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1.  平成21年12月期第1四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年3月31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 ％

21年12月期第1四半期 3,331 ― 364 ― 351 ― 197 ―

20年12月期第1四半期 3,287 4.3 364 80.8 342 93.7 147 55.3

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12月期第1四半期 0.69 ―

20年12月期第1四半期 0.52 ―

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12月期第1四半期 59,003 49,014 83.1 171.34
20年12月期 59,911 49,506 82.6 173.04

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  49,014百万円 20年12月期  49,506百万円

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12月期 ― 1.50 ― 2.00 3.50

21年12月期 ―

21年12月期 
（予想）

1.50 ― 1.50 3.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結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 
連結累計期間

6,928 ― 527 ― 526 ― 337 ― 1.18

通期 16,562 △0.2 2,500 △25.7 2,482 △26.4 1,469 △20.5 5.14
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4.  その他 

(1) 期中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）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  
[(注) 詳細は、４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) 四半期連結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（四半期連結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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。] 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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。業績予想に関する事項は３ページ【定性的情報・財務諸表等】 3. 連結業績予想に関
する定性的情報をご参照ください。 
 
(2) 当連結会計年度より「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「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

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12月期第1四半期 287,648,547株 20年12月期  287,648,547株

② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  1,579,851株 20年12月期  1,548,309株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第1四半期 286,084,841株 20年12月期第1四半期 287,564,858株
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当第１四半期連結会計期間における売上高は33億３千１百万円、営業利益は３億６千４百万円、経常利
益は３億５千１百万円、四半期純利益は１億９千７百万円となりました。  
 なお、当社グループの競馬場事業及びオートレース場事業ではナイター開催期間、また遊園地事業では
大型連休や夏休み期間の売上が、通期の売上高に占める割合が高く、季節的要因により業績が偏在する傾
向を有しております。  

[競馬場事業]  

大井競馬は、20日開催され、大井競馬場外発売所（後楽園、汐留、ひたちなか、大郷、新潟他）及び在
宅投票並びに南関東３競馬場（浦和、船橋、川崎）などの場外発売（広域場外を含む）を含めた投票券総
売上高は182億５千９百万円でありました。前年同期と比べると、在宅投票は好調に推移いたしておりま
すが、開催日数が１日減少したこともあり、投票券総売上高は20億４千４百万円減少いたしました。 
 また、大井場外発売は浦和競馬が15日、船橋競馬が14日、川崎競馬が17日実施されたほか、その他各地
方競馬の広域大井場外発売も59レース実施されました。  
 以上の結果、競馬場事業の売上高は21億４百万円、営業利益は３億円となりました。 

[オートレース場事業]  

伊勢崎オートレースは、23日開催され、投票券売上高は15億９千６百万円でありました。前年同期と比
べると、開催日数が４日増加したこともあり、投票券売上高は２億２千９百万円増加いたしました。  
 また、川口オートレース他４場の伊勢崎場外発売は延べ75日実施されました。  
 以上の結果、オートレース場事業の売上高は１億４千４百万円、営業利益は３千４百万円となりまし
た。 

[遊園地事業] 

東京サマーランドは、平成21年１月８日から３月13日の期間、園内整備のため屋内プール及び屋外遊園
地を休園いたしました。 
 以上の結果、入場人員は８万人となり、遊園地事業の売上高は１億５千１百万円、営業損失は３億６千
２百万円となりました。 

[施設賃貸事業] 

施設賃貸事業は、前連結会計年度に賃料の改定があった影響などにより、売上高は９億３千万円、営業
利益は６億５千４百万円となりました。 
  

  

当第１四半期末における総資産は前連結会計年度末に比べ９億７百万円減少し、590億３百万円となり
ました。これは、売上債権の回収により営業未収入金が６億１千２百万円減少したことや、保有株式等の
時価評価額の減少により投資有価証券が１億９千２百万円減少したことが主な要因であります。 
 当第１四半期末における負債は前連結会計年度末に比べ４億１千５百万円減少し、99億８千９百万円と
なりました。これは、商業施設の証拠金２億４千７百万円、損害保険預り金５千７百万円などの増加に対
し、未払法人税等の支払額５億１千７百万円、長期借入金の返済額２億５千万円の支払などによるもので
あります。 
 当第１四半期末における純資産は前連結会計年度末に比べ４億９千１百万円減少し、490億１千４百万
円となりました。これは、四半期純利益１億９千７百万円に対し、前期末配当５億７千２百万円により利
益剰余金が３億７千４百万円減少したことが主な要因であります。 
 以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末の82.6％から83.1％となりました。 
  

  

第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、当第１四半期の業績がおおむね計画通り
推移しており、平成21年２月17日発表の数値から変更はございません。 
  
  

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態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
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該当事項はありません。 
  

  

該当事項はありません。 
  

  

①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月  
  14日  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 
  基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。 
   また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。   
 ②たな卸資産については、従来、主として最終仕入原価法によっておりましたが、当第１四半期 
  連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会  平成18年７月 
  ５日 企業会計基準第９号）が適用されたことに伴い、主として最終仕入原価法（貸借対照表 
  価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 
  この変更による損益への影響はありません。 
 ③所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会 
  計処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成 
  ５年６月17日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する 
  会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 
   企業会計基準適用指針第16号）が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期 
  連結財務諸表から適用することが出来ることになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間 
  からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。 
  また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算 
  定する方法によっております。 
  ただし、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について 
  は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 
  なお、当第１四半期連結会計期間において、この変更による該当事項はありません。   

  

  

  

4. その他
(1) 期中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)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結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
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,990,756 6,880,417

営業未収入金 945,129 1,557,711

有価証券 3,637,236 3,634,996

たな卸資産 56,229 55,261

繰延税金資産 168,010 165,785

その他 121,200 43,808

貸倒引当金 △854 －

流動資産合計 10,917,708 12,337,980

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 19,377,221 19,448,885

建物附属設備（純額） 5,247,807 5,361,599

構築物（純額） 6,645,977 6,750,266

機械装置及び運搬具（純額） 1,710,957 1,776,495

土地 10,262,038 10,262,038

建設仮勘定 1,205,280 204,540

その他（純額） 388,354 401,659

有形固定資産合計 44,837,637 44,205,484

無形固定資産   

ソフトウエア 577,732 634,264

施設利用権 55,556 57,039

その他 12,226 12,226

無形固定資産合計 645,514 703,530

投資その他の資産   

投資有価証券 1,367,559 1,559,721

長期前払費用 202,010 220,427

繰延税金資産 907,184 757,547

その他 125,676 126,427

投資その他の資産合計 2,602,429 2,664,122

固定資産合計 48,085,581 47,573,137

資産合計 59,003,289 59,911,118
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

営業未払金 286,049 347,576

1年内返済予定の長期借入金 1,000,000 1,000,000

未払金 669,911 528,151

未払法人税等 291,978 809,626

未払消費税等 40,769 132,547

賞与引当金 142,490 47,226

その他 639,285 305,826

流動負債合計 3,070,484 3,170,955

固定負債   

長期借入金 3,675,000 3,925,000

長期預り金 1,272,485 1,272,108

退職給付引当金 1,648,369 1,695,970

役員退職慰労引当金 228,851 223,521

その他 93,919 117,399

固定負債合計 6,918,625 7,233,999

負債合計 9,989,109 10,404,954

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,586,297 10,586,297

資本剰余金 6,857,668 6,857,668

利益剰余金 31,795,962 32,170,494

自己株式 △316,302 △312,295

株主資本合計 48,923,626 49,302,165

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 90,553 203,997

評価・換算差額等合計 90,553 203,997

純資産合計 49,014,179 49,506,163

負債純資産合計 59,003,289 59,911,118
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 3,331,938

売上原価 2,587,284

売上総利益 744,654

一般管理費 380,224

営業利益 364,429

営業外収益  

受取利息 8,020

受取配当金 924

その他 3,998

営業外収益合計 12,943

営業外費用  

支払利息 25,790

その他 360

営業外費用合計 26,150

経常利益 351,223

特別利益  

補助金収入 63,500

特別利益合計 63,500

特別損失  

固定資産除却損 51,094

特別損失合計 51,094

税金等調整前四半期純利益 363,628

法人税、住民税及び事業税 239,255

法人税等調整額 △73,294

法人税等合計 165,960

四半期純利益 197,668
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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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31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 363,628

減価償却費 635,975

有形固定資産除却損 39,148

補助金収入 △63,500

貸倒引当金の増減額（△は減少） 854

賞与引当金の増減額（△は減少） 95,263

退職給付引当金の増減額（△は減少） △47,600

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,330

受取利息及び受取配当金 △8,945

支払利息 25,790

売上債権の増減額（△は増加） 612,581

たな卸資産の増減額（△は増加） △968

その他の資産の増減額（△は増加） △1,883

仕入債務の増減額（△は減少） △61,527

未払消費税等の増減額（△は減少） △91,777

長期預り金の増減額（△は減少） 376

その他の負債の増減額（△は減少） 322,343

小計 1,825,090

利息及び配当金の受取額 6,855

利息の支払額 △19,938

法人税等の支払額 △756,903

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,055,104

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 △920,000

定期預金の払戻による収入 60,000

有価証券の取得による支出 △400,000

有価証券の償還による収入 400,000

有形固定資産の取得による支出 △1,238,533

その他 751

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,097,782

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △250,000

自己株式の取得による支出 △4,006

配当金の支払額 △452,976

財務活動によるキャッシュ・フロー △706,983

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,749,660

現金及び現金同等物の期首残高 6,607,417

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,857,756
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当連結会計年度より「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

半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

当第１四半期連結会計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

当第１四半期連結会計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日） 

  

 
  

（注）１. 事業区分の方法：事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 
   ２. 各事業区分に属する主要な内容 
      (1) 競  馬  場  事  業・・・大井競馬場と場外発売所の賃貸事業及び場内サービス事 

                                       業他  
        (2) オートレース場事業・・・伊勢崎オートレース場賃貸事業他  
        (3) 遊 園 地 事 業・・・東京サマーランド事業他  
        (4) 施 設 賃 貸  事 業・・・物流倉庫賃貸事業及び郊外型レストラン賃貸事業他  

  

  

当第１四半期連結会計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

競馬場事業 
（千円）

オートレース
場事業 
（千円）

遊園地事業
（千円）

施設賃貸
事業 

（千円）

計
（千円）

消去 
又は全社 
（千円）

連結
（千円）

売   上   高

（1）外部顧客に対する売 
  上高

2,104,406 144,735 151,914 930,882 3,331,938 - 3,331,938

（2）セグメント間の内部      
890 - - - 890 （890） -

   売上高又は振替高

計 2,105,297 144,735 151,914 930,882 3,332,829 （890） 3,331,938

営業利益又は 
営業損失（△）

300,929 34,004 △ 362,432 654,574 627,075 （262,645） 364,429

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考」

（１） （要約）前四半期連結損益計算書

（単位：百万円）

科 目

前年同四半期

平成20年12月期

第１四半期

金額

Ⅰ 売上高 3,287

Ⅱ 売上原価 2,542

  売上総利益 745

Ⅲ 一般管理費 380

  営業利益 364

Ⅳ 営業外収益 11

1 受取利息 9

2 受取配当金 0

3 その他 0

Ⅴ 営業外費用 33

1 支払利息 31

2 その他 2

  経常利益 342

Ⅵ 特別損失 59

1 会員権評価損 59

税金等調整前四半期純利益 282

法人税、住民税及び事業税 205

法人税等調整額 △ 70

四半期純利益 147
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（２） （要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

前年同四半期

平成20年12月期

第１四半期

区分 金額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

1 税金等調整前四半期純利益 282

2 減価償却費 687

3 会員権評価損 59

4 退職給付引当金の増減額 △ 48

5 役員退職慰労引当金の増減額 △ 26

6 賞与引当金の増減額 95

7 受取利息及び受取配当金 △ 10

8 支払利息 31

9 売上債権の増減額 551

10 たな卸資産の増減額 △ 0

11 仕入債務の増減額 △ 23

12 未払消費税等の増減額 68

13 長期預り金の増減額 0

14 その他 9

小計 1,676

15 利息及び配当金の受取額 10

16 利息の支払額 △ 24

17 法人税等の支払額 △ 854

     営業活動によるキャッシュ・フロー 808

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

1 定期預金の預入による支出 △ 570

2 定期預金の払戻による収入 10

3 有形固定資産の取得による支出 △ 440

4 有形固定資産の売却による収入 0

5 無形固定資産の取得による支出 △ 3

6 有価証券の取得による支出 △ 3

7 その他 △ 0

     投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,007

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

1 長期借入金の返済による支出 △ 250

2 配当金の支払額 △ 342

3 その他 1

     財務活動によるキャッシュ・フロー △ 591

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 △ 790

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 5,831

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 5,040
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（３） セグメント情報

   [事業の種類別セグメント情報]

     前年同四半期 （平成20年12月期 第１四半期）

（単位：百万円）

競馬場事業
オートレース

場事業
遊園地事業

施設賃貸
事業

計
消去 

又は全社
連結

売   上   高

（1）外部顧客に対する 
  売上高

2,064 122 163 937 3,287 ─ 3,287

（2）セグメント間の内部   
0 ─ 0 ─ 0 (0) ─

  売上高又は振替高

計 2,065 122 163 937 3,288 (0) 3,287

営 業 費 用 1,734 113 536 265 2,650 272 2,923

営業利益又は      
営業損失（△）

330 8 △ 373 672 637 （273） 364
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