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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第２四半期の連結業績（2020年４月１日～2020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 ％

2021年３月期第２四半期 825 △48.7 △80 － △61 － 28 △86.4

2020年３月期第２四半期 1,610 0.1 219 △2.7 225 △3.1 207 △6.3

(注) 包括利益 2021年３月期第２四半期 27百万円 (△86.8％) 2020年３月期第２四半期 211百万円 (△3.9％)

　

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

2021年３月期第２四半期 0 99 ― ―

2020年３月期第２四半期 7 29 ― ―
　

（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 ％

2021年３月期第２四半期 3,116 2,318 74.4

2020年３月期 2,812 2,290 81.4

(参考) 自己資本 2021年３月期第２四半期 2,318百万円 2020年３月期 2,290百万円

　

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

2020年３月期 ― ― 0 00 ― ― 0 00 0 00

2021年３月期 ― ― 0 00

2021年３月期(予想) ― ― 0 00 0 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

　

３．2021年３月期の連結業績予想（2020年４月１日～2021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 2,300 △22.2 70 △76.2 80 △75.3 170 12.9 5.97

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

　

　



※ 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) 2021年３月期２Ｑ 28,496,537株 2020年３月期 28,496,537株

② 期末自己株式数 2021年３月期２Ｑ 23,920株 2020年３月期 23,820株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期２Ｑ 28,472,639株 2020年３月期２Ｑ 28,473,237株

　

※ 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

・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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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条件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２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報

に関する説明」をご覧ください。
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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けるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により、企業収益は大幅な減少が

続いております。緊急事態宣言の解除後には、個人消費や生産に持ち直しの動きが見られ、当社グループ施設が所在す

る伊豆半島にもGoToキャンペーンによる旅行需要の回復による一定の効果はみられますが、先行きは不透明な状況で推

移しています。

このような状況下、当社が展開する各レジャー施設では、経営理念である「ステークホルダーと共に」及びブラン

ドスローガンである「ご来園者の笑顔のために」の元に、各施設の入園者数と売上確保に努めております。

以上の結果、当第２四半期連結累計期間は、売上高825百万円（前年同四半期に比べ48.7％減）、営業損失80百万円

（前年同四半期連結累計期間は営業利益219百万円）、経常損失61百万円（前年同四半期連結累計期間は経常利益225

百万円）、親会社株主に帰属する四半期純利益28百万円（前年同四半期に比べ86.4％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

　（資産）

流動資産は、前連結会計年度末に比べて355百万円増加し、996百万円となりました。これは主として、現金及び預

金が367百万円増加したこと等によります。

　固定資産は、前連結会計年度末に比べて52百万円減少し、2,119百万円となりました。これは主として、建物及び構

築物が35百万円減少したこと等によります。

　この結果、資産合計は前連結会計年度末に比べて303百万円増加し、3,116百万円となりました。

　（負債)

流動負債は、前連結会計年度末に比べて65百万円増加し、315百万円となりました。これは主として、未払金が59百

万円増加したこと等によります。また固定負債は、前連結会計年度末に比べて209百万円増加し、481百万円となりま

した。

この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて275百万円増加し、797百万円となりました。

　（純資産）

純資産合計は、前連結会計年度末と比べて27百万円増加し、2,318百万円となりました。

　また、自己資本比率は前連結会計年度末の81.4％から74.4％となりました。

　（キャッシュ・フロー）

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ378

百万円増加し、771百万円（前年度四半期は287百万円）となりました。

１．営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動の結果、獲得した資金は、223百万円となりました。これは主として、保険金の受取額によるものでありま

す。

２．投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動の結果、使用した資金は、40百万円となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出によ

るものであります。

３．財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動の結果、獲得した資金は、195百万円となりました。これは主として、長期借入による収入によるものであ

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

2021年３月期連結業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染症による影響を合理的に算定することが困難

なことから未定としておりましたが、当第２四半期累計期間における状況、並びに現時点で入手しております将来予

測情報等を踏まえ、業績予想を公表しております。

なお、詳細につきましては、本日（2020年11月12日）公表いたしました「2021年３月期通期業績予想の修正に関す

るお知らせ」をご参照ください。
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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
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 499,129 867,037

売掛金 62,167 67,838

未収入金 - 2,177

商品等 38,751 33,791

その他 40,539 25,734

流動資産合計 640,587 996,579

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,743,800 1,708,501

土地 23,364 15,550

その他 294,672 276,169

有形固定資産合計 2,061,837 2,000,221

無形固定資産

ソフトウエア 107 73

無形固定資産合計 107 73

投資その他の資産

投資有価証券 10,311 9,829

長期化営業債権 3,156 3,156

破産更生債権等 754 754

その他 100,134 109,415

貸倒引当金 △3,911 △3,911

投資その他の資産合計 110,446 119,245

固定資産合計 2,172,391 2,119,540

資産合計 2,812,978 3,116,120
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 24,300 17,351

未払金 148,158 207,409

前受金 27 -

預り金 3,636 7,033

未払法人税等 14,256 19,067

災害損失引当金 7,688 -

賞与引当金 18,308 17,891

その他 34,006 47,087

流動負債合計 250,381 315,841

固定負債

退職給付に係る負債 188,834 195,995

リース債務 32,522 32,461

長期借入金 - 200,000

その他 50,610 53,362

固定負債合計 271,967 481,819

負債合計 522,348 797,660

純資産の部

株主資本

資本金 100,000 100,000

資本剰余金 425,281 425,257

利益剰余金 1,781,062 1,809,383

自己株式 △12,083 △12,068

株主資本合計 2,294,260 2,322,571

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △3,630 △4,112

その他の包括利益累計額合計 △3,630 △4,112

純資産合計 2,290,630 2,318,459

負債純資産合計 2,812,978 3,116,120
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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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 1,610,895 825,908

売上原価 536,462 273,372

売上総利益 1,074,432 552,536

販売費及び一般管理費 854,602 633,373

営業利益又は営業損失（△） 219,830 △80,837

営業外収益

受取利息 18 16

受取賃貸料 749 698

為替差益 - 27

受取手数料 4,029 4,862

その他 949 14,773

営業外収益合計 5,747 20,379

営業外費用

支払利息 256 1,066

その他 95 -

営業外費用合計 352 1,066

経常利益又は経常損失（△） 225,225 △61,525

特別利益

固定資産売却益 - 2,185

受取保険金 23 97,303

雇用調整助成金 - 41,101

特別利益合計 23 140,590

特別損失

固定資産除却損 0 292

災害による損失 - 1,635

臨時休業による損失 - 42,984

特別損失合計 0 44,912

税金等調整前四半期純利益 225,249 34,152

法人税、住民税及び事業税 26,007 5,831

法人税等調整額 △8,275 -

法人税等合計 17,731 5,831

四半期純利益 207,517 28,321

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

親会社株主に帰属する四半期純利益 207,517 28,321
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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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

四半期純利益 207,517 28,321

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 3,840 △482

その他の包括利益合計 3,840 △482

四半期包括利益 211,357 27,839

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 211,357 27,839

非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 225,249 34,152

減価償却費 96,916 106,082

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 4,080 7,160

賞与引当金の増減額（△は減少） 5,639 △416

受取利息及び受取配当金 △18 △16

支払利息 256 1,066

為替差損益（△は益） 55 △27

有形固定資産売却損益（△は益） - △2,185

売上債権の増減額（△は増加） 7,508 △5,698

商品等の増減額（△は増加） △2,427 4,960

仕入債務の増減額（△は減少） △21,179 △6,764

前渡金の増減額（△は増加） △23,813 6,003

その他の流動資産の増減額（△は増加） △6,176 6,490

未払又は未収消費税等の増減額 △24,671 14,003

その他の流動負債の増減額（△は減少） △9,476 59,683

受取保険金 △23 △97,303

雇用調整助成金 - △41,101

臨時休業による損失 - 42,984

災害損失 - 1,635

その他 852 381

小計 252,770 131,091

利息及び配当金の受取額 18 16

利息の支払額 △256 △1,048

法人税等の支払額 △24,409 △1,020

法人税等の還付額 2 -

臨時休業による損失の支払額 - △42,984

雇用調整助成金の受取額 - 41,101

災害損失の支払額 - △1,073

保険金の受取額 23 97,303

営業活動によるキャッシュ・フロー 228,148 223,385
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(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △24,002 △7,500

定期預金の払戻による収入 68,005 18,000

有形固定資産の取得による支出 △384,012 △51,727

預り保証金の返還による支出 △2,000 -

保険積立金の解約による収入 184 236

敷金及び保証金の差入による支出 △236 △1

その他 △7,033 815

投資活動によるキャッシュ・フロー △349,095 △40,176

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入による収入 - 200,000

その他の支出 △2,021 △4,829

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,021 195,170

現金及び現金同等物に係る換算差額 △55 27

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △123,023 378,407

現金及び現金同等物の期首残高 410,472 392,627

現金及び現金同等物の四半期末残高 287,448 771,035
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（４）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。

　


