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1.  平成25年12月期第3四半期の連結業績（平成25年1月1日～平成25年9月30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3四半期 6,210 5.0 359 45.5 323 64.2 227 63.4
24年12月期第3四半期 5,915 5.1 246 133.6 196 406.8 139 1,015.3

（注）包括利益 25年12月期第3四半期 256百万円 （72.7％） 24年12月期第3四半期 148百万円 （662.0％）

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3四半期 22.28 ―
24年12月期第3四半期 13.64 ―

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3四半期 21,591 10,343 47.9 1,012.35
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3四半期  10,343百万円 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 ― 4.00 ―
25年12月期（予想） 4.00 8.00

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、対前期増減率） 

（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

通期 7,850 2.8 350 29.7 295 43.6 200 57.2 19.57



(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）  ：  有  

(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いません。 

※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 1社 （社名） グリーンランドサービス株式会社

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3Q 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3Q 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3Q 10,217,534 株 24年12月期3Q 10,217,721 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におきましては、遊園地事業において前年夏に導入した大型遊具が人気を博し、利用

者数、売上高を順調に伸ばすことができました。 

 また、グループ企業再編の一環として、ホテル業に加えて遊園地内で飲食店舗を経営している有明リゾートシテ

ィ株式会社と生損保保険代理店業、商品販売業及び労働者派遣事業を行うグリーンランドサービス株式会社の連結

子会社２社の合併を行い、保険代理店業の新たな顧客獲得、商品販売業における冠婚葬祭用商品の売上拡大、さら

には遊園地内の飲食店舗と物販店舗との総合的な管理体制の構築による収益向上を図りました。 

 この結果、対前年増収となり、当第３四半期連結累計期間の売上高は、6,210,898千円（前年同期比5.0％増）と

なりました。 

 損益面につきましては、営業利益は359,282千円（前年同期比45.5％増）、経常利益323,316千円（前年同期比

64.2％増）、四半期純利益は227,641千円（前年同期比63.4％増）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遊園地事業 

 九州におきましては、夏季・秋季の台風接近による影響があったものの、期間を通して集客が順調に推移し

ました。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り集客が増え、それ以外の期間で

も、春休み・ゴールデンウィーク・お盆休み期間が好天に恵まれ順調に集客することができました。北海道に

おきましては、昨年に引き続きスキー事業における豪雪等の悪条件があり、また、連日の降雨や異例の低温で

凍えたゴールデンウィーク期間中は利用者数が低迷したものの、夏休み期間の集客が順調に推移いたしまし

た。以上の結果、当事業の売上高は前年同期比266,396千円増収（＋7.9％）の3,645,982千円となりました。 

 また、九州の遊園地におきまして、園内清掃をはじめとする園内管理業務を外部委託から当社グループにお

いて行うことにより、管理業務の連携強化や経費圧縮の体制を確立いたしました。 

 以上により、営業利益は前年同期比106,223千円増益（＋29.9％）の462,005千円となりました。  

 ②ゴルフ事業 

 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いたしました。また、さまざまなイベントの実施・施設の拡充・コース

整備を実施し集客に努めました。しかしながら、周辺ゴルフ場との競争がますます激化し、当事業の売上高は

前年同期比37,815千円減収（△5.2％）の696,152千円となりました。損益面につきましては、さらなる経費節

減に努めましたが、営業損失は前年同期比8,369千円損失増の41,562千円となりました。   

 ③ホテル事業 

 九州・北海道のホテル共に、婚礼利用者数の減少等により、ホテル事業の売上高は前年同期比65,916千円減

収（△4.4％）の1,431,072千円となり、営業利益は前年同期比20,070千円減益（△38.2％）の32,505千円とな

りました。 

 ④不動産事業 

 不動産事業におきましては、土地賃貸収入はほぼ前年並みの126,791千円となり、営業利益は前年同期比

8,799千円（＋11.0％）増益の88,853千円となりました。  

 ⑤土木・建設資材事業 

 土木・建設資材事業におきましては、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131,121千円増収（+85.3％）の284,874千円となり、営業利益は前年同期比34,086

千円増益の32,164千円（前年同期は営業損失1,922千円）となりました。 

 ⑥その他の事業  

 当事業におきましては、ほぼ前年並みで売上高は26,024千円となり、営業利益は前年同期比7,970千円減益

（△98.9％）の90千円となりました。    

１．当四半期決算に関する定性的情報

  

前第３四半期 

連結累計期間 

（千円）  

当第３四半期 

連結累計期間 

（千円）   

増減額 

（千円）  

増減率 

（％）  

 売上高 5,915,698 6,210,898 295,200  +5.0 

 営業利益 246,902  359,282  112,379  +45.5 

 経常利益  196,918  323,316  126,398  +64.2 

 四半期純利益 139,356  227,641  88,284  +63.4 
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（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、601,402千円（前連結会計年度末比172,926千円減少）となりました。主な要因は、現金及び

預金で136,253千円減少したことによるものであります。これは支払利息の削減を図るなかで、借入金返済

等の手持資金の最適化によるものを含んでおります。 

② 固定資産 

  固定資産は、20,989,801千円（前連結会計年度末比87,376千円増加）となりました。主な要因は、有形固

定資産の減価償却等で201,964千円減少したものの、土地購入で259,249千円増加したことによるものであり

ます。  

③ 流動負債 

  流動負債は、4,391,590千円（前連結会計年度末比161,615千円減少）となりました。主な要因は短期借入

金で224,300千円減少したことによるものであります。  

④ 固定負債 

  固定負債は、6,855,880千円（前連結会計年度末比98,600千円減少）となりました。主な要因は長期借入

金で76,122千円増加したものの、長期預り金で158,400千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、10,343,732千円（前連結会計年度末比174,666千円増加）となりました。主な要因は利益剰余

金で145,900千円増加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 

 当第３四半期連結累計期間において、連結子会社でありましたグリーンランドサービス㈱につきましては、連結

子会社であります有明リゾートシティ㈱と平成25年４月１日に合併し、消滅会社となったため、連結の範囲から除

外しております。  

   

（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。 

   

   

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

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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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３四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 313,970 177,716 

受取手形及び売掛金 259,000 215,878 

商品及び製品 43,159 39,034 

原材料及び貯蔵品 52,803 46,212 

販売用不動産 7,130 7,130 

繰延税金資産 18,923 23,518 

その他 98,136 113,353 

貸倒引当金 △18,795 △21,441 

流動資産合計 774,329 601,402 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,626,155 4,462,131 

機械装置及び運搬具（純額） 482,309 438,981 

土地 14,782,352 15,041,602 

その他（純額） 123,858 129,247 

有形固定資産合計 20,014,676 20,071,961 

無形固定資産   

その他 245,707 244,730 

無形固定資産合計 245,707 244,730 

投資その他の資産   

投資有価証券 199,079 240,237 

繰延税金資産 325,195 302,505 

その他 119,044 131,644 

貸倒引当金 △1,279 △1,279 

投資その他の資産合計 642,040 673,108 

固定資産合計 20,902,424 20,989,801 

資産合計 21,676,754 21,591,203 
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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３四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 79,953 55,572 

営業未払金 84,680 140,659 

短期借入金 3,920,380 3,696,080 

未払金 245,626 246,349 

未払法人税等 85,697 111,898 

賞与引当金 － 26,667 

その他 136,869 114,363 

流動負債合計 4,553,206 4,391,590 

固定負債   

長期借入金 3,209,674 3,285,796 

長期預り金 3,536,111 3,377,711 

退職給付引当金 13,768 9,189 

役員退職慰労引当金 42,538 － 

その他 152,388 183,182 

固定負債合計 6,954,481 6,855,880 

負債合計 11,507,687 11,247,471 

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 1,420,243 

自己株式 △42,247 △42,247 

株主資本合計 10,180,030 10,325,931 

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 17,801 

その他の包括利益累計額合計 △10,964 17,801 

純資産合計 10,169,066 10,343,732 

負債純資産合計 21,676,754 21,591,203 
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 

 至 平成25年９月30日) 

売上高 5,915,698 6,210,898 

売上原価 5,240,942 5,406,828 

売上総利益 674,755 804,070 

販売費及び一般管理費 427,852 444,788 

営業利益 246,902 359,282 

営業外収益   

受取利息 172 82 

受取配当金 2,984 4,285 

受取賃貸料 2,830 2,965 

受取保険金 5,919 14,119 

助成金収入 6,502 1,941 

雑収入 5,512 3,243 

営業外収益合計 23,921 26,638 

営業外費用   

支払利息 71,928 61,429 

雑損失 1,977 1,174 

営業外費用合計 73,905 62,603 

経常利益 196,918 323,316 

特別利益   

固定資産売却益 2,227 9,073 

受取保険金 40,792 60,541 

その他 4,782 8,243 

特別利益合計 47,802 77,858 

特別損失   

固定資産除売却損 1,203 1,011 

災害による損失 15,618 11,187 

廃棄費用 － 5,559 

特別損失合計 16,822 17,758 

税金等調整前四半期純利益 227,898 383,416 

法人税、住民税及び事業税 94,960 150,946 

法人税等調整額 △6,418 4,828 

法人税等合計 88,542 155,775 

少数株主損益調整前四半期純利益 139,356 227,641 

四半期純利益 139,356 227,641 

6



（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 139,356 227,641 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 9,128 28,765 

その他の包括利益合計 9,128 28,765 

四半期包括利益 148,484 256,406 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 148,484 256,406 

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３四半期連結累計期間（自 平成24年１月１日  至 平成24年９月30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利益と一致しております。 

   

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成25年１月１日  至 平成25年９月30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利益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 3,379,586  733,967 1,496,989  124,530  153,753  26,871  5,915,698  －  5,915,698

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 3,959  15,823  54,991  15,404  5,479  64,144  159,802 △159,802  －

計 3,383,545  749,790 1,551,981  139,934  159,232  91,015  6,075,500 △159,802  5,915,698

セグメント利益又は損失（△）  355,781  △33,193  52,575  80,054  △1,922  8,060  461,356 △214,453  246,902

△208,706

（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 3,645,982  696,152 1,431,072  126,791  284,874  26,024  6,210,898  －  6,210,898

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 4,546  8,461  58,123  15,786  13,874  19,004  119,796 △119,796  －

計 3,650,529  704,613 1,489,196  142,577  298,749  45,028  6,330,695 △119,796  6,210,898

セグメント利益又は損失（△）  462,005  △41,562  32,505  88,853  32,164  90  574,056 △214,773  359,282

△211,131
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