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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） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

25年12月期第1四半期 1,623 12.3 △15 ― △21 ― △26 ―
24年12月期第1四半期 1,446 △0.9 △98 ― △115 ― △91 ―

（注）包括利益 25年12月期第1四半期 △0百万円 （―％） 24年12月期第1四半期 △82百万円 （―％）

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 △2.61 ―
24年12月期第1四半期 △9.00 ―

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

25年12月期第1四半期 21,761 10,128 46.5 991.25
24年12月期 21,676 10,169 46.9 995.30
（参考） 自己資本   25年12月期第1四半期  10,128百万円 24年12月期  10,169百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

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 ― 2.00 ― 4.00 6.00
25年12月期 ―
25年12月期（予想） 2.00 ― 4.00 6.00

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）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率） 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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) 3,800 4.2 70 59.4 40 266.9 5 △47.7 0.49
通期 7,700 0.9 290 7.5 220 7.1 130 2.2 12.72



(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  

(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 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書の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
基づく四半期報告書の四半期連結財務諸表に対するレビュー手続は終了しておりません。 

※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の見通し等の将来に関する記述は、当社が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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、〔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。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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） 25年12月期1Q 10,346,683 株 24年12月期 10,346,683 株
② 期末自己株式数 25年12月期1Q 129,149 株 24年12月期 129,149 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期1Q 10,217,534 株 24年12月期1Q 10,217,678 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当社グループにおきまして、１月から３月の第１四半期連結累計期間は季節的に年間の中で特に売上が少なく、

損益面でも例年損失が出ている時期です。 

 当第１四半期連結累計期間におきましては、遊園地セグメントにおける入園者の増加等により対前年増収とな

り、当第１四半期連結累計期間の売上高は、1,623,325千円（前年同期比12.3％増）となりました。  

 損益面につきましては、損失幅が減少し好転した結果、営業損失は15,705千円（前年同期比82,362千円の損失

減）、経常損失21,856千円（前年同期比94,045千円の損失減）、四半期純損失は26,654千円（前年同期比65,265千

円の損失減）となりました。  

  

次に、報告セグメントごとの業績は次のとおりです。 

  

 ①遊園地セグメント 

 昨年に引き続き北海道のスキー事業における豪雪等の悪条件があったものの、九州の遊園地では期間を通し

て順調に推移し、特に３月の春季イベントは活況で、最新のキャラクター起用による集客増や、３月が例年に

比べて暖かかったことも奏功し、当セグメントの売上高は前年同期比147,988千円増収（＋23.9％）の767,802

千円となり、営業利益は前年同期比58,751千円増益の51,256千円となりました。  

 ②ゴルフセグメント 

 ３ゴルフ場におきましては、相互施設利用契約締結による集客強化や最近の為替動向が円安であることなど

により、韓国からのプレーヤーが増加したものの、周辺ゴルフ場との競争がますます激化し、当セグメントの

売上高は前年同期比11,562千円減収（△5.1％）の216,186千円となりました。損益面につきましては、さらな

る経費節減に努めた結果、営業損失は前年同期比607千円損失減の25,534千円となりました。   

 ③ホテルセグメント 

 九州・北海道のホテル共に、婚礼利用者数の減少等により、ホテルセグメントの売上高は前年同期比29,773

千円減収（△6.4％）の432,285千円となり、営業損失は前年同期比7,448千円損失増の40,087千円となりまし

た。 

 ④不動産セグメント 

 不動産セグメントにおきましては、土地賃貸収入はほぼ前年並みの40,704千円となり、営業利益は前年同期

比4,314千円（＋16.7％）増益の30,133千円となりました。  

 ⑤土木・建設資材セグメント 

 土木・建設資材セグメントにおきましては、受注工事が当連結累計期間へ時期がずれたこと等により対前年

増収となり、売上高が前年同期比71,348千円増収（+83.2％）の157,130千円となり、営業利益は前年同期比

23,236千円増益（+135.3％）の40,415千円となりました。 

 ⑥その他のセグメント  

 当セグメントにつきましては、ほぼ前年並みで売上高は9,216千円となり、営業利益は前年同期比681千円増

益（+78.5％）の1,548千円となりました。     

１．当四半期決算に関する定性的情報

  

前第１四半期 

連結累計期間 

（千円）  

当第１四半期 

連結累計期間 

（千円）   

増減額 

（千円）  

増減率 

（％）  

 売上高  1,446,063 1,623,325  177,262  +12.3 

 営業損失（△）  △98,068   △15,705  82,362  － 

 経常損失（△）  △115,901  △21,856  94,045  － 

 四半期純損失（△）  △91,919  △26,654  65,265  － 

2



   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 流動資産 

流動資産は、904,474千円（前連結会計年度末比130,145千円増加）となりました。主な要因は、現金及び預

金で173,082千円増加したことによるものであります。 

② 固定資産 

固定資産は、20,857,081千円（前連結会計年度末比45,343千円減少）となりました。主な要因は、有形固定

資産の減価償却等で77,591千円減少したことによるものであります。  

③ 流動負債 

流動負債は、4,817,023千円（前連結会計年度末比263,816千円増加）となりました。主な要因は短期借入金

で145,211千円、営業未払金で171,841千円増加したことによるものであります。  

④ 固定負債 

固定負債は、6,816,387千円（前連結会計年度末比138,093千円減少）となりました。主な要因は長期借入金

で61,398千円、長期預り金で60,300千円減少したことによるものであります。 

⑤ 純資産  

純資産は、10,128,145千円（前連結会計年度末比40,920千円減少）となりました。主な要因は利益剰余金で

67,524千円減少したことによるものであります。  

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年12月期の業績予想につきましては、平成25年２月14日に公表いたしました数値から変更はありません。

なお、業績予想につきましては、現時点において得られた情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後の

経済情勢の変化や事業運営におけるさまざまな状況変化によって、予想の数値と異なる可能性があります。 

   

   

（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。 

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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：千円）

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 313,970 487,053 

受取手形及び売掛金 259,000 220,537 

商品及び製品 43,159 15,490 

原材料及び貯蔵品 52,803 43,652 

販売用不動産 7,130 7,130 

繰延税金資産 18,923 18,294 

その他 98,136 130,573 

貸倒引当金 △18,795 △18,257 

流動資産合計 774,329 904,474 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,626,155 4,566,598 

機械装置及び運搬具（純額） 482,309 468,346 

土地 14,782,352 14,782,788 

その他（純額） 123,858 119,350 

有形固定資産合計 20,014,676 19,937,084 

無形固定資産   

その他 245,707 245,055 

無形固定資産合計 245,707 245,055 

投資その他の資産   

投資有価証券 199,079 240,282 

繰延税金資産 325,195 310,067 

その他 119,044 125,871 

貸倒引当金 △1,279 △1,279 

投資その他の資産合計 642,040 674,941 

固定資産合計 20,902,424 20,857,081 

資産合計 21,676,754 21,761,555 
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（単位：千円）

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 79,953 57,639 

営業未払金 84,680 256,521 

短期借入金 3,920,380 4,065,591 

未払金 245,626 277,229 

未払法人税等 85,697 21,234 

賞与引当金 － 18,059 

その他 136,869 120,748 

流動負債合計 4,553,206 4,817,023 

固定負債   

長期借入金 3,209,674 3,148,276 

長期預り金 3,536,111 3,475,811 

退職給付引当金 13,768 10,029 

役員退職慰労引当金 42,538 － 

その他 152,388 182,269 

固定負債合計 6,954,481 6,816,387 

負債合計 11,507,687 11,633,410 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,180,101 4,180,101 

資本剰余金 4,767,834 4,767,834 

利益剰余金 1,274,342 1,206,818 

自己株式 △42,247 △42,247 

株主資本合計 10,180,030 10,112,506 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △10,964 15,638 

その他の包括利益累計額合計 △10,964 15,638 

純資産合計 10,169,066 10,128,145 

負債純資産合計 21,676,754 21,761,555 
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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：千円）

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) 

売上高 1,446,063 1,623,325 

売上原価 1,396,203 1,494,699 

売上総利益 49,860 128,625 

販売費及び一般管理費 147,928 144,331 

営業損失（△） △98,068 △15,705 

営業外収益   

受取利息 112 40 

受取配当金 480 495 

受取賃貸料 1,840 1,958 

受取保険金 － 12,020 

助成金収入 1,934 550 

受取補償金 2,586 － 

雑収入 762 670 

営業外収益合計 7,717 15,735 

営業外費用   

支払利息 25,154 21,603 

雑損失 395 282 

営業外費用合計 25,550 21,885 

経常損失（△） △115,901 △21,856 

特別利益   

固定資産売却益 317 7,590 

補助金収入 － 2,967 

特別利益合計 317 10,558 

特別損失   

固定資産除売却損 32 545 

特別損失合計 32 545 

税金等調整前四半期純損失（△） △115,617 △11,843 

法人税、住民税及び事業税 7,365 13,652 

法人税等調整額 △31,062 1,158 

法人税等合計 △23,697 14,810 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △91,919 △26,654 

四半期純損失（△） △91,919 △26,654 
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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：千円）

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（△） △91,919 △26,654 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 9,869 26,603 

その他の包括利益合計 9,869 26,603 

四半期包括利益 △82,049 △50 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △82,049 △50 

少数株主に係る四半期包括利益 － － 
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 該当事項はありません。    

   

 該当事項はありません。  

    

   

Ⅰ 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） 

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には、各報告セグメントに配分していない全社費用 千円が含ま

れております。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損失と一致しております。 

   

Ⅱ 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） 

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には、各報告セグメントに配分していない全社費用 千円が含ま

れております。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損失と一致しております。 

   

   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

（単位：千円）

  

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 
（注）２ 

遊園地事業 ゴルフ事業 ホテル事業 不動産事業 
土 木 ・ 建
設 資 材 事
業 

そ の 他
の 事 業 計 

売上高                   

外部顧客への売上高  619,814  227,749  462,059  41,758  85,781  8,900  1,446,063  －  1,446,063

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 934  5,163  13,280  3,654  3,573  21,011  47,616 △47,616  －

計  620,748  232,912  475,339  45,413  89,355  29,911  1,493,680 △47,616  1,446,063

セグメント利益又は損失（△）  △7,494  △26,142  △32,638  25,818  17,178  867  △22,411 △75,656  △98,068

△72,597

（単位：千円）

  

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 
（注）２ 

遊園地事業 ゴルフ事業 ホテル事業 不動産事業 
土 木 ・ 建
設 資 材 事
業 

そ の 他
の 事 業 計 

売上高                   

外部顧客への売上高  767,802  216,186  432,285  40,704  157,130  9,216  1,623,325  －  1,623,325

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 1,009  2,851  13,827  5,612  8,463  17,843  49,606 △49,606  －

計  768,811  219,037  446,112  46,316  165,593  27,059  1,672,932 △49,606  1,623,325

セグメント利益又は損失（△）  51,256  △25,534  △40,087  30,133  40,415  1,548  57,731 △73,437  △15,705

△71,070
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