間会計期間(自 平成26年１月１日　至 平成26年６月30日)

 (単位：千円)

 

純資産

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金 資本剰余金合計

その他

利益剰余金 利益剰余金合計

繰越利益剰余金

当期首残高 1,360,000 1,036,693 1,036,693 △231,730 △231,730 2,164,962 2,164,962

当中間期変動額        

中間純損失（△）    △33,111 △33,111 △33,111 △33,111

当中間期変動額合計 ― ― ― △33,111 △33,111 △33,111 △33,111

当中間期末残高 1,360,000 1,036,693 1,036,693 △264,841 △264,841 2,131,851 2,131,851
 

 

 当中間会計期間(自 平成27年１月１日　至 平成27年６月30日)

 (単位：千円)

 

純資産

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金 資本剰余金合計

その他

利益剰余金 利益剰余金合計

繰越利益剰余金

当期首残高 1,360,000 1,036,693 1,036,693 △302,595 △302,595 2,094,097 2,094,097

当中間期変動額        

中間純損失（△）    △54,565 △54,565 △54,565 △54,565

当中間期変動額合計 ― ― ― △54,565 △54,565 △54,565 △54,565

当中間期末残高 1,360,000 1,036,693 1,036,693 △357,160 △357,160 2,039,532 2,039,532
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④【中間キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前中間会計期間
(自 平成26年１月１日
　至 平成26年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成27年１月１日
　至 平成27年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前中間純損失（△） △31,966 △53,420

 減価償却費 37,224 37,650

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △485 1,408

 賞与引当金の増減額（△は減少） 667 57

 災害損失 5,111 -

 受取利息及び受取配当金 △0 △0

 売上債権の増減額（△は増加） △8,200 △8,512

 たな卸資産の増減額（△は増加） 796 △5,350

 未収入金の増減額（△は増加） 306 7,710

 前払費用の増減額（△は増加） △4,129 △4,785

 仕入債務の増減額（△は減少） 5,508 5,551

 未払金の増減額（△は減少） 6,671 △3,449

 未払消費税等の増減額（△は減少） 8,454 △10,573

 前受金の増減額（△は減少） 10,397 11,002

 その他 3,369 765

 小計 33,725 △21,947

 利息及び配当金の受取額 0 0

 法人税等の支払額 △2,290 △2,290

 災害損失の支払額 △5,111 -

 営業活動によるキャッシュ・フロー 26,324 △24,236

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △3,658 △18,793

 有形固定資産の売却による収入 - 1,000

 無形固定資産の取得による支出 - △220

 その他 1,218 △1,862

 投資活動によるキャッシュ・フロー △2,440 △19,876

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 リース債務の返済による支出 △3,987 △4,057

 財務活動によるキャッシュ・フロー △3,987 △4,057

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 19,896 △48,170

現金及び現金同等物の期首残高 548,867 539,205

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※1  568,764 ※1  491,034
 

 

EDINET提出書類

小金井ゴルフ株式会社(E04728)

半期報告書

17/30



【注記事項】

(重要な会計方針)

１　資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産

評価基準　原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

評価方法　最終仕入原価法

 

２　固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

建物　　　　　５年～50年

構築物　　　　３年～50年

機械装置　　　２年～17年

工具器具備品　２年～20年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

ただし、ソフトウエア(自社利用分）については、社内における見込利用可能期間(5年)による定額法によってお

ります。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

 

３　引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち期間対応額を計上しております。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき、当中間会計期間末において発生

していると認められる額を計上しております。

 

４　中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

 

５　その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

 

(中間貸借対照表関係)

※１　有形固定資産の減価償却累計額

 
前事業年度

(平成26年12月31日)
当中間会計期間

(平成27年６月30日)

 1,200,453千円 1,227,193千円
 

 

※２　消費税の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
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(中間損益計算書関係)

※１　営業外収益のうち重要なもの

 
前中間会計期間

(自 平成26年１月１日
至 平成26年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成27年１月１日
至 平成27年６月30日)

入会金収入 132,000千円 63,000千円
 

 

※２　特別損失のうち重要なもの

 
前中間会計期間

(自 平成26年１月１日
至 平成26年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成27年１月１日
至 平成27年６月30日)

災害による損失（雪害損失） 5,111千円 ―
 

 

３　減価償却実施額

 
前中間会計期間

(自 平成26年１月１日
至 平成26年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成27年１月１日
至 平成27年６月30日)

有形固定資産 35,813千円 36,222千円

無形固定資産 1,291千円 1,307千円
 

 

 

(中間株主資本等変動計算書関係)

前中間会計期間(自　平成26年１月１日 至　平成26年６月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末

　普通株式(株) 549 ― ― 549
 

 

当中間会計期間(自　平成27年１月１日 至　平成27年６月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末

　普通株式(株) 549 ― ― 549
 

 

(中間キャッシュ・フロー計算書関係)

※１　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に記載されている科目の金額との関係

 
前中間会計期間

(自 平成26年１月１日
至 平成26年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成27年１月１日
至 平成27年６月30日)

現金及び預金勘定 568,764千円 491,034千円

現金及び現金同等物 568,764千円 491,034千円
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(リース取引関係)

１　ファイナンス・リース取引

（借手側）

所有権移転外ファイナンス・リース取引

前事業年度（平成26年12月31日）

①　リース資産の内容

コンピュータ及びソフトウエアであります。

②　リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「２．固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。　

当中間会計期間（平成27年6月30日）

①　リース資産の内容

車両、コンピュータ及びソフトウエアであります。

②　リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「２．固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。　
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(金融商品関係)

前事業年度(自 平成26年１月１日 至 平成26年12月31日)

金融商品の時価等に関する事項

　平成26年12月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時

価を把握することが極めて困難と認められるものは、次の表には含めておりません(（注2）を参照ください。）。

 
貸借対照表計上額

(千円)
時価
(千円)

差額
(千円)

(1) 現金及び預金 539,205 539,205 ―

(2) 売掛金 33,535 33,535 ―

資産計 572,740 572,740 ―

(1) 営業未払金 25,287 25,287 ―

(2) 未払金 79,692 79,692 ―

負債計 104,980 104,980 ―
 

(注１）金融商品の時価の算定方法に関する事項

（１）現金及び預金、(２)売掛金

これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま

す。

（１）営業未払金、（２）未払金

これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま

す。

 

(注２)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

「会員預り金」 141,000 千円は、返還時期が予測不可能であり、キャッシュ・フローを合理的に見積もることなど

ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上記の表に含めておりません。
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当中間会計期間(自 平成27年１月１日 至 平成27年６月30日)

金融商品の時価等に関する事項

　平成27年６月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。な

お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次の表には含めておりません(（注2）を参照くださ

い。）。

 

 
中間貸借対照表計上額

(千円)
時価
(千円)

差額
(千円)

(1) 現金及び預金 491,034 491,034 ―

(2) 売掛金 42,048 42,048 ―

資産計 533,083 533,083 ―

(1) 営業未払金 30,838 30,838 ―

(2) 未払金 76,243 76,243 ―

負債計 107,082 107,082 ―
 

(注１）金融商品の時価の算定方法に関する事項

（１）現金及び預金、(２)売掛金

これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま

す。

（１）営業未払金、（２）未払金

これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま

す。

 

(注２)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

「会員預り金」 141,000 千円は、返還時期が予測不可能であり、キャッシュ・フローを合理的に見積もることなど

ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上記の表に含めておりません。
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(有価証券関係)

該当事項はありません。

 

(デリバティブ取引関係)

当社はデリバティブ取引を行っていないので、該当事項はありません。

 

(賃貸等不動産関係)

該当事項はありません。

 

(持分法損益等)

当社には、関連会社が存在しておりませんので、該当事項はありません。

 

(資産除去債務関係)

当ゴルフ場土地の一部は、賃貸借契約に基づく原状回復義務を有しておりますが、ゴルフ場以外の利用が不可能

なことから契約解除となる蓋然性が極めて低いため資産除去債務を計上しておりません。

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社の事業は、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す。従いまして、開示対象となるセグメ

ントがないため、セグメント情報は記載しておりません。
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【関連情報】

前中間会計期間(自 平成26年１月１日 至 平成26年６月30日)

１  製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が中間損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省

略しております。

 

２  地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が中間損益計算書の売上高の90％を超えるため、地域ごとの売上

高の記載を省略しております。

 

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えているため、

地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

 

３  主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、中間損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がありませんので、記載して

おりません。

 

当中間会計期間(自 平成27年１月１日 至 平成27年６月30日)

１  製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が中間損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省

略しております。

 

２  地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が中間損益計算書の売上高の90％を超えるため、地域ごとの売上

高の記載を省略しております。

 

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えているため、

地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

 

３  主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、中間損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がありませんので、記載して

おりません。
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前中間会計期間(自 平成26年１月１日 至 平成26年６月30日)

該当事項はありません。

 

当中間会計期間(自 平成27年１月１日 至 平成27年６月30日)

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前中間会計期間(自 平成26年１月１日 至 平成26年６月30日)

該当事項はありません。

 

当中間会計期間(自 平成27年１月１日 至 平成27年６月30日)

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前中間会計期間(自 平成26年１月１日 至 平成26年６月30日)

該当事項はありません。

 

当中間会計期間(自 平成27年１月１日 至 平成27年６月30日)

該当事項はありません。
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 (１株当たり情報)

１株当たり純資産額及び算定上の基礎並びに１株当たり中間純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。

項目
前事業年度

(平成26年12月31日)
当中間会計期間

(平成27年６月30日)

(1) １株当たり純資産額 3,814,384円80銭 3,714,994円92銭

(算定上の基礎)   

純資産の部の合計額(千円) 2,094,097 2,039,532

普通株式に係る純資産額(千円) 2,094,097 2,039,532

普通株式の発行済株式数(株) 549 549

普通株式の自己株式数(株) ― ―

１株当たり純資産の算定に用いられた
普通株式の数(株)

549 549
 

 

項目
前中間会計期間

(自 平成26年１月１日
至 平成26年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成27年１月１日
至 平成27年６月30日)

(2) １株当たり中間純損失（△） △60,311円58銭 △99,389円88銭

(算定上の基礎)   

中間損益計算書上の中間純損失(△)(千円) △33,111 △54,565

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る中間純損失(△)(千円) △33,111 △54,565

普通株式の期中平均株式数(株) 549 549
 

(注)　潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、１株当たり中間純損失が計上されており、また潜在株式

がないため記載しておりません。

 

EDINET提出書類

小金井ゴルフ株式会社(E04728)

半期報告書

26/30



 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

(2) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の参考情報】

 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

 

(1) 臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号（代表取締役の異動）の規定に基づく臨時報告書　平成

27年４月24日関東財務局長に提出

(2) 有価証券報告書及びその添付書類

事業年度　第79期(自　平成26年１月１日　至　平成26年12月31日)平成27年６月29日関東財務局長に提出。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の中間監査報告書
平成27年９月28日

 

小金井ゴルフ株式会社

　取締役会　御中

 

監査法人大手門会計事務所

 

指定社員
公認会計士 武　川　博　一　㊞

業務執行社員

指定社員
公認会計士 根　本　芳　男　㊞

業務執行社員
 

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる小金井ゴルフ株式会社の平成27年１月１日から平成27年12月31日までの第80期事業年度の中間会計期間(平成27年１

月１日から平成27年６月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等

変動計算書、中間キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

　

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作

成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有

用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明

することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を

行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資

者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定

し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の

一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務

諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続

が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法

人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な

情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに

経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、小金井ゴルフ株式会社の平成27年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間(平成27年１

月１日から平成27年６月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと

認める。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
 

 

※１. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。

２. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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