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    当第１四半期は、世界的な景気後退の影響を受け、企業業績の悪化による雇用・所得等の先行きに対する不安が
高まるなか、個人消費の低迷が続く厳しい事業環境が続きました。こうした厳しい事業環境ではありましたが、主

力のアミューズメント施設運営事業では昨年度開設の18ヵ店分が売上に寄与したことにより4年連続となる第１四半
期期間の増収を達成したほか、施設設計・施工事業での大型案件受注などから、売上高は6,898百万円（前年同四半
期比1,527百万円増・＋28.4%）と前年同期間の売上を上回りました。 

    また営業利益につきましても、アミューズメント施設運営事業での既存店の対前年比売上は軟調傾向で推移した
ものの、各種コスト削減や過年度の新店開設による償却負担や経費が減少したこと、更には施設設計・施工事業の

伸張等により、368百万円（同252百万円増・＋217.6％）と増益となりました。また経常利益におきましても328百
万円（同254百万円増・＋345.0％）と増益となりました。 

    純利益に関しましても、一部のアミューズメント機器資産の減損処理を実施致しましたが、150百万円（同136百
万円増・＋975.6％）と増益となりました。 

  
 セグメント別の業績の概要は以下のとおりとなります。 
  
【アミューズメント施設運営事業】 

    当社の主力事業でありますアミューズメント施設運営事業におきましては、昨年度開設の18ヵ店の新店を含む、
既存店舗の市場競争力の強化を徹底し、業界不況をチャンスと捉えた積極的なマーケットシェアの獲得戦略を全社

一丸となって推進致しました。 
  

    特に重要課題と位置づけております「サービス（接客力＋提案力）」のソフト面での強化につきましては、これ
までの顧客層だけではなく、新たな顧客層を呼び込めるサービスを実現するため、引き続きアルバイトスタッフも

含めた体系的な接客研修を実施したほか、個店毎の客層・ニーズを踏まえた店内環境の改善にも取り組みました。

この「店舗環境改善プロジェクト」では、過去のお客様アンケートの経験を活かし、より迅速な改善を実現するべ

く考案した、従業員自らが積極的にアプローチして改善意見を吸い上げる「お客様ボイスカード」の導入や、業界

の懸案課題の一つでもあった店内の「禁煙・分煙」にも取り組むなど、これからのアミューズメント業界で不可欠

な、多種多様・老若男女すべてのお客様が求める細やかなニーズに応えられるサービス力強化に努めております。 
    こうした上記ソフト面の強化により、個店毎の来店客数は前年同月を上回り続けましたが、先行きの不透明感に
よるお客さまの生活防衛意識の更なる高まりから客単価の減少傾向も続いており、既存店の対前年比売上では90％
を割り込む厳しい結果となりました。 
   
●既存店売上前年比推移 

  
    一方、収益面におきましては、過年度より推進しております効率的な店舗運営を軸としたコスト削減を一層進め
た上、過年度の新店開設による償却負担の軽減や初期投資経費が発生しなかったことから、利益額は昨年同期を上

回りました。 
    以上の結果、売上高 4,836百万円（前年同四半期比＋0.7％）・事業部営業利益236百万円（同＋0.9％）となり
ました。 

    なお、平成21年5月13日付「アドアーズ株式会社と株式会社ネクストジャパンホールディングスとの資本・業務提
携に関するお知らせ」で開示しましたとおり、同社とは、これまで蓄積してきたノウハウ及び経営資源の相互活用

による高い相乗効果創出を目標に、新業態の開発や更なるコスト削減施策を研究しております。 
  
※当期間における出退店はありません 

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

  
  平成21年3月期第１四半期     

（実績） 
  平成22年3月期第１四半期     

（実績） 
前第１四半期比 

売上高  4,802百万円 4,836百万円 ＋0.7％ 
（事業部）営業利益 234百万円 236百万円 ＋0.9％ 

4月 5月 6月 

88.0％ 88.0％ 85.7％ 
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【施設設計・施工事業】 

    施設設計・施工事業におきましては、得意としてまいりました中・大型ホールの内外装工事を複数受注した他、
各種飲食関連および娯楽施設等への積極的な営業活動により安定した実績を上げております。また、昨年度末に受

注した当社過去最大の大型物件の一部売上寄与もあり、売上高1,734百万円（前年同四半期比＋394.4％）・事業部
営業利益260百万円（同＋390.6％）と増収・増益になりました。 

  
  

【パチスロ機・周辺機器レンタル事業】 

    パチスロ機・周辺機器レンタル事業におきましては、過年度に締結しているパチスロ機周辺機器レンタル契約の
回収が概ね計画通りに推移した結果、売上高79百万円（前年同四半期比△20.9%）・事業部営業利益15百万円（同
△21.1％）となりました。 

  
【不動産・その他事業】 

    不動産・その他事業におきましては、昨年度の譲受物件を含む管理不動産物件の入居率が概ね計画通り推移した
ことに加え、各種テナントリーシングによる効率的な不動産活用などから、売上高は247百万円（前年同四半期比＋
111.1％）・事業部営業利益44百万円となりました。なお、当期間における不動産の売却はございません。 

  
  なお、(事業別)営業利益とは、間接部門等の控除前利益を指しております。 
  

①資産、負債、純資産の状況 
 当第1四半期末の資産につきましては、前事業年度末に比べて317百万円増の32,357百万円となりました。これは
主として設備投資等の投資抑制及び税金等の支払が減少したことにより現金及び預金等が増加したことによるもの

です。 
 負債につきましては、前事業年度末に比べて423百万円増の21,749百万円となりました。これは主として社債が
償還により減少したものの支払手形が増加したことによるものです。 
 純資産につきましては、前事業年度末に比べて106百万円減の10,607百万円となりました。これは主として当期
純利益は増加したものの前事業年度に係る配当金支払の影響によるものであります。 

    
  ②キャッシュ・フローの状況 

 当第1四半期における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期より1,574百万円多い2,210百万円の
現金及び現金同等物の獲得となりました。これは主として当期利益及び仕入債務の増加によるものであります。 
 投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期より1,852百万円少ない160百万円の使用となりました。こ
れは主として投資の抑制により有形固定資産の取得による支出が減少したことによるものであります。 
 財務活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期より981百万円少ない814百万円の資金の使用となりました。
これは主として長期借入金の借入圧縮によるものであります。 
 これら活動の結果、現金及び現金同等物の当第1四半期末残高は、前年同四半期末残高より1,308百万円減少し、
2,955百万円となりました。 

  
  平成21年3月期第１四半期     

（実績） 
  平成22年3月期第１四半期      

（実績） 
前第１四半期比 

売上高 350百万円  1,734百万円 ＋394.4％ 
（事業部）営業利益 53百万円 260百万円 ＋390.6％ 

  
平成21年3月期第１四半期 

（実績） 
平成22年3月期第１四半期 

（実績） 
前第１四半期比 

売上高  100百万円  79百万円 △20.9％ 
（事業部）営業利益 19百万円 15百万円 △21.1％ 

  
平成21年3月期第１四半期  

（実績） 
平成22年3月期第１四半期 

（実績） 
前第１四半期比 

売上高  117百万円  247百万円  ＋111.1％ 
（事業部）営業利益 △3百万円 44百万円 － 

２．財政状態に関する定性的情報
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    第１四半期につきましては前述の通り、厳しい事業環境の中、主力のアミューズメント施設運営事業で概ね計画
通りに推移したことや、施設設計・施工事業の前倒し受注、更にはコスト削減効果などで、売上・利益ともに前年

度・計画ともに上回ることができました。 
    7月～8月のアミューズメント施設運営事業におきましても、人気キャラクターとのタイアップ企画「夏のヤッタ
ーマンキャンペーン」によるライトユーザーの来店を促す全店イベントの実施や、各店のメダルゲームの大当たり

上位者を一堂に介してアドアーズNo.1プレイヤーを競いあっていただく「メダルファンタジアカップ」の開催な
ど、ミドル～コア層も満足いただけるイベントなど、当社ならではの提案力で、業界のピンチをチャンスと捉えた

マーケットシェア獲得戦略を加速させております。 
  

    一方、個人所得や雇用環境など個人消費の回復はまだまだ先行き不透明感も多いことなど、依然として予断を許
さない状況に変わりはないことから、売上高の予想につきましては第2四半期累計期間・通期ともに据え置きと致し
ます。 

    また利益面におきましても、市況の悪化リスクなどを鑑み、第2四半期累計期間および通期における営業利益・経常
利益・当期（第2四半期累計期間）純利益の予想につきましても修正はございません。  

  
    なお、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づくものであるため、実際の業績は、今後様々な要因に
よって予想値と異なる可能性があります。 

  

３．業績予想に関する定性的情報
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①一般債権の貸倒見積高の算定については、貸倒実績率等が、前事業年度末に算定したものと著しい変動がな

いため、前事業年度決算において算定した貸倒実績率等を用いて一般債権の貸倒見積高を算定しております。

②棚卸資産の評価方法については、当第１四半期会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略

し前事業年度に係る実地棚卸高に継続記録を加味する方法により棚卸高を算出しております。 
③税金費用の計算については、当第１四半期会計期間を含む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、税引前四半期当期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しておりま

す。 

  

 完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 
 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、請負金額10億円以上かつ工期１年以上の工事については
工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関する会計基

準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基
準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期会計期間より適用し、当第１四半期会計期間に着手し
た工事契約から当第１四半期会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工

事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しており

ます。 
 これにより、売上高は800百万円増加し、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益は、それぞれ156百万
円増加しております。 

  
  

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
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 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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(1）生産実績 
 当社は、生産活動を行っておりませんので該当事項はありません。 

(2）商品等仕入実績 

 （注）１．金額は仕入価格によっております。 
２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3）業務用固定資産購入実績 

 （注）１．金額は購入価格によっております。 
２．上記金額は、固定資産に計上した金額であります。 
３．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

(4）受注状況 
 該当事項はありません。 

(5）販売実績 
 当第１四半期会計期間の販売実績を事業ごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１. 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
 （注）２．前第１四半期会計期間及び当第１四半期会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総

販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

  
  

  

６．その他の情報

品目 
当第１四半期会計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

前年同四半期比（％）

貯蔵品（千円）  659,397  92.4

合計（千円）  659,397  92.4

品目 
当第１四半期会計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

前年同四半期比（％）

店舗施設用アミューズメント機器

（千円） 
 408,799  31.2

合計（千円）  408,799  31.2

事業別 
当第１四半期連結会計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

前年同四半期比（％）

アミューズメント施設運営事業（千円）  4,836,987  100.7

施設設計・施工事業（千円）  1,734,503  494.4

パチスロ機・周辺機器レンタル事業（千円）  79,387  79.1

不動産・その他事業（千円）   247,331  211.1

合計（千円）  6,898,210  128.4

相手先

前第１四半期会計期間
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

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

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

株式会社ガイア・ビルド          －          － 904,133 13.1 
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