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(百万円未満切捨て)

１．2019年３月期第２四半期の連結業績（2018年４月１日～2018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)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2019年３月期第２四半期 9,875 △1.5 995 △5.2 1,155 △3.3 799 △55.6

2018年３月期第２四半期 10,023 △2.6 1,049 △8.1 1,194 △23.7 1,798 －
(注) 包括利益 2019年３月期第２四半期 1,247百万円(△41.3％)2018年３月期第２四半期 2,123百万円( －％)
　

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

2019年３月期第２四半期 103.98 －

2018年３月期第２四半期 233.92 －
　

(注)当社は、2017年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っております。前連結会計年度の期首
に当該株式併合が行われたと仮定して、「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 ％

2019年３月期第２四半期 67,747 28,954 42.7

2018年３月期 68,549 27,900 40.7
(参考) 自己資本 2019年３月期第２四半期 28,954百万円 2018年３月期 27,900百万円
　　
　

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

2018年３月期 － 2.50 － 25.00 －

2019年３月期 － 25.00

2019年３月期(予想) － 25.00 50.00

(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、2017年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っております。2018年３月期の１株当
たり期末配当金については、当該株式併合の影響を考慮した金額を記載し、年間配当金合計は「－」として記載し
ております。株式併合後の基準で換算した2018年３月期の１株当たり年間配当金は50円となります。

　

３．2019年３月期の連結業績予想（2018年４月１日～2019年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 21,100 0.9 2,240 △3.3 2,470 △3.8 1,650 △37.1 214.64
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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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)

新規 －社（社名） 、除外 －社（社名）
　　

（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) 2019年３月期２Ｑ 8,352,202株 2018年３月期 8,352,202株

② 期末自己株式数 2019年３月期２Ｑ 665,186株 2018年３月期 664,893株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2019年３月期２Ｑ 7,687,179株 2018年３月期２Ｑ 7,688,423株
　
　

（注）当社は、2017年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っております。前連結会計年度
の期首に当該株式併合が行われたと仮定して、「期末発行済株式数」、「期末自己株式数」及び「期中平均株
式数」を算定しております。

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についての注意）
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、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、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績
等は経済情勢や天候等の様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想に関する事項は、添付資料
３ページ「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。

（四半期決算補足説明資料の入手方法について）
四半期決算補足説明資料は、ＴＤｎｅｔで本日開示するとともに、当社ホームページにも掲載しております。
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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２四半期連結累計期間においては、夏季の猛暑による遊園地入場者の減少や、前年度において販売用土地の分

譲が終了したことなどによって減収となり、売上原価では減価償却費などの減少があったものの、営業利益は減益と

なりました。

以上の結果、売上高は98億７千５百万円(前年同期比1.5%減)、営業利益は９億９千５百万円(前年同期比5.2%減)、

経常利益は11億５千５百万円(前年同期比3.3%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は７億９千９百万円と、老人

保健施設と特別養護老人ホームの敷地売却による特別利益があった前年同四半期と比べ55.6％減となりました。

　

セグメント(セグメント間の内部売上高又は振替高を含む)の業績は、以下のとおりであります。

<総合レジャー事業>

(公営競技部門)

公営競技部門は、川崎競馬場、船橋競馬場とも勝馬投票券の購入額に相当する売上高は増加しましたが、船橋

競馬場の本場開催日数が第２四半期比で減少したことなどにより、減収となりました。なお、通年での船橋競馬

場の本場開催日数は前年並みとなる予定です。

(ゴルフ部門)

ゴルフ部門は、前年７月に乗用カートの運用を開始した東京よみうりカントリークラブの好調などにより、増

収となりました。

(遊園地部門)

遊園地部門は、記録的な猛暑により、夏季のプールＷＡＩは開業以来最高の入場者を記録しました。一方、遊

戯機を中心とした遊園地エリアは、猛暑によって主にファミリー層の集客に苦労したことや、前年はエンタテイ

ンメントプロジェクト「ＨＩＧＨ＆ＬＯＷ」とコラボレートしたイベントが実施されていたことなどにより、入

場者は減少しました。その結果、遊園地部門は減収となりました。

(販売部門)

販売部門は、プールＷＡＩの入場者増による飲食物販の売上の好調を受け、増収となりました。

以上の結果、総合レジャー事業全体の売上高は89億９千３百万円（前年同期比0.4％減）、営業利益は13億９千

３百万円（前年同期比2.8％減）となりました。

<不動産事業>

不動産事業は、静岡よみうりカントリークラブに隣接した販売用宅地の分譲が前年度で終了したことにより、

売上高は５億９千６百万円（前年同期比12.3％減）、営業利益は４億１百万円（前年同期比6.0％減）となりまし

た。

<サポートサービス事業>

サポートサービス事業は、売上高はグループ内の受注工事の増加に伴い15億１千８百万円（前年同期比4.5％

増）、営業利益は一般管理費の増加などにより８千万円（前年同期比15.0％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、677億４千７百万円と前年度末に比べ８億２百万円(1.2％)減少

しました。

流動資産は69億５百万円と前年度末に比べ10億５千１百万円(13.2％)減少しました。これは、受取手形及び売掛

金が９億７千５百万円減少したことが主な要因です。

固定資産は608億４千２百万円と前年度末に比べ２億４千９百万円(0.4％)増加しました。これは、減価償却等に
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より有形固定資産が３億２千万円減少したものの、保有株式の時価評価額の増加等により投資有価証券が６億４千

５百万円増加したことが主な要因です。

当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、387億９千３百万円と前年度末に比べ18億５千６百万円(4.6

％)減少しました。

流動負債は53億６千８百万円と前年度末に比べ８億５千８百万円(13.8％)減少しました。これは、未払法人税等

が４億７千２百万円、営業未払金が２億１千３百万円減少したことが主な要因です。

固定負債は334億２千４百万円と前年度末に比べ９億９千７百万円(2.9％)減少しました。これは、長期借入金が

10億５千１百万円減少したことが主な要因です。

当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は、289億５千４百万円と前年度末に比べ10億５千３百万円(3.8

％)増加しました。これは、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上等により利益剰余金が６億７百万円増加した

ことや、保有株式の時価評価額の増加等によりその他の有価証券評価差額金が４億４千７百万円増加したことが主

な要因です。

この結果、自己資本比率は前年度末の40.7％から42.7％に増加しました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2019年３月期の通期の業績予想につきましては、おおむね計画通りに推移するものと見込んでいるため、2018年

５月11日発表の数値から変更はございません。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2018年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2018年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,621,336 5,345,042

受取手形及び売掛金 2,037,792 1,061,922

たな卸資産 73,138 91,604

その他 224,335 406,835

貸倒引当金 △413 △356

流動資産合計 7,956,189 6,905,050

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 27,333,623 26,696,796

土地 16,231,484 16,236,542

建設仮勘定 19,159 691,071

その他（純額） 4,203,480 3,843,143

有形固定資産合計 47,787,748 47,467,554

無形固定資産

その他 61,728 53,855

無形固定資産合計 61,728 53,855

投資その他の資産

投資有価証券 12,312,504 12,957,977

繰延税金資産 210,827 210,964

その他 220,829 152,321

投資その他の資産合計 12,744,161 13,321,264

固定資産合計 60,593,638 60,842,674

資産合計 68,549,828 67,747,724
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2018年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2018年９月30日)

負債の部

流動負債

営業未払金 640,269 426,751

短期借入金 1,070,000 1,070,000

1年内返済予定の長期借入金 2,103,276 2,103,276

未払法人税等 818,293 345,545

賞与引当金 131,318 135,350

その他 1,463,525 1,287,568

流動負債合計 6,226,683 5,368,491

固定負債

長期借入金 6,651,488 5,599,850

繰延税金負債 2,379,671 2,569,199

退職給付に係る負債 520,072 540,093

長期預り金 24,307,975 24,181,714

その他 563,599 534,114

固定負債合計 34,422,806 33,424,972

負債合計 40,649,490 38,793,463

純資産の部

株主資本

資本金 6,053,030 6,053,030

資本剰余金 4,730,658 4,730,658

利益剰余金 15,143,508 15,750,658

自己株式 △2,283,407 △2,284,783

株主資本合計 23,643,790 24,249,564

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 4,259,893 4,707,843

繰延ヘッジ損益 △3,345 △3,147

その他の包括利益累計額合計 4,256,547 4,704,695

純資産合計 27,900,337 28,954,260

負債純資産合計 68,549,828 67,747,724
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2017年４月１日
　至 2017年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

売上高 10,023,549 9,875,353

売上原価 7,980,815 7,906,376

売上総利益 2,042,734 1,968,977

販売費及び一般管理費 993,565 973,952

営業利益 1,049,169 995,025

営業外収益

受取配当金 151,135 146,493

その他 21,104 34,404

営業外収益合計 172,240 180,897

営業外費用

支払利息 23,990 18,854

その他 2,445 1,975

営業外費用合計 26,436 20,829

経常利益 1,194,973 1,155,093

特別利益

固定資産売却益 1,454,785 －

工事負担金等受入額 － 41,666

特別利益合計 1,454,785 41,666

特別損失

固定資産除却損 74,489 84,977

特別損失合計 74,489 84,977

税金等調整前四半期純利益 2,575,268 1,111,782

法人税、住民税及び事業税 819,817 320,669

法人税等調整額 △43,020 △8,220

法人税等合計 776,797 312,449

四半期純利益 1,798,471 799,333

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,798,471 799,333
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2017年４月１日
　至 2017年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

四半期純利益 1,798,471 799,333

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 325,463 447,950

繰延ヘッジ損益 △65 198

その他の包括利益合計 325,397 448,148

四半期包括利益 2,123,868 1,247,481

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,123,868 1,247,481

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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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。
　

（追加情報）

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を当第１四半期

連結会計期間から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の

区分に表示しております。
　

（セグメント情報）

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 2017年４月１日 至 2017年９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

(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

総合レジャー
事業

不動産事業
サポート

サービス事業
計

売上高

外部顧客への売上高 9,028,681 678,662 316,205 10,023,549 ─ 10,023,549

セグメント間の内部
売上高又は振替高

2,654 1,900 1,137,729 1,142,284 △1,142,284 ─

計 9,031,336 680,562 1,453,935 11,165,833 △1,142,284 10,023,549

セグメント利益 1,433,162 426,818 95,048 1,955,029 △905,859 1,049,169

(注) １．セグメント利益の調整額△905,859千円には、セグメント間取引消去△5,452千円及び各報告セグメントに配

分していない全社費用△900,407千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。

　

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 2018年４月１日 至 2018年９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

(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

総合レジャー
事業

不動産事業
サポート

サービス事業
計

売上高

外部顧客への売上高 8,988,261 594,852 292,240 9,875,353 ─ 9,875,353

セグメント間の内部
売上高又は振替高

5,639 2,100 1,226,745 1,234,484 △1,234,484 ─

計 8,993,900 596,952 1,518,985 11,109,838 △1,234,484 9,875,353

セグメント利益 1,393,716 401,179 80,793 1,875,689 △880,664 995,025

(注) １．セグメント利益の調整額△880,664千円には、セグメント間取引消去△11,578千円及び各報告セグメントに

配分していない全社費用△869,085千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。
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