
  

１．平成23年3月期第１四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年6月30日） 

  

  

（２）財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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（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 ％ 

23年3月期第１四半期  5,788  △16.1  159  △56.7  109  △66.7  33  △77.7

22年3月期第１四半期  6,898  28.4  368  217.6  328  345.0  150  975.6

  
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 

23年3月期第１四半期  0  32 ―      

22年3月期第１四半期  3  34 ―      

  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 

23年3月期第１四半期  30,915  11,845  38.3  112  24

22年3月期  33,304  12,177  36.6  230  77

（参考）自己資本 23年3月期第１四半期 11,845百万円 22年3月期 12,177百万円

  
年間配当金

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 

22年3月期 ―      ―     ―     7 00  7  00

23年3月期 ―      

23年3月期（予想） ―     ―     3 50  3  50

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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）  12,500  △8.8  800  △2.8  650  △10.4  150  △57.5  1  42

通期  27,000  3.7  1,500  76.8  1,200  88.2  400  47.9  3  79



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．４「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有                  

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（３）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

  この四半期報告書の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続を実施中です。 

  

※  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。 

  2. 平成22年5月1日付をもって1株を2株に株式分割しております。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期１Ｑ 109,557,592株 22年3月期 54,778,796株

②  期末自己株式数 23年3月期１Ｑ 4,018,196株 22年3月期 2,008,344株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期１Ｑ 105,540,527株 22年3月期１Ｑ 45,172,762株
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（１）経営成績に関する定性的情報 

    当第１四半期は、輸出を中心に景気の持ち直しが一部見られたものの、その外需もソブリンリスクや円高などによる

先行きの不安感もあり、国内経済ならびに雇用環境の本格的な改善には至らず、ひいては個人消費の低迷が続く厳し

い事業環境でありました。 

  こうした事業環境下ではありましたが、主力のアミューズメント施設運営事業では各種集客施策により、昨年一年間

続いた既存店売上の落ち込みにも下げ止まりが垣間見られたほか、レンタル事業ならびに不動産事業も安定した売上

を確保致しました。一方、設計・施工事業において昨年同期間の売上に大きく寄与した大型新築物件等の特需が無か

ったことから、全社売上高につきましては5,788百万円（前年同四半期比1,110百万円減・△16.1%）と減収となりまし

た。 

   

また営業利益につきましては、アミューズメント施設運営事業での既存店の落ち込みに加え、昨年度末に戦略的投

資として導入した新機種の償却負担増の影響、更には上記の設計・施工事業の売上減に伴う利益減（事業部営業利益

換算188百万円減）などにより、各種コスト削減に努めたものの、159百万円（同208百万円減・△56.7%）となりまし

た。また経常利益面におきましても、109百万円（同218百万円減・△66.7％）となりました。 

純利益に関しましても、資産除去債務の会計基準の適用などにより特別損失56百万円計上した結果、33百万円（同

117百万円減・△77.7％）と減益となりました。 

  

 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、昨年度から継続しております業界不況を

チャンスととらえたマーケットシェア獲得戦略を一層推進致しました。一方、新規顧客の獲得が中心でありました昨年

度までの戦略を革新させ、当期はこれらの新規顧客層をいかにコア顧客へと導くかを重視しております。 

特に資本業務提携先である株式会社ネクストジャパンホールディングスの強みである、新規顧客・ライトユーザーに

高い人気を誇るプライズ・プリクラゲームの運営ノウハウを自社展開へと昇華させながら、如何に当社の強みであるメ

ダル運営ノウハウとダイレクトマーケティングに基づいた各種施策を有機的に絡めるかを研究・実施しております。 

その上で、初心者からコアユーザーまで幅広い層に楽しんでいただける次世代アミューズメント施設を目指し、

「（接客力＋提案力＋アプローチ）×おもてなしの心」を機軸とした、他余暇産業にも太刀打ちできるサービス力の強

化と居心地の良い店内環境への改善に取り組んでおります。またこうしたお客様の機微を充足すべく、エリアマネージ

ャー体制をより細かく変更し、地域性をふまえた肌理細やかな個店毎改善・運営を進めはじめました。 

  

こうした上記ソフト面の強化により、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いるほか、サッカーのワールドカップ等の国民的余暇等

も重なり、既存店売上は前年推移を下回りました。さらに昨年度閉店した2ヵ店分の売上減少もあり、売上高は4,661百

万円（前年同四半期比△3.6％）と減収となりました。 

また利益面におきましても、昨年度末に戦略的投資として導入した新機種の償却負担・導入に伴う初期経費などか

ら、事業部営業利益191百万円（同△19.1％）と減益となりました。 

  

●既存店売上前年推移 

  

なお、平成22年6月25日付「マカオにおける当社子会社設立に関するお知らせ」で開示しましたとおり、海外進出を

目的に、マカオにて子会社の設立手続きを進めております。 

当社の前身である株式会社シグマ時代から40年間変わらず追い求め続けた、大人の社交場としての上質な雰囲気づく

りとハイエンド層向けの高いホスピタリティ、その上で近年培ってきた幅広い年齢層に対応するサービス力を活かすこ

とで、これまでのマカオの魅力を求めるハイエンド層からこれから増えていくライトユーザー層まで対応できるアミュ

ーズメント施設の開発・サービスの提供を図るものです。 

１．当四半期の業績等に関する定性的情報

  
平成22年度第１四半期  

（実績） 

平成23年度第１四半期 

（実績） 
前第１四半期比 

売上高  4,836百万円 4,661百万円 △3.6％ 

（事業部）営業利益 236百万円 191百万円 △19.1％ 

4月 5月 6月 

99.2％ 96.4％ 95.9％ 
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なお、マカオ地区への進出にあたりまして、大手カジノホテルと併設展開の調整をしておりますが、これは複合化に

よる集客シナジーによる早期安定化だけでなく、カジノ運営そのもののノウハウやマーケティング機会を得ることによ

り、国内アミューズメント施設での当社ならではの新業態展開やコアユーザー向けのイベント企画につなげていくこと

を目標としております。 

※当期間における出退店はありません。 

  

 【設計・施工事業】 

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おおむね計画通りの安定した実績を上げております。一方、昨年同

期間と比較した場合、大型の新築物件等の特需が無かったことから、売上高は795百万円（前年同四半期比

△54.1％）・事業部営業利益71百万円（同△72.7％）と減収・減益となりました。 

  

   【レンタル事業】 

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71百万円（前年同四半期比△9.9%）・事業部営業利益13百万円（同△13.3％）となりました。 

  

   【不動産事業】 

不動産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260百万円（前年同四半期比＋5.2％）・事業部

営業利益52百万円（同＋18.2%）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、(事業部)営業利益とは、間接部門等費用の控除前利益を指しております。  

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

  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2,389百万円減の30,915百万円となりました。これは

主として現金及び預金・完成工事未収入金等が減少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2,057百万円減の19,070百万円となりました。これは主として支払

手形・長期借入金が減少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332百万円減の11,845百万円となりました。これは主として前事

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 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、156百万円の資金の使用（前年同四半期は2,210百万円の獲得）となりま

した。これは主として仕入債務の減少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、84百万円の資金の使用（前年同四半期は160百万円の使用）となりまし

た。これは主として有形固定資産の取得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、1,262百万円の資金の使用（前年同四半期は814百万円の使用）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。これらの活動の結果、現金及び現金同等物の

当第1四半期末残高は5,465百万円（前年同四半期は2,955百万円）となりました。 

  
平成22年度第１四半期 

（実績） 

平成23年度第１四半期 

（実績） 
前第１四半期比 

売上高  1,734百万円  795百万円 △54.1％ 

（事業部）営業利益 260百万円 71百万円 △72.7％ 

  
平成22年度第１四半期 

（実績） 

平成23年度第１四半期 

（実績） 
前第１四半期比 

売上高  79百万円  71百万円 △9.9％ 

（事業部）営業利益 15百万円 13百万円 △13.3％ 

  
平成22年度第１四半期 

（実績） 

平成23年度第１四半期 

（実績） 
前第１四半期比 

売上高  247百万円  260百万円  +5.2％ 

（事業部）営業利益 44百万円 52百万円 ＋18.2% 
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（３）業績予想に関する定性的情報 

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ではありましたが、おおむね計画通りの収益を確保出

来たものの、前年同期間と比較しますと減収減益となりました。 

  

一方、主力のアミューズメント事業におきましては、昨年度より続けてきた客数増加施策と個店強化施策が徐々に

効果を発揮しつつあり、既存店の反転攻勢の兆しも出てまいりました。新規機種の導入コストや過年度開設の新店償

却負担も軽くなることもあり、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ありませんが、増収増益の計画は果たせるものと認識しております。ま

た、設計・施工事業におきましても、下期に向けて大型の受注を数多く見据えており、おおむね計画通りの収益を確

保できる見通しであります。 

このような見通しにつき、売上高ならびに利益面の予想につきましては中間期・通期ともに据え置きと致します。 

  

なお、第2四半期以降におきましては、これら主力2事業の見通しをふまえた上で、新規マーケットの開拓として、

またジャパンブランドの進出として、多くの可能性を秘めているマカオでの早期展開にも注力致します。 

また平成22年6月14日開示の「合弁会社設立に関するお知らせ」のとおり、資本業務提携先の株式会社ネクストジャ

パンホールディングスと共同出資にて、合同会社ラグランジュマネジメントを設立致しました。 

この合同会社において、同社グループがもつ情報網と、当社の収益力の高い不動産事業ノウハウとレンタル事業で

培った安定的な金融・債権の管理ノウハウを融合した、金融・不動産を中心とした新規事業を研究・展開するなど、

企業としての収益力・展開力を一層向上させてまいります。 

このように既存の常識にとらわれず持てる英知を結集しながら、主力のアミューズメント事業を軸に数少ない上

場・独立系オペレータとして、業界のリーディングカンパニーたるべく、業界全体の牽引・活性に寄与していく所存

であります。 

  

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。 
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（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要         

資産除去債務に関する会計基準の適用  

  当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）

を適用しております。 

  これにより、営業利益及び経常利益は2,374千円、税引前四半期純利益は53,062千円減少しております。ま

た、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は130,954千円であります。 

  

２．その他の情報

アドアーズ㈱ (4712)平成23年3月期 第一四半期決算短信 (非連結) 

- 4 -



３．四半期財務諸表 
（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22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 6,004,021 7,893,612

受取手形・完成工事未収入金等 2,057,675 2,243,355

未成工事支出金 24,197 6,250

貯蔵品 186,869 195,219

短期貸付金 2,223 1,934

預け金 38,200 42,251

前払費用 703,533 614,130

繰延税金資産 134,812 134,812

その他 20,082 18,237

貸倒引当金 △4,872 △5,057

流動資産合計 9,166,743 11,144,747

固定資産   

有形固定資産   

建物 11,684,094 11,590,306

減価償却累計額及び減損損失累計額 △8,274,655 △8,135,752

建物（純額） 3,409,439 3,454,553

アミューズメント施設機器 20,214,431 20,039,338

減価償却累計額及び減損損失累計額 △15,591,446 △15,367,067

アミューズメント施設機器（純額） 4,622,984 4,672,270

構築物 20,774 20,774

減価償却累計額及び減損損失累計額 △17,883 △17,756

構築物（純額） 2,890 3,017

車両運搬具 3,004 2,622

減価償却累計額及び減損損失累計額 △2,543 △2,502

車両運搬具（純額） 460 120

貸与資産 997,143 997,143

減価償却累計額及び減損損失累計額 △832,092 △798,675

貸与資産(純額) 165,051 198,467

工具器具・備品 848,140 845,551

減価償却累計額及び減損損失累計額 △720,545 △708,821

工具器具・備品（純額） 127,594 136,729

土地 2,655,558 2,655,558

リース資産 1,776,549 1,634,149

減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,147,712 △1,053,126

リース資産（純額） 628,837 581,022

建設仮勘定 54,160 329,555

有形固定資産計 11,666,977 12,031,297
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

無形固定資産   

借地権 293,602 293,602

のれん 704,115 738,702

その他 77,186 81,820

無形固定資産計 1,074,904 1,114,125

投資その他の資産   

投資有価証券 227,742 220,123

出資金 218 218

従業員に対する長期貸付金 1,894 2,047

敷金及び保証金 8,372,092 8,399,222

破産債権、更生債権等 155,524 156,997

長期前払費用 94,222 79,106

繰延税金資産 252,792 255,033

その他 136,017 136,017

貸倒引当金 △233,770 △233,966

投資その他の資産計 9,006,735 9,014,799

固定資産合計 21,748,616 22,160,222

資産合計 30,915,359 33,304,970

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 3,165,919 4,479,628

短期借入金 733,000 695,900

1年内返済予定の長期借入金 4,965,550 4,863,420

未払金 310,752 281,715

未払費用 114,337 111,648

リース債務 592,111 594,733

未払法人税等 38,858 124,051

未払消費税等 87,224 182,904

前受金 132,511 152,106

未成工事受入金 44,100 －

預り金 40,820 12,867

1年内償還予定の社債 593,600 863,600

賞与引当金 232,391 166,247

その他 8,414 7,589

流動負債合計 11,059,591 12,536,413

固定負債   

社債 1,006,200 686,200

長期借入金 6,185,195 7,093,180

長期預り保証金 464,297 441,439

リース債務 223,112 369,173
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産除去債務 130,954 －

その他 681 681

固定負債合計 8,010,442 8,590,675

負債合計 19,070,033 21,127,088

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,000,000 4,000,000

資本剰余金 5,855,617 5,855,617

利益剰余金 2,329,970 2,665,681

自己株式 △426,438 △426,327

株主資本合計 11,759,149 12,094,970

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 86,176 82,910

評価・換算差額等合計 86,176 82,910

純資産合計 11,845,326 12,177,881

負債純資産合計 30,915,359 33,304,970
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（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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 6,898,210 5,788,203

売上原価 5,853,227 4,974,360

売上総利益 1,044,983 813,843

販売費及び一般管理費 676,258 654,038

営業利益 368,725 159,805

営業外収益   

受取利息 891 17

家賃収入 9,967 7,096

広告協賛金 8,874 8,874

その他 27,838 16,240

営業外収益合計 47,572 32,229

営業外費用   

支払利息 84,142 74,286

社債発行費 1,179 2,612

その他 2,571 5,687

営業外費用合計 87,893 82,585

経常利益 328,404 109,448

特別利益   

前期損益修正益 － 841

固定資産売却益 114 1,582

その他 1,323 1,119

特別利益合計 1,438 3,544

特別損失   

固定資産売却損 31,931 4,613

固定資産除却損 2,867 543

減損損失 40,068 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 50,687

その他 376 346

特別損失合計 75,243 56,192

税引前四半期純利益 254,599 56,800

法人税等 103,621 23,117

四半期純利益 150,978 33,682
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（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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 254,599 56,800

減価償却費 1,064,576 929,921

のれん償却額 35,037 34,587

減損損失 40,068 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 87,630 66,144

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,401 △380

受取利息及び受取配当金 △1,627 △712

支払利息 76,045 71,241

固定資産売却損益（△は益） 31,816 3,030

固定資産除却損 2,867 543

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 51,404

売上債権の増減額（△は増加） △42,701 187,152

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,587 △9,596

仕入債務の増減額（△は減少） 535,549 △1,308,247

未収消費税等の増減額（△は増加） 7,985 －

未払消費税等の増減額（△は減少） 108,736 △95,680

その他 20,888 △67,114

小計 2,218,283 △80,906

法人税等の支払額 △8,196 △75,362

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,210,088 △156,269

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 △3,300 △430,900

定期預金の払戻による収入 － 817,520

有形固定資産の取得による支出 △427,977 △508,900

有形固定資産の売却による収入 197,705 13,061

利息及び配当金の受取額 945 1,342

敷金及び保証金の回収による収入 102,875 101,362

敷金及び保証金の差入による支出 △43 △77,410

投資有価証券の取得による支出 △49,544 －

その他 19,199 △435

投資活動によるキャッシュ・フロー △160,139 △84,359
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（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 408,400 37,100

長期借入れによる収入 456,600 360,000

長期借入金の返済による支出 △908,115 △1,165,855

社債の発行による収入 － 400,000

社債の償還による支出 △350,000 △350,000

自己株式の取得による支出 △99 △110

利息及び配当金の支払額 △330,434 △394,792

リース債務の返済による支出 △91,330 △148,683

財務活動によるキャッシュ・フロー △814,980 △1,262,342

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,234,969 △1,502,970

現金及び現金同等物の期首残高 1,720,543 6,968,692

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,955,511 5,465,721
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  該当事項はありません。  

  

  

      １．報告セグメントの概要  

  当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経

営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社は、アミューズメント施設の運営、設計・施工事業等の複数の業種にわたる事業を営んでおり,業種

別に事業部を置いております。各事業部は、包括的な事業戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

 したがって当社は、事業部を基礎とした業種別のセグメントから構成されており、「アミューズメント施

設運営事業」、「設計・施工事業」、「レンタル事業」、「不動産事業」の４つを報告セグメントとしてお

ります。 

 「アミューズメント施設運営事業」は、アミューズメント施設を81店舗運営しております。「設計・施工

事業」は、パチンコホール及びアミューズメント施設の内外装工事を主として受注しております。「レンタ

ル事業」は、パチスロ周辺機器等を各パチンコホールへ貸与しております。「不動産」は、主に不動産の賃

貸等を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

 当第１四半期累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

                                       （単位：千円） 

 (注)１．セグメント利益の調整額△169,609千円は、各報告セグメントに配分していない全  

社費用△169,609千円であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一

般管理費であります。  

   ２．セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。  

   

（追加情報） 

当第１四半期会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成

21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20

号 平成20年３月21日）を適用しております。 

  

  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

  

報告セグメント
調整額 
（注）１ 

四半期損益
計算書計上
額(注)２ 

アミューズ
メント施設
運営事業 

設計・施
工事業 

レンタル事
業  

不動産事業 計

売上高               

外部顧客への売

上高 
 4,661,076  795,504  71,547  260,074  5,788,203  －  5,788,203

セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

 －  －  －  －  －  －  －

計  4,661,076  795,504  71,547  260,074  5,788,203  －  5,788,203

セグメント利益 191,792 71,935 13,685 52,002 329,414  △169,609 159,805 

（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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(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 

  当第１四半期会計期間の商品等仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

      （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 

  当第１四半期会計期間の業務用固定資産購入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

      （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セグメントごとに示すと、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。 

４．補足情報

セグメントの名称 
当第１四半期会計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22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）  857,468  130.0

合計（千円）  857,468  130.0

セグメントの名称 
当第１四半期会計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22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）  618,632  151.3

合計（千円）  618,632  151.3

セグメントの名称 
当第１四半期会計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22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）  4,661,076  96.4

設計・施工事業（千円）  795,504  45.9

レンタル事業（千円）  71,547  90.1

不動産事業（千円）   260,074  105.2

合計（千円）  5,788,203  83.9

相手先

前第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） 

当第１四半期会計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22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  682,900  11.8
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