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（コード番号  9674  東証第 2部） 
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事業の現状、今後の展開等について 

 

当社は、事業の現状、今後の展開等について、本日株式会社東京証券取引所に対し、同社  

有価証券上場規程第 601 条第１項第４号ａに定める書面を、下記のとおり提出しましたので 

お知らせいたします。 

本書面の提出により、東京証券取引所有価証券上場規程第 601 条第１項第４号ａに定める 

期間は９ヶ月となり、平成 24 年６月末日までのいずれかの月において、月間平均時価総額  

及び月末時価総額が基準額以上（注）となったときは、同上場廃止基準に該当しないことと  

なります。 

株主の皆様をはじめ関係者の皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますが、今後

とも格別のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

（注）上場株式に係る時価総額基準につきましては、平成 21 年 1 月末より平成 24 年 12 月末

までの間、時価総額基準が 10 億円未満から６億円未満に変更となっております。 

 

記 

 

１．事業の現状について 

   当社は、昭和 25 年の創設以来、花月園競輪場の施設賃貸事業を主体にサテライト事業

（競輪専用場外車券売場）並びにホテル・外食事業にも取り組んでまいりましたが、経営

環境の著しい変化に対応するため、平成 15 年度よりホテル・外食事業を順次譲渡するこ

とにより、平成 18 年度以降は競輪事業に特化し、花月園競輪場の活性化及びサテライト

事業等の積極展開により、経営の効率化を図ってまいりました。 

   しかしながら、後述のとおり、平成 22 年３月 31 日をもっての花月園競輪廃止に伴い、

当社は花月園競輪場での事業を整理し、サテライト石鳥谷（岩手県花巻市）及びかしま 

（福島県南相馬市）の経営、サテライト水戸（茨城県東茨城郡）及び横浜（神奈川県横浜

市）の運営受託業務を主体に事業展開をすることといたしました。 
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株式会社サテライト横浜については、大幅な経費低減により収支が改善され、累積欠損

が解消される見通しで、これまで抑えてきた業務委託費も、当社にとっては所期の受託収

入を見込める状況となり、また、サテライトかしまも安定して収益を計上する中核事業所

で、当社も漸く営業利益が見込める体制が整いつつありました。 

   その様な最中、東日本大震災が発生し当社を取り巻く状況も大きく変化いたしました。

競輪開催の休止による減収、事業所の施設損壊被害と休業による減収、そして何より福島

第一原子力発電所の事故により未だに営業再開を果たせないサテライトかしま等、当社に

とっては大変厳しい状況となっております。 
 

  ＜花月園競輪事業＞ 

花月園競輪事業において、当社は平成 20 年度からの２年間、花月園競輪開催施行者で

ある神奈川県競輪組合より開催運営業務を受託し、同組合と共に様々な改革に取り組んで

まいりましたが、車券売上の著しい落ち込みに歯止めをかけるには至らず、平成 21 年４

月には「神奈川県競輪組合あり方検討委員会」が発足し、同競輪の存廃が問われる状況と

なり、同委員会は６ヶ月間に亘る協議の結果、花月園競輪より早期に撤退すべきとの提案

をまとめました。これを受け神奈川県競輪組合は、平成 21 年 12 月２日「平成 22 年３月

末を以って花月園競輪から撤退する。」と発表し、60 年に亘り開催されてきた花月園競輪

は、平成 21 年度を以って廃止されることが決定いたしました。 

当社にとっては、主たる収入源であった同競輪場の賃貸料が見込めず大幅な減収となる

ため、希望退職者を募集するなど合理化を進めましたが、依然として厳しい状況が続いて

おります。（詳細は平成 21 年 12 月 18 日付け当社 IR 情報を参照） 

   当社は、花月園競輪廃止後の事業展開に鑑み、創業以来賃借してきた花月園競輪場敷地

の大部分を占める神奈川県所有地に対し、借地権を主張する意見書を同県に提出いたしま

したが、同県は当社の主張を認めず、また、双方代理人弁護士による協議を行った結果  

意見の一致をみるには至らなかったため、当社は、平成 22 年３月 16 日付で同県に対する

借地権確認請求訴訟を横浜地方裁判所に提起いたしました。（詳細は平成 22 年３月 16 日

付当社 IR 情報を参照）その後５回の公判を経て、平成 23 年２月８日裁判所より「本件土

地の賃貸借契約は平成 22 年４月 30 日を以って終了したこととし、同日以降の土地賃貸料

を免除する。当社は競輪場建物を除却目的で県に無償譲渡し本件土地を明け渡す。以上の

履行を条件に県は当社に対し和解金 10 億円を支払う。」との和解勧告が双方に提示され、

双方協議を重ねた結果、和解勧告を受入れることとし、平成 23 年４月５日付で神奈川県

との和解が成立いたしました。（詳細は平成 23 年４月５日付け当社 IR 情報を参照） 

また、花月園競輪場敷地並びに周辺の一部を占めておりました当社所有の土地並びに 

建物に関しましては、本年７月 29 日付で大株主でもある株式会社松尾工務店に約 10 億円

で譲渡いたしました。（詳細は平成 23 年７月 29 日付け当社 IR 情報を参照） 

上記により、現在花月園競輪場並びに周辺に当社所有の資産はなく、花月園競輪事業 

からは完全撤退をいたしております。 
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 ＜サテライト事業＞（専用場外車券売場） 

 ①サテライト石鳥谷（岩手県花巻市） 

サテライト石鳥谷は、平成９年にサテライト開業を目指していた平安企画株式会社の 

株式の大半を当社が譲受け、平成 11 年７月に開業いたしました。 

開業後業績は順調に推移し、平成 17 年８月には残りの株式も譲受け 100％子会社化を

果たし、平成 20 年４月には同社を吸収合併し、当社の直営事業所となりました。また、

施設の敷地並びに建物は当社所有の資産であり、現在の簿価は約 5.5 億円であります。 

同サテライトにおいては、平成 22 年４月より経営効率向上のため、投票及び運営業務を

外部委託し、現在は施設賃貸料が主たる収入となっております。 

本年は、東日本大震災の影響による競輪開催の休止、更に一部施設の損壊により３月

12 日から４月 12 日までの 32 日間休業いたしましたが、営業再開後は前年並みの車券  

売上高で順調に推移いたしております。 

②サテライトかしま（福島県南相馬市） 

サテライトかしまは、平成 10 年９月にエヌエヌオー情報企画株式会社が開業した施設

でありますが、平成 19 年 11 月に当社が事業を譲受け、当社直営の事業所となりました。

また、施設の敷地並びに建物は当社所有の資産であり、現在の簿価は約 2.9 億円であり 

ます。 

譲受け後の業績は順調に推移してまいりましたが、本年３月 11 日の東日本大震災並び

に福島第一原子力発電所事故により甚大な被害を受け、未だに営業再開の目処が立たない

状況であります。 

大震災直後から６月 19 日までの間は災害支援のために自衛隊が駐屯し、同サテライト

の敷地並びに建物内を占有しておりましたが、自衛隊撤収後には、地元の要請にも応える

べく年内の営業再開を目指したところ、長引く放射能問題の影響で再開に向けた作業も 

進まず大変厳しい状況に陥っております。なお、現在東京電力への損害補償申請をいたし

ております。 

③サテライト水戸（茨城県東茨城郡） 

 サテライト水戸は、平成 10 年８月に日新健商株式会社が開業した施設ですが、平成 19

年８月より当社が運営業務を受託することとなり、当社は、運営受託者として事業に取り

組んでおります。従って、この施設における当社所有の資産はございません。 

本年は、東日本大震災の影響により３月 12 日から７月 23 日までの 134 日間休業し、  

今期は大幅な減収となる見込であります。 

④サテライト横浜（神奈川県横浜市） 

 サテライト横浜は、当社が共同出資にて設立した株式会社サテライト横浜が、平成 16

年 10 月に開業した会員制の施設であり、昨年 10 月には更なる経営の効率化を図るため、  

共同出資者よりその保有全株式を譲受け、当社の 100％子会社といたしました。 

（詳細は平成 22 年 10 月 25 日付け当社 IR 情報を参照） 
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開業以来当社は、株式会社サテライト横浜から同施設の維持・運営管理業務を受託して

おりますが、当社がこれまでホテル・外食事業で培ったノウハウを活かし、ハイレベルな

会員制の維持・運営管理に取り組んでおります。また、サテライト横浜開業以来、同社の

厳しい収支状況に鑑み受託料を抑えてまいりましたが、今般経費の大幅低減により収支が

改善されるため、所期の受託料を確保できる見通しとなりました。なお、サテライト横浜

はテナントとしてビル内に入居しており、土地・建物等の固定資産はございませんが、  

内装・付帯設備等約１億円及び預入保証金 1.3 億円の資産を所有しております。 

当社は、経営の更なる効率化と有利子負債圧縮のため、５年以内の株式買戻しと維持・

運営管理業務受託の継続を条件に、本年 11 月７日付けで、株式会社サテライト横浜の  

全株式を、大株主でもある株式会社松尾工務店の 100％子会社株式会社アーキテクトエム

に譲渡いたしました。（詳細は平成 23 年 11 月７日付け当社 IR 情報を参照） 
 

＜業務受託・コンサルタント事業＞ 

 当社は、花月園競輪事業並びにサテライト事業で培ったノウハウを活かし、競輪を主体

とする場外発売施設の運営受託及びコンサルタント業務を推進しております。現在、サテ

ライト水戸・横浜以外にも２件の運営業務を受託しており、社員５名を専任として派遣し

ております。 
 

以上、現状に基づく当社の平成24年３月期通期の個別業績予想は下記の通りであります。 

                             

売上高  営業利益  経常利益   当期純利益  １株当り当期純利益 

   （百万円）  （百万円）  （百万円）  （百万円）      （円 銭）  

Ｈ24 年３月期  ３１０     △２    △８７      △６７     △３.81 

 （ご参考）前年実績 

Ｈ23 年３月期  ６１３   △１２   △３０６   △２,２３２   △１２６.89 
 

＜財務状況＞ 

 平成 16 年３月期で最大 42 億円あった有利子負債は、営業キャッシュフロー及び資産

譲渡等による資金で返済が進み、11 月末現在では、２億７千万円にまで圧縮されており

ます。 

 

２．今後の展開について 

   事業の現状を踏まえ、当社は既存のサテライト４施設の更なる合理化と顧客サービスの

向上に努めるとともに、新規場外施設の運営受託・コンサルタント業務にも積極的に取り

組み、増収増益を図ってまいります。 

   サテライト石鳥谷は、東日本大震災で被害を受けたものの、営業再開後の業績は好調に

推移しており、引き続き安定した賃貸料収入を見込んでおります。 
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   サテライトかしまは、長引く福島第一原子力発電所事故の影響を受け甚大な被害を被っ

ており、未だ営業再開の目処が立たない状況が続き、昨年度は、当社個別決算において  

売上高の 50％近くを占めていた事業所でもあるため、今後の展開によっては、当社に  

大きなダメージを及ぼす可能性があります。なお、東京電力に対しては 11 月 10 日付けを

もって補償金請求書を提出し、今後の東京電力側の対応に注目しております。 

  サテライト水戸は、東日本大震災の影響を大きく受けましたが、運営受託の内容並びに

条件を見直し、収益に貢献できる体制を確立したいと考えております。 

サテライト横浜は、その全株式を買戻し特約付で譲渡いたしましたが、同施設の受託

収入を継続的に確保したことにより、当社は所期の収益を得て、収支構造の改善、有利

子負債の返済並びに５年後の買戻し資金の留保が可能になると予測しております。 

業務受託・コンサルタント事業に関しては、公営競技は全体的に厳しい状況にあるも

のの、都市部や幹線道路沿いに立地する賃貸物件の空きスペースに、公営競技の場外  

発売施設設置の引き合いが多々ある上、同場外発売施設の開設にあたっては独特のノウ

ハウが必要とされるため、今後一定の需要が見込めると判断いたしております。また、

当事業は投下資本をほとんど必要とせず、これまで当社が培ったノウハウと人材の投入

のみで 展開できる点も大きなメリットと考えております。なお、これまで数々の案件

が持ち込まれ、現在も複数の案件を検討いたしておりますが、コンプライアンス遵守の

観点からも慎重に対処し、優良な案件を選別したうえで積極的に取り組み、売上のみな

らず利益確保にも貢献できる事業に育ててまいります。 

 今後の財務面については、大株主数社並びにメインバンクより、引き続き当社支援の

姿勢が示されており、財務状況に応じて可能な限り対応していただけるものと判断して

おります。 

 

３．今後の見通し及び上場維持について 

当社は、これまで激変する経営環境に対応すべく事業構成の見直し、希望退職者募集

など様々な合理化に取り組んでまいりましたが、引き続き事業部門、管理部門を問わず

合理化を推し進め、更なる効率経営を実現することにより市場の信頼を回復し、当社  

株式の月間平均時価総額及び月末時価総額について、東京証券取引所の定める基準を  

上回ることにより、東京証券取引所市場第二部上場を維持できるよう最大限の努力いた

す所存でございます。 

 なお、今後の事業計画については、「今後の展開について」で述べた内容に基づく様々

な施策により、平成 24 年度は営業利益を確保できる見通しではありますが、サテライト

かしまの今後の状況が不透明なため、具体的な数値の確定には至っておらず、数値が  

確定次第改めてお知らせいたします。 

以 上 


