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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第3四半期 1,271 △0.7 40 ― △22 ― △301 ―
21年3月期第3四半期 1,279 ― △2 ― △65 ― △73 ―

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3四半期 △17.14 ―
21年3月期第3四半期 △4.18 ―

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3四半期 6,583 3,370 51.2 191.60
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3四半期  3,370百万円 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  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 1,628 △0.9 3 ― △81 ― △361 ― △20.52



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3四半期 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3四半期  72,835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3四半期 17,594,511株 21年3月期第3四半期 17,602,837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．平成21年５月13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に係る業績予想の具体的修正内容は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３.業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 



当第３四半期(９か月)の売上高は12億７千１百万円（前年同期売上高12億７千９百万円）となりました。花月園

競輪場は平成21年５月に開催した「全日本プロ選手権自転車競技大会記念競輪」があったことにより本場開催の日数

が２日増加し、通常賃貸料収入は対前年１千５百万円増収、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

収入は対前年３千３百万円の増収となりました。しかしながら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５日減少し、場外賃貸料収入は対前年１千２百万円の減収となりました。専用場外車券売場（サテライト）は車

券購買単価が減少し、サテライト全体の売上高は対前年４千万円の減収となりました。 

特別損益としては、花月園競輪を施行する神奈川県競輪組合が、平成21年12月１日に本年度末を以て花月園競輪

場から撤退することを正式発表したことにより、平成22年４月以降の競輪場賃貸料収入・売店収入等が見込めない状

況となり、当第３四半期において競輪場関連の機械装置・器具備品・リース資産等２億７千４百万円を減損損失とし

て特別損失に計上すると共に、事業規模に適合した要員・組織の適正化を図るため実施した希望退職者募集等により

発生した割増退職金１千６百万円を特別損失に計上いたしました。 

また、前事業年度に特別損失として計上した神奈川県競輪組合に対する損失補填引当金に関し、12月に神奈川県

競輪組合の決算が確定したことに伴い、その差額１千４百万円を特別利益に戻入益として計上いたしました。 

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

千５百万円）、四半期純損失は３億１百万円（前年同期四半期純損失７千３百万円）となりました。 

  

  

当第３四半期会計期間末の総資産額は65億８千３百万円となりました。 

資産につきましては、売掛金が４千６百万円増加しましたが、減価償却費が２億５百万円、花月園競輪廃止に伴

う減損損失２億７千４百万円があったこと等により、前事業年度末に比べ３億８千７百万円減少いたしました。 

負債につきましては、借入金が１億３千万円、損失補填引当金が７千万円（残額は債務確定後未払金に科目変

更）、リース債務が２千２百万円減少しましたが、神奈川県競輪組合の業務受託預り金５千２百万円の増加、競輪場

地代未払金５千１百万円、希望退職者募集等による未払金１千６百万円、減損によるリース未払金１千７百万円が発

生したこと等により前事業年度末に比べ８千４百万円減少いたしました。 

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３億２百万円減少し、33億７千万円となり、

自己資本比率は51.2％となりました。 

  

  

平成21年５月13日に公表いたしました業績予想ついて本資料において修正しております。 

詳細につきましては、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

  

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。  

  

  

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



厳しい経営状況にあり、経営改善の方策及び今後のあり方等を検討しておりました花月園競輪を施行する神奈

川県競輪組合（構成団体：神奈川県、横浜市、横須賀市）は、平成21年12月１日に本年度末を以て花月園競輪場

から撤退することを正式に発表いたしました。 

この撤退により、平成22年４月以降、競輪施行者と60年にわたり締結して参りました花月園競輪場の施設賃貸

借契約が更新されず、競輪場賃貸料収入、場内の飲食売店収入が見込めず、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、廃止に伴う営業補償の交渉、競輪場の施設及び当社所有地売却の

検討を行なっております。また、60年間にわたって神奈川県から賃借している県有地の借地権認定のため、照会

の文書を弁護士の意見書、不動産鑑定士の鑑定評価書と共に神奈川県に提出いたしました。さらに、全社ベース

で費用の削減に取り組むための希望退職者の募集、不採算部門の業務改善、新規サテライトの開設及び受託業務

の獲得を推し進めて参ります。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。 

（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３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 232,342 210,813

売掛金 223,580 177,283

原材料 1,864 1,957

関係会社短期貸付金 30,000 30,000

その他 25,564 19,573

流動資産合計 513,352 439,627

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 3,268,492 3,390,723

構築物（純額） 1,050,772 1,097,153

機械及び装置（純額） 82 46,273

車両運搬具（純額） 161 270

工具、器具及び備品（純額） 3,658 65,475

土地 1,526,995 1,526,995

有形固定資産合計 5,850,163 6,126,891

無形固定資産 31,677 214,378

投資その他の資産 188,407 189,724

固定資産合計 6,070,248 6,530,994

資産合計 6,583,600 6,970,622



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 4,112 4,439

短期借入金 479,150 －

1年内返済予定の長期借入金 906,200 1,219,000

リース債務 29,840 29,840

未払金 237,464 100,416

未払法人税等 7,113 6,712

未払消費税等 19,372 5,111

前受金 718 344

損失補填引当金 － 544,000

預り金 99,397 37,760

流動負債合計 1,783,369 1,947,625

固定負債   

長期借入金 719,550 1,016,400

リース債務 136,769 159,149

長期未払金 425,020 22,864

繰延税金負債 25,554 25,861

退職給付引当金 84,781 84,781

負ののれん 32,627 35,750

その他 5,000 5,000

固定負債合計 1,429,302 1,349,807

負債合計 3,212,671 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 2,085,431 2,386,949

自己株式 △9,415 △9,129

株主資本合計 3,358,965 3,660,769

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11,963 12,418

評価・換算差額等合計 11,963 12,418

純資産合計 3,370,928 3,673,188

負債純資産合計 6,583,600 6,970,622



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 1,279,856 1,271,394

売上原価 884,126 860,263

売上総利益 395,730 411,131

販売費及び一般管理費 397,902 370,160

営業利益又は営業損失（△） △2,172 40,970

営業外収益   

受取利息 1,703 1,128

受取配当金 3,253 1,548

負ののれん償却額 3,123 3,123

その他 1,335 1,302

営業外収益合計 9,416 7,103

営業外費用   

支払利息 72,057 70,034

その他 372 374

営業外費用合計 72,430 70,408

経常損失（△） △65,186 △22,334

特別利益   

損失補填引当金戻入額 － 14,038

特別利益合計 － 14,038

特別損失   

固定資産除却損 6,257 643

減損損失 － 274,299

割増退職金 － 16,060

特別損失合計 6,257 291,002

税引前四半期純損失（△） △71,443 △299,299

法人税、住民税及び事業税 2,218 2,218

法人税等合計 2,218 2,218

四半期純損失（△） △73,661 △301,518



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 △299,299

減価償却費 209,637 205,736

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 4,275 54

のれん償却額 2,411 2,411

負ののれん償却額 △3,123 △3,123

減損損失 － 274,299

割増退職金 － 16,060

受取利息及び受取配当金 △4,957 △2,677

支払利息 72,057 70,034

売上債権の増減額（△は増加） △8,198 △46,297

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,481 92

仕入債務の増減額（△は減少） △9,478 △327

未払消費税等の増減額（△は減少） 8,241 14,261

預り金の増減額（△は減少） 59,773 61,637

その他 12,230 34,276

小計 272,907 257,138

利息及び配当金の受取額 4,974 3,002

利息の支払額 △70,232 △70,812

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 206,281 186,370

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 △5,626

担保定期預金の預入による支出 △50,000 －

その他 148 180

投資活動によるキャッシュ・フロー 6,130 △5,446

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） △369,500 479,150

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 △609,650

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 － △22,380

自己株式の取得による支出 △436 △286

財務活動によるキャッシュ・フロー △213,395 △159,395

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △983 21,528

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 119,231 182,342



花月園競輪を施行する神奈川県競輪組合（構成団体：神奈川県、横浜市、横須賀市）は、平成21年12月１日に

本年度末を以て花月園競輪場から撤退することを正式に発表いたしました。 

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３四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611,389千円あ

り、売上高全体の48.1％を占めております。 

この撤退により、平成22年４月以降、当社と神奈川県競輪組合との間の花月園競輪場施設賃貸借契約は更新さ

れず、競輪場賃貸料収入、場内の飲食売店収入が見込めない状況となり、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、廃止に伴う営業補償の交渉、競輪場の施設及び当社所有地売却の

検討を行なっております。また、60年間にわたって神奈川県から賃借している県有地の借地権認定のため、照会

の文書を弁護士の意見書、不動産鑑定士の鑑定評価書と共に神奈川県に提出いたしました。さらに、全社ベース

で費用の削減に取り組むための希望退職者の募集、不採算部門の業務改善、新規サテライトの開設及び受託業務

の獲得を推し進めて参ります。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を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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