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1.  平成23年3月期第2四半期の業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 323 △64.5 △0 ― △221 ― △190 ―
22年3月期第2四半期 913 14.5 75 ― 34 ― 32 ―

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2四半期 △10.82 ―
22年3月期第2四半期 1.85 ―

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2四半期 6,090 2,617 43.0 148.79
22年3月期 6,511 2,811 43.2 159.83

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  2,617百万円 22年3月期  2,811百万円

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   

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 ― ― ― 0.00 0.00
23年3月期 ― ―
23年3月期 

（予想）
― 0.00 0.00

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） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 645 △59.8 19 ― △416 ― △387 ― △22.00



(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 

（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） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】Ｐ.２「２.その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 17,666,000株 22年3月期  17,666,000株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  76,072株 22年3月期  73,568株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 17,591,413株 22年3月期2Q  17,595,073株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信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の手続は終了しておりません。 

※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。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期(６か月)の売上高は、３億２千３百万円（前年同期売上高 ９億１千３百万円）となりました。これ

は主に、神奈川県競輪組合が花月園競輪場から撤退したことによる競輪場施設賃貸料収入等の減収、また、サテライ

ト石鳥谷に関して効率的な運営により増益を図るため施設賃貸業務に徹し業務代行業務を廃止したことが減収の要因

であります。サテライト石鳥谷は前年同期比７千８百万円の減収、その他の専用場外車券売場（サテライト）でも車

券購買単価が減少傾向にあり、サテライト全体で前年同期比８千９百万円の減収となりました。 

営業損失は58万円（前年同期営業利益 ７千５百万円）、経常損失は２億２千１百万円（前年同期経常利益 ３千

４百万円）、四半期純損失は、１億９千万円（前年同期純利益 ３千２百万円）となりました。 

  
  

（２）財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期会計期間末の総資産額は60億９千万円となりました。 

資産につきましては、現預金が１億６千３百万円減少、売上債権が６千５百万円減少、賃貸アパート「アーク花

月」の売却により有形固定資産が７千９百万円減少、減価償却費が１億６百万円あったこと等により、前事業年度末

に比べ４億２千万円減少いたしました。 

負債につきましては、競輪場の運営受託がなくなったこと等による預り金１億５千１百万円の減少、借入金５千

６百万円の減少等により、前事業年度末に比べ２億２千６百万円減少し34億７千３百万円となりました。 

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１億９千４百万円減少し、26億１千７百万円

となり、自己資本比率は43.0％となりました。 

  
  

（３）業績予想に関する定性的情報 

平成22年５月14日に公表いたしました業績予想について修正しております。詳細につきましては、平成22年10月

28日に公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

  
  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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。 

  
  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

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。 

これによる四半期財務諸表に与える影響はありません。 

  
  

（３）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

当社は、前事業年度に８億６千３百万円の当期純損失を計上し、当第２四半期累計期間は花月園競輪場の廃止に

伴い、平成22年４月以降、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等が無くなったため、売

上高が著しく減少し、１億９千万円の四半期純損失を計上しております。また、営業活動によるキャッシュ・フロ

ーが２億４百万円のマイナスとなり、今後の資金繰り等への影響が懸念されるところとなり、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、平成22年３月16日付にて、神奈川県から賃借している県有地の借地

権確認に関する訴訟を横浜地方裁判所に提起し、借地権認定に向け対応しております。同時に競輪廃止に伴う花月

園競輪場の施設及び当社所有地の利活用を検討しております。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を実施、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おりま

す。 

主力金融機関との間では、競輪場跡地の利活用を前提に債務の返済期限猶予の金融支援を受けております。 

また、神奈川県競輪組合に対し、営業補償及び損失補填見直しについての協議を進めております。  

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（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22年９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   

現金及び預金 98,953 262,144

売掛金 115,179 180,216

原材料 110 104

関係会社短期貸付金 30,000 30,000

その他 22,149 20,320

流動資産合計 266,391 492,785

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 3,124,334 3,225,994

構築物（純額） 1,007,342 1,035,353

機械及び装置（純額） 1,601 1,931

車両運搬具（純額） 125 145

工具、器具及び備品（純額） 3,481 3,563

土地 1,471,461 1,526,995

有形固定資産合計 5,608,346 5,793,983

無形固定資産 29,213 30,819

投資その他の資産 186,490 193,551

固定資産合計 5,824,051 6,018,354

資産合計 6,090,443 6,511,140
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 498 2,766

短期借入金 1,095,760 1,144,560

1年内返済予定の長期借入金 489,500 440,900

リース債務 29,840 29,840

未払金 213,892 175,801

未払法人税等 4,257 6,241

未払消費税等 5,266 19,159

前受金 4,899 320

損失補填引当金 477,000 477,000

預り金 8,309 159,716

その他 8 40

流動負債合計 2,329,232 2,456,348

固定負債   

長期借入金 487,200 543,000

リース債務 114,388 129,309

長期未払金 412,020 427,371

繰延税金負債 24,928 27,677

退職給付引当金 71,041 79,117

負ののれん 29,503 31,585

その他 5,000 5,000

固定負債合計 1,144,082 1,243,060

負債合計 3,473,315 3,699,409

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 1,332,778 1,523,146

自己株式 △9,637 △9,473

株主資本合計 2,606,090 2,796,622

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11,036 15,109

評価・換算差額等合計 11,036 15,109

純資産合計 2,617,127 2,811,731

負債純資産合計 6,090,443 6,511,140
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（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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 913,355 323,832

売上原価 589,238 171,033

売上総利益 324,116 152,799

販売費及び一般管理費 248,171 153,385

営業利益又は営業損失（△） 75,944 △586

営業外収益   

受取利息 752 730

受取配当金 1,113 1,221

負ののれん償却額 2,082 2,082

その他 1,111 791

営業外収益合計 5,059 4,825

営業外費用   

支払利息 45,995 52,630

訴訟関連費用 － 12,000

賃貸費用 － 67,899

減価償却費 － 72,169

租税公課 － 20,445

その他 249 249

営業外費用合計 46,244 225,395

経常利益又は経常損失（△） 34,759 △221,156

特別利益   

固定資産売却益 － 32,452

特別利益合計 － 32,452

特別損失   

固定資産除却損 643 143

特別損失合計 643 143

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 34,115 △188,847

法人税、住民税及び事業税 1,479 1,520

法人税等合計 1,479 1,520

四半期純利益又は四半期純損失（△） 32,636 △190,367
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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) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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
（△）

34,115 △188,847

減価償却費 137,124 106,332

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 54 －

のれん償却額 1,607 1,607

負ののれん償却額 △2,082 △2,082

退職給付引当金の増減額（△は減少） － △8,076

受取利息及び受取配当金 △1,865 △1,951

支払利息 45,995 52,630

有形固定資産売却損益（△は益） － △32,452

売上債権の増減額（△は増加） △141,992 65,037

たな卸資産の増減額（△は増加） 184 △5

仕入債務の増減額（△は減少） △282 △2,268

未払消費税等の増減額（△は減少） 13,058 △13,893

預り金の増減額（△は減少） 71,819 △151,407

その他 28,955 24,413

小計 116,692 △150,963

利息及び配当金の受取額 2,224 1,970

利息の支払額 △46,426 △52,068

法人税等の支払額 △2,958 △3,040

営業活動によるキャッシュ・フロー 69,532 △204,101

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △4,036 －

有形固定資産の売却による収入 － 112,125

無形固定資産の取得による支出 － △120

その他 180 △10

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,856 111,995

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） 391,660 △48,800

長期借入金の返済による支出 △425,100 △7,200

割賦債務の返済による支出 △6,228 －

リース債務の返済による支出 △14,920 △14,920

自己株式の取得による支出 △281 △164

財務活動によるキャッシュ・フロー △54,871 △71,084

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 10,805 △163,191

現金及び現金同等物の期首残高 160,813 212,144

現金及び現金同等物の四半期末残高 171,618 48,953
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当社は、前事業年度に863,803千円の当期純損失を計上し、当第２四半期累計期間は、花月園競輪場の廃止に伴

い、平成22年４月以降、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等が無くなったため、売上高

が著しく減少し、190,367千円の四半期純損失を計上しております。また、営業活動によるキャッシュ・フローが

204,101千円のマイナスとなり、今後の資金繰り等への影響が懸念されるところとなり、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、平成22年３月16日付にて、神奈川県から賃借している県有地の借地権

確認に関する訴訟を横浜地方裁判所に提起し、借地権認定に向け対応しております。同時に競輪廃止に伴う花月園競

輪場の施設及び当社所有地の利活用を検討しております。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を実施、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おります。 

主力金融機関との間では、競輪場跡地の利活用を前提に債務の返済期限猶予の金融支援を受けております。 

また神奈川県競輪組合に対し、営業補償及び損失補填見直しについて協議を進めております。 

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。 

  

  

花月園競輪場の廃止により、前事業年度まで売上原価に含めておりました競輪場の賃貸費用(地代)、減価償却費及

び一般管理費に含めておりました競輪場の租税公課(固定資産税)を、当事業年度より営業外費用として表示しており

ます。これにより営業損失が160,514千円減少しております。 

  

  

当社は、平成22年10月29日に当社の関連会社である株式会社サテライト横浜の株式を追加取得し、完全子会社化い

たしました。  
  

①株式取得の理由 

当社は、主たる事業所であった花月園競輪場での競輪開催の廃止に伴い、本年度以降大幅な減収が見込まれて

おります。このような状況下、経営改革の一環として、今後相当の売上高並びにキャッシュフローが見込まれ

る、株式会社サテライト横浜の株式を追加取得し完全子会社化することにより、当社の中核事業所として位置付

け、収支の改善を図るため、株式取得を決定いたしました。 

また、完全子会社化により、株式会社サテライト横浜は当社が一元的な経営、管理運営を行なうこととなり、

今後更なる合理化、効率化を積極的に推し進めてまいります。 

  

②異動する子会社(株式会社サテライト横浜)の概要 

(1)商号         株式会社サテライト横浜 

(2)本店所在地   神奈川県横浜市中区桜木町１丁目１番地 

(3)代表者       代表取締役 松尾 嘉之輔 

(4)事業内容     競輪専用場外車券売場の施設賃貸及びその運営受託 

(5)資本金       80,000千円 

(6)設立年月日   平成16年２月19日 

(7)株主構成     花月園観光株式会社   50.0％ 

株式会社横浜アーチスト 50.0％ 

(8)当社との関係  資本関係  当社は50.0％の出資を行っております。 

人的関係  当社役員及び従業員が、当該会社の役員を兼務しております。 

取引関係  当社は当該会社から、競輪専用場外車券売場施設の維持・運営管理業務を受託

しております。 

（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

（６）追加情報の注記

（７）重要な後発事象の注記
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(9)当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態               単位：千円 

  

③株式取得の相手先の概要 

(1)商号         株式会社横浜アーチスト 

(2)本店所在地   神奈川県横浜市中区山下町１番地シルクセンター 

(3)代表者       代表取締役 内田 秀三 

(4)事業内容     テレビ等の広告に関わる企画、製作、管理、総合広告代理店業務他 

(5)資本金       30,000千円 

(6)設立年月日    昭和29年５月３日 

(7)総資産         687,109千円 

(8)純資産         233,853千円 

(9)大株主及び持株比率 

内田 秀三 15.7％ 

宮崎 博充 11.7％ 

内田 利昭 11.3％ 

(10)当社との関係 当社との資本関係、人的関係、取引関係はありません。また、当該会社は当社の関連当事者

には該当しません。 

  

④取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況 

(1)異動前の所有株式数  4,000株（所有割合50.0％） 

(2)取得株式数          4,000株（取得価額330百万円） 

(3)異動後の所有株式数  8,000株（所有割合100.0％） 

  

⑤日程 

平成22年10月25日  株式譲渡契約の締結 

平成22年10月29日  株式取得 

  

⑥今後の見通し 

当社は、現在連結対象子会社がなく、連結財務諸表を作成しておりません。今回の株式取得により、株式会社サ

テライト横浜は、新たに連結対象子会社となる予定でありますが、当社業績に与える影響については現在精査中の

ため、確定次第発表いたします。  

  

決算期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 

売上高 867,876 800,016 747,611 

営業利益 121,102 △ 20,191 △ 15,834 

経常利益 100,903 △ 32,413 △ 25,161 

当期純利益 99,308 △ 32,631 △ 25,341 

総資産 540,528 425,632 421,969 

純資産 80,662 48,031 22,689 
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