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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 913 14.5 75 ― 34 ― 32 ―
21年3月期第2四半期 797 ― △55 ― △96 ― △103 ―

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2四半期 1.85 ―
21年3月期第2四半期 △5.89 ―

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2四半期 6,996 3,707 53.0 210.72
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2四半期  3,707百万円 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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

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  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

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2四半期 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2四半期  72,782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2四半期 17,595,073株 21年3月期第2四半期 17,603,970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２四半期(６か月)の売上高は、９億１千３百万円（前年同期売上高７億９千７百万円）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、例年11月に開催されていた「開設記念競輪（ＧⅢ）」が９月に開催されたことが増収の主な要

因です。花月園競輪場は本場開催の日数は前年度と同じで、通常賃貸料収入は対前年５千５百万円増収、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２日減少し、場外賃貸料収入は対前年６百万円の減収、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は、「全日本プロ選手権自転車競技大会記念競輪」の開催及び「開設記念

競輪（ＧⅢ）」の開催日程変更のため対前年９千２百万円の増収となりました。専用場外車券売場（サテライト）は

車券購買単価が多少減少しサテライト全体で対前年２千９百万円の減収となりました。 

営業利益は７千５百万円（前年同期営業損失 ５千５百万円）、経常利益は３千４百万円（前年同期経常損失９千

６百万円）、四半期純利益は、３千２百万円（前年同期純損失 １億３百万円）となりました。 

  

  

当第２四半期会計期間末の総資産額は69億９千６百万円となりました。 

資産につきましては、減価償却費が１億３千７百万円ありましたが、売掛金が１億４千１百万円増加したこと等

により、前事業年度末に比べ２千６百万円増加いたしました。 

負債につきましては、損失補填引当金が７千万円、借入金が３千３百万円減少しましたが、未払金が２千５百万

円、運営受託等の預り金が７千１百万円増加し、前事業年度末とほぼ同額の32億８千９百万円となりました。 

純資産につきましては、四半期純利益等により前事業年度末に比べ３千４百万円増加し、37億７百万円となり、

自己資本比率は53.0％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場合には、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。  

  

  

当社は、施行主体である神奈川県競輪組合と花月園競輪場賃貸借契約を平成22年３月末まで締結しており、当

第２四半期累計期間における当該不動産賃貸借契約関連の売上高は、競輪場・競輪場売店合計で４億６千９百万

円あり、売上高全体の51.4％を占めております。 

当第２四半期会計期間において、厳しい経営状況にある神奈川県競輪組合の経営改善の方策及び今後のあり方

等について専門的な視点から検討を行うため設置された「神奈川県競輪組合あり方検討委員会」の報告書が９月

に提出されました。その報告書の提案として、「神奈川県競輪組合が競輪事業を継続することは、さらなる赤字

を重ねることになり、認められるものではなく、基本的には、競輪事業から撤退する方向で検討せざるを得ない

ものと思われる。中略、特に花月園競輪場での開催は、現在開催業務の受託者であり、施設所有者でもある花月

園観光株式会社の状況等を踏まえれば、早期に廃止する方向で調整を進める必要があろう」と記載されておりま

す。 

この報告により、平成22年４月以降の花月園競輪場賃貸借契約の更新がされない蓋然性が著しく高まり、売上

高の著しい減少及び今後の資金繰り等への影響が懸念されるところとなります。当該状況により、継続企業の前

提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

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

（３）継続企業の前提に関する重要事象等について



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９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 221,618 210,813

売掛金 319,276 177,283

原材料 1,773 1,957

関係会社短期貸付金 30,000 30,000

その他 25,258 19,573

流動資産合計 597,926 439,627

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 3,309,375 3,390,723

構築物（純額） 1,066,308 1,097,153

機械及び装置（純額） 43,366 46,273

車両運搬具（純額） 238 270

工具、器具及び備品（純額） 62,150 65,475

土地 1,526,995 1,526,995

有形固定資産合計 6,008,435 6,126,891

無形固定資産 198,332 214,378

投資その他の資産 192,164 189,724

固定資産合計 6,398,933 6,530,994

資産合計 6,996,859 6,970,622



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９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 4,156 4,439

短期借入金 391,660 －

1年内返済予定の長期借入金 993,800 1,219,000

リース債務 29,840 29,840

未払金 126,021 100,416

未払法人税等 5,406 6,712

未払消費税等 18,169 5,111

前受金 2,886 344

損失補填引当金 70,000 544,000

預り金 109,600 37,760

流動負債合計 1,751,541 1,947,625

固定負債   

長期借入金 816,500 1,016,400

リース債務 144,229 159,149

長期未払金 22,864 22,864

繰延税金負債 27,017 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 33,668 35,750

その他 5,000 5,000

固定負債合計 1,538,061 1,349,807

負債合計 3,289,602 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 2,419,586 2,386,949

自己株式 △9,411 △9,129

株主資本合計 3,693,124 3,660,769

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 14,131 12,418

評価・換算差額等合計 14,131 12,418

純資産合計 3,707,256 3,673,188

負債純資産合計 6,996,859 6,970,622



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 797,793 913,355

売上原価 586,646 589,238

売上総利益 211,146 324,116

販売費及び一般管理費 266,583 248,171

営業利益又は営業損失（△） △55,436 75,944

営業外収益   

受取利息 1,671 752

受取配当金 2,794 1,113

負ののれん償却額 2,082 2,082

その他 915 1,111

営業外収益合計 7,465 5,059

営業外費用   

支払利息 47,965 45,995

その他 249 249

営業外費用合計 48,215 46,244

経常利益又は経常損失（△） △96,187 34,759

特別損失   

固定資産除却損 5,977 643

特別損失合計 5,977 643

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △102,165 34,115

法人税、住民税及び事業税 1,479 1,479

法人税等合計 1,479 1,479

四半期純利益又は四半期純損失（△） △103,644 32,636



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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又は税引前四半期純損失
（△）

△102,165 34,115

減価償却費 140,569 137,124

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 1,607 1,607

負ののれん償却額 △2,082 △2,082

受取利息及び受取配当金 △4,466 △1,865

支払利息 47,965 45,995

売上債権の増減額（△は増加） △72,897 △141,992

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,272 184

仕入債務の増減額（△は減少） △9,306 △282

未払消費税等の増減額（△は減少） 3,542 13,058

預り金の増減額（△は減少） 89,392 71,819

その他 △3,857 28,955

小計 93,693 116,692

利息及び配当金の受取額 4,522 2,224

利息の支払額 △49,022 △46,426

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 47,825 69,532

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 △42,574 △4,036

担保定期預金の預入による支出 △50,000 －

その他 － 180

投資活動によるキャッシュ・フロー 41,437 △3,856

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） △274,000 391,660

長期借入れによる収入 618,000 －

長期借入金の返済による支出 △369,220 △425,100

割賦債務の返済による支出 △6,228 △6,228

リース債務の返済による支出 － △14,920

自己株式の取得による支出 △375 △281

財務活動によるキャッシュ・フロー △31,824 △54,871

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 57,438 10,805

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 177,653 171,618



当社は、施行主体である神奈川県競輪組合と花月園競輪場賃貸借契約を平成22年３月末まで締結しており、当

第２四半期累計期間における当該不動産賃貸借契約関連の売上高は、競輪場・競輪場売店合計で469,331千円あ

り、売上高全体の51.4％を占めております。 

当第２四半期会計期間において、「神奈川県競輪組合あり方検討委員会」の報告では、神奈川県競輪組合は、

競輪事業から撤退する方向で検討せざるを得ない、特に花月園競輪場での開催については早期に廃止する方向で

調整を進める必要があろうと報告されております。 

この報告により、平成22年４月以降の花月園競輪場賃貸借契約の更新がされない蓋然性が著しく高まり、売上

高の著しい減少及び今後の資金繰り等への影響が懸念されるところとなります。当該状況により、継続企業の前

提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

当社は、当該状況を解消し又は改善すべく、上記のあり方検討委員会の報告の公表をもとに、競輪廃止時には

競輪場の施設及び当社所有地を有効活用する必要性から59年間にわたって神奈川県から賃借している県有敷地

（底地部分）の払下げ申請に関する事前指導の願い書を神奈川県に提出いたしました。さらに、新規サテライト

の開設及び受託業務の獲得、全社ベースで費用の削減に取り組んでおります。また、主力金融機関との間で、必

要資金の融資についても協議しております。 

しかし、これらの対応策を関係者との協議を行いながら進めている途上であるため、現時点では継続企業の前

提に関する重要な不確実性が認められます。 

なお、四半期財務諸表は継続企業の前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響

を四半期財務諸表に反映しておりません。 

  

 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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