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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 1,279 ― △2 ― △65 ― △73 ―
20年3月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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3四半期 △4.18 ―
20年3月期第3四半期 ― ―

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3四半期 6,830 4,294 62.9 244.04
20年3月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  4,294百万円 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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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 1,646 34.4 △60 ― △144 ― △153 ― △8.69

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  

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

(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3四半期  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3四半期  66,453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3四半期  17,602,837株 20年3月期第3四半期  ―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。 
３．当事業年度より連結子会社であった平安企画株式会社を吸収合併いたしましたので非連結となりました。 



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３四半期（９か月）の売上高は、12億７千９百万円（参考 前年同期売上高８億９千２百万円）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専用場外車券売場「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、一昨年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前年に比べ６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21日増加して増収に努めました。しかしながら、昨年11月

に開催した花月園開設記念競輪は、天候に恵まれず、さらに景気の低迷に伴う急速な個人消費の冷え込み等により、

本場入場者数は見込みより6,400名減少し、車券売上歩合制の賃貸料収入は予算と比較して３千１百万円減額になり

ました。 

その結果、営業損失は２百万円（参考 前年同期営業損失 ５千９百万円）、経常損失は６千５百万円（参考 前年

同期経常損失 ９千３百万円）、四半期純損失は７千３百万円（参考 前年同期純損失 ２億５千万円）となりまし

た。 

２．財政状態に関する定性的情報 

資産につきましては、平安企画株式会社の吸収合併により子会社貸付金等の流動資産が４億１千９百万円減少し、

固定資産が５億５千８百万円増加いたしました。合併以外では、貸付金の回収等により現金及び預金が約５千万円増

加したこと、新規設備投資として有形固定資産が４千８百万円増加したこと等がありましたが、関係会社への貸付金

１億２千５百万円の減少、減価償却費２億９百万円等があり、前事業年度末に比べ８千２百万円減少し68憶３千万円

となりました。 

負債につきましては、借入金が１億７百万円減少いたしましたが、花月園競輪包括運営受託業務等による預り金

(５千９百万円)があったこと、未払金・未払消費税等が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

百万円減少し25億３千５百万円となりました。 

 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８千１百万円減少し、42億９千４百万円とな

り、自己資本比率は62.9％となりました。  

３．業績予想に関する定性的情報 

(１)平成20年10月31日に公表いたしました業績予想について本資料において修正しております。  

(２)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。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及び上記１にかかわる業績予

想の具体的な修正内容は、平成21年1月30日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。  

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 

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３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 169,231 119,253

売掛金 168,214 120,403

原材料 2,614 3,962

関係会社短期貸付金 30,000 482,496

その他 27,565 22,504

流動資産合計 397,624 748,620

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 3,437,225 3,177,607

構築物（純額） 1,117,686 1,127,422

機械及び装置（純額） 47,941 52,850

車両運搬具（純額） 295 61

工具、器具及び備品（純額） 67,024 66,397

土地 1,526,995 1,318,185

有形固定資産合計 6,197,168 5,742,525

無形固定資産 35,202 13,521

投資その他の資産 200,336 408,243

固定資産合計 6,432,707 6,164,290

資産合計 6,830,332 6,912,911



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 5,090 2,848

短期借入金 － 369,500

1年内返済予定の長期借入金 1,188,098 580,378

未払金 149,232 119,221

未払法人税等 6,908 4,260

未払消費税等 12,641 4,285

前受金 344 1,313

預り金 68,211 7,829

流動負債合計 1,430,527 1,089,637

固定負債   

長期借入金 913,150 1,258,500

長期未払金 35,104 41,332

繰延税金負債 30,066 17,483

退職給付引当金 84,781 84,781

負ののれん 36,792 39,916

その他 5,000 5,000

固定負債合計 1,104,894 1,447,013

負債合計 2,535,421 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 3,002,343 3,076,004

自己株式 △9,030 △8,593

株主資本合計 4,276,262 4,350,360

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 18,647 25,899

評価・換算差額等合計 18,647 25,899

純資産合計 4,294,910 4,376,260

負債純資産合計 6,830,332 6,912,911



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 1,279,856

売上原価 884,126

売上総利益 395,730

販売費及び一般管理費 397,902

営業損失（△） △2,172

営業外収益  

受取利息 1,703

受取配当金 3,253

負ののれん償却額 3,123

その他 1,335

営業外収益合計 9,416

営業外費用  

支払利息 72,057

その他 372

営業外費用合計 72,430

経常損失（△） △65,186

特別損失  

固定資産除却損 6,257

特別損失合計 6,257

税引前四半期純損失（△） △71,443

法人税、住民税及び事業税 2,218

四半期純損失（△） △73,661



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △71,443

減価償却費 209,637

有形固定資産除却損 4,275

のれん償却額 2,411

負ののれん償却額 △3,123

受取利息及び受取配当金 △4,957

支払利息 72,057

売上債権の増減額（△は増加） △8,198

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,481

仕入債務の増減額（△は減少） △9,478

未払消費税等の増減額（△は減少） 8,241

預り金の増減額（△は減少） 59,773

その他 12,230

小計 272,907

利息及び配当金の受取額 4,974

利息の支払額 △70,232

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 206,281

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

短期貸付けによる支出 △30,000

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 △48,030

担保定期預金の預入による支出 △50,000

その他 148

投資活動によるキャッシュ・フロー 6,130

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 100,000

短期借入金の返済による支出 △469,500

長期借入れによる収入 706,500

長期借入金の返済による支出 △543,730

割賦債務の返済による支出 △6,228

自己株式の取得による支出 △436

財務活動によるキャッシュ・フロー △213,395

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △983

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 119,231



 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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