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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 423 12.9 12 ― △6 ― △8 ―
21年3月期第1四半期 374 ― △30 ― △48 ― △55 ―

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

22年3月期第1四半期 △0.46 ―
21年3月期第1四半期 △3.12 ―

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

22年3月期第1四半期 6,905 3,670 53.2 208.64
21年3月期 6,970 3,673 52.7 208.74

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  3,670百万円 21年3月期  3,673百万円

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

21年3月期 ― ― ― 0.00 0.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
― ― 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22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

955 19.7 78 ― 34 ― 32 ― 1.82

通期 1,708 3.9 25 ― △69 ― △72 ― △4.09



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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４.その他をご覧ください。 

(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） 

(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 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 17,666,000株 21年3月期  17,666,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  71,382株 21年3月期  68,656株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 17,644,484株 21年3月期第1四半期 17,605,486株

※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、
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。 



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

は主に、平成21年５月に花月園競輪場で開催した「全日本プロ選手権自転車競技大会記念競輪」の賃貸料収入が６千

３百万円あったことが要因です。花月園競輪場は本場開催の日数が５日増加し、通常賃貸料収入は対前年４千万円の

増収、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は６日減少し、場外賃貸料収入は対前年１千４百万円

の減収、当場の競輪開催の車券を他場で発売する場間場外賃貸料収入は、「全日本プロ選手権自転車競技大会記念競

輪」開催のため対前年３千４百万円の増収となりました。専用場外車券売場（サテライト）は車券購買単価が減少し

サテライト全体で対前年１千６百万円の減収となりました。 

営業利益は1千２百万円（前年同期営業損失３千万円）、経常損失は６百万円（前年同期経常損失 ４千８百万

円）、四半期純損失は、８百万円（前年同期四半期純損失 ５千５百万円）となりました。 

  

  

当第１四半期会計期間末の総資産額は69億５百万円となりました。 

資産につきましては、減価償却費が６千８百万円あったこと等により、前事業年度末に比べ６千５百万円減少い

たしました。 

負債につきましては、損失補填引当金が７千万円減少したこと等により、前事業年度末に比べ６千２百万円減少

し32億３千４百万円となりました。 

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２百万円減少し、36億７千万円となり、自己

資本比率は53.2％となりました。 

  

  

業績予想につきましては、前回（平成21年５月13日発表）の予想値から変更しておりません。 

  

  

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。 

  

該当事項はありません。  

  

  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報

３．業績予想に関する定性的情報

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

（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



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21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 192,200 210,813

売掛金 181,067 177,283

原材料 2,665 1,957

関係会社短期貸付金 30,000 30,000

その他 23,842 19,573

流動資産合計 429,776 439,627

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 3,351,805 3,390,723

構築物（純額） 1,081,730 1,097,153

機械及び装置（純額） 44,819 46,273

車両運搬具（純額） 254 270

工具、器具及び備品（純額） 64,064 65,475

土地 1,526,995 1,526,995

有形固定資産合計 6,069,670 6,126,891

無形固定資産 206,349 214,378

投資その他の資産 199,638 189,724

固定資産合計 6,475,658 6,530,994

資産合計 6,905,435 6,970,622



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,879 4,439

短期借入金 150,000 －

1年内返済予定の長期借入金 1,131,400 1,219,000

リース債務 29,840 29,840

未払金 104,175 100,416

未払法人税等 3,294 6,712

未払消費税等 11,474 5,111

前受金 5,091 344

損失補填引当金 70,000 544,000

預り金 75,969 37,760

流動負債合計 1,585,125 1,947,625

固定負債   

長期借入金 916,450 1,016,400

リース債務 151,689 159,149

長期未払金 22,864 22,864

繰延税金負債 29,898 25,861

退職給付引当金 84,781 84,781

損失補填引当金 404,000 －

負ののれん 34,709 35,750

その他 5,000 5,000

固定負債合計 1,649,393 1,349,807

負債合計 3,234,519 3,297,433

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 2,378,863 2,386,949

自己株式 △9,297 △9,129

株主資本合計 3,652,515 3,660,769

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 18,399 12,418

評価・換算差額等合計 18,399 12,418

純資産合計 3,670,915 3,673,188

負債純資産合計 6,905,435 6,970,622



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 374,839 423,206

売上原価 269,052 286,518

売上総利益 105,786 136,687

販売費及び一般管理費 136,494 124,367

営業利益又は営業損失（△） △30,708 12,320

営業外収益   

受取利息 1,654 373

受取配当金 2,794 1,113

負ののれん償却額 1,041 1,041

その他 811 989

営業外収益合計 6,302 3,517

営業外費用   

支払利息 24,323 22,415

その他 124 124

営業外費用合計 24,448 22,540

経常損失（△） △48,854 △6,703

特別損失   

固定資産除却損 5,408 643

特別損失合計 5,408 643

税引前四半期純損失（△） △54,262 △7,346

法人税、住民税及び事業税 739 739

法人税等合計 739 739

四半期純損失（△） △55,001 △8,086



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △54,262 △7,346

減価償却費 68,498 68,551

損失補填引当金の増減額（△は減少） － △70,000

有形固定資産除却損 4,119 54

のれん償却額 803 803

負ののれん償却額 △1,041 △1,041

受取利息及び受取配当金 △4,448 △1,486

支払利息 24,323 22,415

売上債権の増減額（△は増加） △26,837 △3,783

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,071 △708

仕入債務の増減額（△は減少） △10,501 △559

未払消費税等の増減額（△は減少） 3,867 6,362

預り金の増減額（△は減少） 44,491 38,209

その他 24,194 6,940

小計 74,279 58,411

利息及び配当金の受取額 3,964 1,849

利息の支払額 △25,005 △22,120

法人税等の支払額 △1,368 △2,958

営業活動によるキャッシュ・フロー 51,870 35,182

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 △4,036

その他 － △20

投資活動によるキャッシュ・フロー 96,432 △4,056

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） △263,500 150,000

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 △187,550

割賦債務の返済による支出 △4,561 △4,561

リース債務の返済による支出 － △7,460

自己株式の取得による支出 △23 △167

財務活動によるキャッシュ・フロー △9,714 △49,739

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 138,587 △18,613

現金及び現金同等物の期首残高 119,253 160,813

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 258,802 142,200



 該当事項はありません。 

  

 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）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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