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1.  平成21年3月期第1四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

21年3月期第1四半期 374 ― △30 ― △48 ― △55 ―
20年3月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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

21年3月期第1四半期 △3.12 ―
20年3月期第1四半期 ― ―

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

21年3月期第1四半期 7,076 4,326 61.1 245.72
20年3月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  4,326百万円 20年3月期  ―百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 0.00 0.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 0.00 0.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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2四半期累計期間 844 ― △35 ― △74 ― △80 ― △4.54
通期 1,819 ― 75 ― △5 ― △13 ― △0.74

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  17,666,000株 20年3月期  17,666,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  60,667株 20年3月期  60,362株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期  17,605,486株 20年3月期第1四半期  ―株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．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、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。 
２．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  



定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期会計期間の売上高は、３億７千４百万円（参考 前年同期売上高２億３千３百万円）となりました。

これは主に、平成20年４月１日付で岩手県花巻市において競輪場外専用車券売場「サテライト石鳥谷」を経営する

100％子会社平安企画株式会社を吸収合併したこと、昨年11月に事業譲受けをした福島県南相馬市のサテライトかし

まが順調に営業していること等によります。花月園競輪場は、本場開催の日数が９日減少しましたが、他場の競輪開

催の車券を当場で発売する場外開催の日数を14日増加して増収を図り、売上高は見込みを達成したものの前年同期比

４千万円の減収となりました。 

その結果、営業損失は３千万円（参考 前年同期営業損失 ５千８百万円）、経常損失は４千８百万円（参考 前年

同期経常損失 ６千７百万円）、四半期純損失は、５千５百万円（参考 前年同期純損失 １億１千万円）となりまし

た。   

２．財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期会計期間末の総資産額は70億７千６百万円となりました。 

資産につきましては、関係会社貸付金の返済等により現預金が１億３千９百万円増加し、貸付金が１億５千万円減

少したこと、平安企画株式会社の吸収合併により資産が１億３千８百万円増加したこと等により、前事業年度末に比

べ１億６千３百万円増加いたしました。 

 負債につきましては、平安企画株式会社の吸収合併等により借入金が９千４百万円増加したこと、未払金として計

上した競輪場地代第１四半期分(３千１百万円)、花月園競輪包括運営受託業務による預り金（４千９百万円）があっ

たこと等により、前事業年度末に比べ２億１千４百万円増加し27億５千万円となりました。 

 純資産につきましては、四半期純損失等により前事業年度末に比べ５千万円減少し、43億２千６百万円となり、自

己資本比率は61.1％となりました。 

３．業績予想に関する定性的情報 

業績予想につきましては、前回（平成20年５月21日発表）の予想値から変更しておりません。  

４．その他 

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

①簡便な会計処理 

 ・繰延税金資産および繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められるので、前事業年度において使用した将来の業績予測やタックス・プラ

ンニングを利用する方法によっております。 

②四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

 ・税金費用の計算 

当事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純

利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

（２）四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

 会計処理基準に関する事項の変更 

当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規

則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 258,802 119,253

売掛金 186,853 120,403

原材料 3,023 3,962

関係会社短期貸付金 － 482,496

その他 42,759 22,504

流動資産合計 491,439 748,620

固定資産   

有形固定資産 6,327,011 5,742,525

無形固定資産 36,914 13,521

投資その他の資産 221,525 408,243

固定資産合計 6,585,452 6,164,290

資産合計 7,076,891 6,912,911

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,068 2,848

短期借入金 106,000 369,500

1年内返済予定の長期借入金 682,498 580,378

未払金 175,794 119,221

未払法人税等 3,095 4,260

未払消費税等 8,267 4,285

前受金 265 1,313

預り金 52,930 7,829

流動負債合計 1,032,919 1,089,637

固定負債   

長期借入金 1,514,350 1,258,500

長期未払金 36,771 41,332

繰延税金負債 38,184 17,483

退職給付引当金 84,781 84,781

負ののれん 38,874 39,916

その他 5,000 5,000

固定負債合計 1,717,962 1,447,013

負債合計 2,750,881 2,536,651

純資産の部   

株主資本   

資本金 883,300 883,300

資本剰余金 399,649 399,649

利益剰余金 3,021,003 3,076,004

自己株式 △8,617 △8,593

株主資本合計 4,295,335 4,350,360

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 30,673 25,899

評価・換算差額等合計 30,673 25,899

純資産合計 4,326,009 4,376,260

負債純資産合計 7,076,891 6,912,911



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 374,839

売上原価 269,052

売上総利益 105,786

販売費及び一般管理費 136,494

営業利益 △30,708

営業外収益  

受取利息 1,654

受取配当金 2,794

負ののれん償却額 1,041

雑収入 811

営業外収益合計 6,302

営業外費用  

支払利息 24,323

長期前払費用償却 124

営業外費用合計 24,448

経常利益 △48,854

特別損失  

固定資産除却損 5,408

特別損失合計 5,408

税引前四半期純利益 △54,262

法人税、住民税及び事業税 739

四半期純利益 △55,001



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 △54,262

減価償却費 68,498

有形固定資産除却損 4,119

のれん償却額 803

負ののれん償却額 △1,041

受取利息及び受取配当金 △4,448

支払利息 24,323

売上債権の増減額（△は増加） △26,837

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,071

仕入債務の増減額（△は減少） △10,501

未払消費税等の増減額（△は減少） 3,867

その他 68,686

小計 74,279

利息及び配当金の受取額 3,964

利息の支払額 △25,005

法人税等の支払額 △1,368

営業活動によるキャッシュ・フロー 51,870

投資活動によるキャッシュ・フロー  

関係会社株式の取得による支出 △16,000

短期貸付金の回収による収入 24,996

長期貸付金の回収による収入 125,016

有形固定資産の取得による支出 △37,579

投資活動によるキャッシュ・フロー 96,432

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の返済による支出 △263,500

長期借入れによる収入 438,000

長期借入金の返済による支出 △179,630

割賦債務の返済による支出 △4,561

自己株式の取得による支出 △23

財務活動によるキャッシュ・フロー △9,714

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 138,587

現金及び現金同等物の期首残高 119,253

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 961

現金及び現金同等物の四半期末残高 258,802



 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）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。 
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