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1.  平成24年3月期の業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

(注)平成23年3月期決算において、個別のキャッシュ・フロー計算書は作成していないため表示しておりません。  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 308 △49.7 △5 ― △88 ― 92 ―
23年3月期 613 △61.7 △12 ― △306 ― △2,232 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

24年3月期 5.26 ― 15.0 △3.0 △1.7
23年3月期 ― ― ― ― ―

（参考） 持分法投資損益 24年3月期  ―百万円 23年3月期  ―百万円

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

24年3月期 1,342 662 49.3 37.67
23年3月期 4,500 572 ― ―

（参考） 自己資本   24年3月期  662百万円 23年3月期  572百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

24年3月期 671 1,679 △2,382 101
23年3月期 ― ― ― ―

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向 純資産配当
率第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 百万円 ％ ％

23年3月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―
24年3月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―
25年3月期(予想) ― ― ― 0.00 0.00 ―

3. 平成25年 3月期の業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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) 162 9.5 7 ― 8 ― 7 ― 0.42
通期 317 2.9 21 ― 24 ― 21 △77.0 1.21



※  注記事項 
(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更  ： 無
② ①以外の会計方針の変更  ： 無
③ 会計上の見積りの変更  ： 無
④ 修正再表示  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期 17,666,000 株 23年3月期 17,666,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期 79,127 株 23年3月期 77,569 株
③ 期中平均株式数 24年3月期 17,587,922 株 23年3月期 17,590,331 株

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、財務諸表に対する監査手続を実施中です。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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 

（１）経営成績に関する分析 

（当期の経営成績） 

当事業年度におけるわが国経済は、東日本大震災の影響による経済活動の停滞から、

緩やかな回復基調にはあるものの、欧州の金融危機や長引く円高により、先行き不透

明な状況で推移いたしました。 

当社が事業の主体をおく競輪業界におきましても、本場廃止の傾向が続くなど、依

然として厳しい経営環境が続いております。 

当社においては、東日本大震災により、当社関連のサテライト３ヶ所が被災し、長

期の営業休止と復旧費用の発生により、誠に厳しい状況となり、また、南相馬市所在

のサテライトかしまについては、福島第一原子力発電所事故の影響により、未だに営

業再開を果せない状況が続いております。 

このような状況のもと、当社は４月５日付をもって花月園競輪場賃借県有地の借地

権確認請求訴訟和解成立に伴い、神奈川県に対する旧競輪場建物の無償譲渡及び本件

土地の明渡し並びに神奈川県よりの和解金 10 億円の受領を完了し、また、同月には

神奈川県競輪組合との競輪開催業務等委託契約に基づく損失補填の減免につき合意

に至り、更に８月には、旧競輪場周辺自社地及び旧選手宿舎の土地建物を譲渡し、花

月園競輪事業からの撤退をいたしました。一方では、社員人件費の更なる減額等によ

る諸経費の削減を行うとともに、遊休資産の売却を推し進め、また、事業基盤の安定

化と有利子負債の圧縮を図るため、11 月７日付をもって、連結子会社である株式会社

サテライト横浜の全株式を、５年以内の買戻しを条件に譲渡いたしました。 

以上の結果、当事業年度の売上高は、サテライトかしま休業に伴う賃貸料収入の大

幅な減少等により、３億８百万円（前期売上高６億１千３百万円）、営業損失５百万

円（前期営業損失１千２百万円）、経常損失は、訴訟関連費用の発生等により、８千

８百万円（前期経常損失３億６百万円）、当期純利益は、東京電力株式会社からの受

取補償金の計上等により、９千２百万円（前期当期純損失 22 億３千２百万円）とな

りました。 

＜競輪関連事業＞ 

サテライトにおきましては、東日本大震災の影響により誠に厳しい状況となりまし

たが、サテライト石鳥谷の売上高は、４月 13 日よりの一部営業再開後は順調に推移

し、また、前期は３月に営業休止期間があったこともあり、前期比 3.9％増の５千７

百万円、サテライト水戸の総合運営管理業務受託収入等は、７月 23 日までの長期休

業により、前期比 26.6％減の３千５百万円、株式会社サテライト横浜よりの業務受託

収入は、業務受託料率の引き上げにより、前期比 282.4％増の１億９千４百万円とな

りました。 

以上の結果、サテライトの売上高は、前期比 32.6％減の２億９千２百万円となりま

した。 

営業部におきましては、４月 28 日付をもって旧選手宿舎の賃貸料残額を清算し、競

輪場関連事業の清算を完了いたしました。また、競輪以外の業務受託収入は、一部受

託契約の期間満了により、１千５百万円となりました。 

以上の結果、営業部の売上高は、前期比 91.2％減の１千５百万円となりました。 



（次期の見通し） 

今後の当社を取り巻く経営環境は、ファンの高齢化の影響からも、車券売上高の減少

傾向に歯止めがかからず、依然として厳しい状況が続くものと思われます。 

このような状況のもと、当社は既存の各サテライトの更なる効率的な管理・運営と顧

客サービスの向上に努めるとともに、全社ベースでの徹底した経費削減により、目標と

する経営指標でもある営業利益の確保に向け、全社一丸となって取り組んでまいります。 

次期の見通しにつきましては、当期通年休業したサテライトかしまの９月までの休業

が既に正式決定しており、また、10 月以降の営業再開時期も未確定なため売上高は  

計上せず、一方で東日本大震災の影響による各サテライト休業期間分の増収を見込み、

売上高３億１千７百万円、営業利益２千１百万円、経常利益２千４百万円、当期純利益

は、今後の東京電力株式会社からの賠償金支払方針が確定していないため、賠償金入金

に伴う特別利益を計上せず、２千１百万円を見込んでおります。 

 



 

（２）財政状態に関する分析 

   ① 資産、負債及び純資産の状況 

当事業年度末の資産につきましては、花月園競輪場の固定資産の減損損失を６億６千

万円計上したこと、無償譲渡を含め、競輪場関係の土地建物 20 億８千７百万円の除売

却があったこと及び子会社株式(株式会社サテライト横浜)３億７千万円を売却したこ

と等により、前事業年度末より 31 億５千７百万円減少し、13 億４千２百万円となりま

した。 

負債につきましては、借入金が 23 億５千２百万円減少したこと、神奈川県競輪組合

に対する未払金が９億４百万円減少したこと等により、前事業年度末より 32 億４千７

百万円減少し、６億８千万円となりました。 

純資産につきましては、当期純利益９千２百万円の計上等により、６億６千２百万円

となり、自己資本比率は 49.3％となりました。 

   ② キャッシュ・フローの状況 

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下｢資金｣という。)は、税引前当期純

利益を９千３百万円計上し、有形固定資産の売却による収入、関係会社株式･投資有価

証券の売却による収入、資金支出を伴わない有形固定資産売却損･減損損失がありまし

たが、借入金の返済や資金の増加を伴わない債務免除益・選手宿舎にかかる受取補償

金があったこと等により、当事業年度末には１億１百万円となりました。（当事業年度

より個別財務諸表を作成しているため、前年同期比の記載はしておりません。） 

 

  当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであ

ります。     

  ＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞ 

      営業活動の結果得られた資金は６億７千１百万円となりました。当事業年度は税引

前当期純利益９千３百万円の計上、資金支出を伴わない固定資産売却損･減損損失が 16

億５千５百万円ありましたが、その他流動資産の増加による現金の減少３千６百万円、

その他流動負債の減少による現金の減少２億５千５百万円、資金の増加を伴わない債

務免除益・選手宿舎にかかる受取補償金が６億９千２百万円あったことがその主な要

因です。 

 

  ＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞ 

      投資活動の結果得られた資金は 16 億７千９百万円となりました。これは主に、有形

固定資産の売却による収入が 10 億８千４百万円、関係会社株式の売却による収入が５

億円、投資有価証券の売却による収入が６千４百万円あったことによるものです。 

 

  ＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞ 

      財務活動の結果使用した資金は 23 億８千２百万円となりました。これは主に、短期

借入金の純減額が 10 億７千５百万円、長期借入金の返済による支出が 15 億２千６百

万円ありましたが、長期借入による収入が２億５千万円あったことによるものです。 



 

<参 考> 

     なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであり

ます。 

 
平成 21 年  

3月期(単体)

平成 22 年  

3月期(単体)

平成 23 年  

3月期(連結) 

平成 24 年  

3月期(単体)

自己資本比率（％） 52.7 43.2 17.2 49.3

時価ベースの自己資本比率（％） 11.6 22.7 16.4 116.6

債務償還年数（年） 17.7 11.3 － 0.5

インタレスト・カバレッジ・レシオ 1.5 2.1 － 13.3

 (注)１.計算式は、以下のとおりであります。 

自己資本比率＝自己資本÷総資産 

時価ベースの自己資本比率＝株式時価総額÷総資産 

債務償還年数＝有利子負債÷営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ＝営業キャッシュ・フロー÷利払い 

    ２.指標のうち、平成 21 年３月期から平成 22 年３月期、平成 24 年 3 月期は単体ベー

スの財務数値により算出し、平成 23 年３月期は株式会社サテライト横浜を連結い

たしましたので連結ベースで算出しております。 

    ３.株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出し

ております。 

    ４.営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシ

ュ・フローを使用しております。有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債

のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについ

ては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。平成 23 年３

月期は連結の財務数値にて算出しております。 

 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主の皆様への業績に対応した利益還元を経営の最重要課題の一つとして

位置付け、経営成績及び今後の見通しや、長期事業展開に備えるための内部留保等を

総合的に勘案し、安定配当を継続することを基本方針としてまいりましたが、旧花月

園競輪場車券売上高の減少に伴い、平成 14 年３月期より配当を見送らざるを得ない状

況となりました。 

当期の配当金につきましては、当期の経営成績に記載の状況の中、無配とさせてい

ただく予定であり、また、次期の配当につきましても、当社が事業の主体をおく競輪

業界においては引き続き厳しい状況が続くものと思われ、無配とさせていただく予定

であります。 

今後とも当社は一日も早い復配に向け、全社一丸となって業績の回復に取り組んで

まいります。 



（４）事業等のリスク 

当事業年度において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 

前期から継続するリスクとしては以下のものがあります。 

① 被災したサテライトかしまの運営に関するリスク 

東日本大震災と福島第一原子力発電所事故の影響で南相馬市にあるサテライト

かしまは未だに営業再開が遅れております。地元からの強い営業再開の要望もあ

りますが、福島第一原子力発電所事故の影響により再開の目処が立たない状況で

あります。他方、東京電力株式会社に対しては営業損害補償金を請求し平成 23 年

３月から平成 24年２月末までの補償金については合意し特別利益に計上いたして

おります。しかし、それ以降の補償については、今現在未定となっております。 

② 資金の調達に関するリスク 

資金調達については、金融機関からの借入金により必要資金は調達できており

ますが、将来も引き続き充分に調達可能であるという保証はありません。 

 

（５）継続企業の前提に関する重要事象等 

  当社は、当事業年度において、東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故の影

響で、競輪開催の一部中止及びサテライトかしまの営業中止が続いており、前事業

年度から引き続き５百万円の営業損失を計上しております。また、借入金返済と新

たな運転資金の調達のために、平成 23 年 11 月に子会社のサテライト横浜の全株式

を譲渡（５年以内に買戻しできる権利を有する。）し、金融機関より新規借入も行い

ましたが、主力事業所であるサテライトかしまの営業中止が続いているため今後の

資金繰り等への影響が懸念される状況が続いております。 

これらの状況から、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。 

当該事象等を解消し、又は改善する対応策については継続企業の前提に関する注

記に記載しております。 



２．企業集団の状況

  株式会社松尾工務店は当社施設の建築工事等を行っており、平成23年11月まで借入金契約を結

び経営支援を受けておりました。株式会社東京ドーム、松戸公産株式会社及び株式会社マツオホ

ームからも借入金契約を結びそれぞれ平成23年10月、平成23年8月、平成23年11月まで経営支援を

受けておりました。

  また、当社は、平成20年３月６日に長野興産株式会社と50％ずつ出資し専用場外車券売場施設

の設置と運営を目的とする新会社｢株式会社ＫＮアドバンス｣（資本金５百万円）を設立し、平成

24年１月12日には当社が25％出資し｢株式会社シティーリゾート｣（資本金10百万円）を設立いた

しましたが、当期純損益及び利益剰余金等からみて、財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、

全体として重要性がないため事業系統図への記載を省略しております。

事業内容

花月園観光株式会社

㈱東京ドーム

（その他の関係会社)

主   な   事   業   の   内   容 会   社   名

㈱マツオホーム

（その他の関係会社
の子会社)

（その他の関係会社
の子会社)

事業系統図

顧               客

  競輪専用場外車券発売所施設の賃貸、運営

競 輪 関 連 事 業

松戸公産㈱

㈱アーキテクトエム

当               社

㈱松尾工務店

（その他の関係会社)

（その他の関係会社
の子会社)



３．経営方針 

（１）中長期的な会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題 

      当社は、健全な経営の中長期での回復を目指し、次の課題に取組んでまいります。 

①サテライトかしまの営業再開と東京電力株式会社への補償請求 

福島第一原子力発電所事故の影響を受け、当期は通年休業したサテライトかしまは、

平成23年３月期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あり、また、

地元からの強い要望もあるため、早期営業再開に向け、商圏であった地域の情報を収

集し、より正確な売上分析を行うとともに、関連業者との調整を図ってまいります。

尚、平成 24 年９月までの期間の休業は既に正式決定いたしております。一方では、  

既に平成 23 年３月から平成 24 年２月分までを受領した、東京電力株式会社からの営

業補償請求を継続するとともに、今後の国の賠償方針を注視し、資産価値減少に伴う

補償請求等についても検討してまいります。 

②株式会社サテライト横浜株式の買戻し 

平成 22 年 10 月に、共同出資者よりその保有全株式を譲り受け、100％子会社化を果

した株式会社サテライト横浜については、開業以来当社が同施設の維持・運営管理業

務を受託しており、また、同社の収支改善に伴い、当社は所期の受託料を確保できる

状況となりました。しかしながら、当社は花月園競輪廃止後の経営の更なる効率化と

有利子負債圧縮のため、平成 23 年 11 月７日付をもって、５年以内の買戻しを条件に、

同社全株式を譲渡いたしております。今後当社は、同社全株式の買戻しを目指し、全

社一丸となって取り組んでまいります。 

  ③既存サテライト運営の効率化 

   当社は平成 22 年４月より、岩手県に開設する「サテライト石鳥谷」において、安定

した賃貸料収入確保を目的として車券発売業務等の外部委託を実施し、今後とも各サ

テライトにおける運営の効率化に取り組むとともに、サテライトの管理施行者等とも

協議し共通の諸問題に対処してまいります。 

  ④新規サテライトの開設 

現在「サテライト石鳥谷」及び「サテライトかしま」を開設しており、当社はこれ

らに続く他の公営競技を含む新規場外開設に向け、関係各団体よりの情報収集に努め、

今後とも積極的に取組んでまいります。 

    ⑤新規運営受託・コンサルタント業務の獲得 

現在「サテライト水戸」及び「サテライト横浜」以外にも２件の運営業務を受託し、

また、複数の案件のコンサルタント業務も行なっております。今後は、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や情報の提供、業務受託を含めた人的資源

の投入を、競輪業界以外にも推し進め、売上増進に努めてまいります。 

⑥東京証券取引所における上場維持 

当社は、東京証券取引所の定める上場廃止基準である時価総額基準に抵触し、平成

23 年 10 月より上場廃止猶予期間入りをいたしましたが、業績予想上方修正の影響等 



による本年 2 月の株価高騰により、本年 3 月 1 日付をもって上場廃止猶予期間が解除

され、また、現在株価は安定しており、上場廃止基準抵触の恐れはありません。当社

は、今後も東京証券取引所における上場を維持するよう、最大限の努力をいたしてま

いります。 

 

    会社の経営の基本方針、目標とする経営指標につきましては、平成 22 年３月期決算

短信（平成 22 年５月 14 日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため

開示を省略いたします。 

   当該決算短信は、次のＵＲLからご覧いただくことができます。 

   〔東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）〕 

    http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

 



４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 232,307 101,521

売掛金 52,295 31,962

関係会社短期貸付金 80,000 －

短期貸付金 － 140,000

未収入金 5,687 85,798

その他 19,337 8,690

流動資産合計 389,628 367,972

固定資産   

有形固定資産   

建物 8,737,981 ※  726,059

減価償却累計額 △6,848,660 △361,622

建物（純額） 1,889,321 364,437

構築物 3,354,525 105,111

減価償却累計額 △2,961,489 △82,969

構築物（純額） 393,036 22,141

機械及び装置 171,666 3,563

減価償却累計額 △170,395 △2,716

機械及び装置（純額） 1,271 847

車両運搬具 2,690 778

減価償却累計額 △2,585 △734

車両運搬具（純額） 105 43

工具、器具及び備品 670,721 7,029

減価償却累計額 △670,137 △6,671

工具、器具及び備品（純額） 583 358

土地 1,310,339 ※  443,206

有形固定資産合計 3,594,658 831,033

無形固定資産   

のれん 9,746 6,858

借地権 12,326 3,891

電話加入権 4,971 4,971

施設利用権 107 82

ソフトウエア 336 152

無形固定資産合計 27,487 15,955

投資その他の資産   

投資有価証券 105,409 ※  43,097

関係会社株式 376,210 8,390

出資金 860 860

長期貸付金 － 15,000

長期未収入金 － 55,000

長期前払費用 2,664 2,164

差入保証金 3,510 3,349

その他 10 －

投資その他の資産合計 488,665 127,861

固定資産合計 4,110,811 974,850

資産合計 4,500,439 1,342,823



（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 209 －

短期借入金 1,075,760 －

1年内返済予定の長期借入金 1,122,300 ※  30,000

リース債務 29,840 29,840

未払金 634,435 72,334

未払法人税等 5,197 4,572

未払消費税等 － 4,506

前受金 181 181

預り金 33,727 18,933

流動負債合計 2,901,651 160,370

固定負債   

長期借入金 404,400 ※  220,000

リース債務 99,468 69,628

長期未払金 408,910 2,104

繰延税金負債 23,038 18,491

退職給付引当金 58,053 51,420

負ののれん 27,420 23,255

長期預り金 － 130,000

その他 5,000 5,000

固定負債合計 1,026,292 519,900

負債合計 3,927,943 680,270

純資産の部   

株主資本   

資本金 883,300 883,300

資本剰余金   

資本準備金 399,649 399,649

資本剰余金合計 399,649 399,649

利益剰余金   

利益準備金 220,825 220,825

その他利益剰余金   

別途積立金 1,300,000 －

繰越利益剰余金 △2,229,794 △837,226

利益剰余金合計 △708,969 △616,401

自己株式 △9,721 △9,816

株主資本合計 564,259 656,731

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8,237 5,821

評価・換算差額等合計 8,237 5,821

純資産合計 572,496 662,553

負債純資産合計 4,500,439 1,342,823



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 613,511 308,642

売上原価 319,445 66,615

売上総利益 294,065 242,027

販売費及び一般管理費   

役員報酬 20,510 24,690

給料及び手当 134,645 103,928

福利厚生費 33,976 24,103

租税公課 25,311 13,296

諸負担金 240 135

支払手数料 27,299 25,701

減価償却費 3,987 208

のれん償却額 3,215 2,887

その他 57,180 52,371

販売費及び一般管理費合計 306,364 247,322

営業損失（△） △12,299 △5,295

営業外収益   

受取利息 2,539 4,851

受取配当金 1,656 1,349

負ののれん償却額 4,165 4,165

助成金収入 － 3,675

雑収入 1,965 930

営業外収益合計 10,327 14,971

営業外費用   

支払利息 114,902 52,271

訴訟関連費用 16,000 30,090

長期前払費用償却 499 499

賃貸費用 11,161 －

減価償却費 121,255 3,574

租税公課 40,842 7,809

その他 － 4,093

営業外費用合計 304,661 98,337

経常損失（△） △306,633 △88,661

特別利益   

固定資産売却益 32,452 －

受取和解金 － ※1  1,000,000

債務免除益 － ※2  341,543

受取補償金 － ※3  509,698

損失補填引当金戻入額 1,971 －

投資有価証券売却益 144 6,741

特別利益合計 34,567 1,857,983

特別損失   

固定資産除却損 1,788 163

投資有価証券評価損 22,070 －

固定資産売却損 － ※4  995,095

減損損失 1,933,150 ※5  660,221

災害による損失 － 20,398

特別損失合計 1,957,009 1,675,878

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △2,229,075 93,443

法人税、住民税及び事業税 3,040 3,040

法人税等調整額 － △2,164

法人税等合計 3,040 875

当期純利益又は当期純損失（△） △2,232,115 92,567



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 883,300 883,300

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 883,300 883,300

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 399,649 399,649

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 399,649 399,649

資本剰余金合計   

当期首残高 399,649 399,649

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 399,649 399,649

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 220,825 220,825

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 220,825 220,825

その他利益剰余金   

別途積立金   

当期首残高 2,150,000 1,300,000

当期変動額   

別途積立金の取崩 △850,000 △1,300,000

当期変動額合計 △850,000 △1,300,000

当期末残高 1,300,000 －

繰越利益剰余金   

当期首残高 △847,678 △2,229,794

当期変動額   

別途積立金の取崩 850,000 1,300,000

当期純利益又は当期純損失（△） △2,232,115 92,567

当期変動額合計 △1,382,115 1,392,567

当期末残高 △2,229,794 △837,226

利益剰余金合計   

当期首残高 1,523,146 △708,969

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △2,232,115 92,567

当期変動額合計 △2,232,115 92,567

当期末残高 △708,969 △616,401



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

自己株式   

当期首残高 △9,473 △9,721

当期変動額   

自己株式の取得 △248 △94

当期変動額合計 △248 △94

当期末残高 △9,721 △9,816

株主資本合計   

当期首残高 2,796,622 564,259

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △2,232,115 92,567

自己株式の取得 △248 △94

当期変動額合計 △2,232,363 92,472

当期末残高 564,259 656,731

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 15,109 8,237

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,872 △2,415

当期変動額合計 △6,872 △2,415

当期末残高 8,237 5,821

評価・換算差額等合計   

当期首残高 15,109 8,237

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,872 △2,415

当期変動額合計 △6,872 △2,415

当期末残高 8,237 5,821

純資産合計   

当期首残高 2,811,731 572,496

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △2,232,115 92,567

自己株式の取得 △248 △94

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,872 △2,415

当期変動額合計 △2,239,235 90,056

当期末残高 572,496 662,553



（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前当期純利益 93,443

減価償却費 25,304

有形固定資産除却損 163

投資有価証券売却損益（△は益） △6,741

のれん償却額 2,887

負ののれん償却額 △4,165

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6,632

減損損失 660,221

受取利息及び受取配当金 △6,200

支払利息 52,271

有形固定資産売却損益（△は益） 995,095

債務免除益 △341,543

受取補償金 △509,698

災害損失 20,398

受取和解金 △1,000,000

売上債権の増減額（△は増加） △34,666

仕入債務の増減額（△は減少） △209

未払消費税等の増減額（△は減少） 4,506

預り金の増減額（△は減少） △14,793

その他 △309,213

小計 △379,572

利息及び配当金の受取額 6,254

利息の支払額 △50,581

災害損失の支払額 △20,398

補償金の受取額 119,264

和解金の受取額 1,000,000

法人税等の支払額 △3,040

営業活動によるキャッシュ・フロー 671,925

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 100,000

長期貸付けによる支出 △90,000

長期貸付金の回収による収入 15,000

関係会社株式の取得による支出 △2,500

関係会社株式の売却による収入 500,000

有形固定資産の売却による収入 1,084,012

無形固定資産の売却による収入 8,435

投資有価証券の売却による収入 64,575

その他 161

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,679,684

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） △1,075,760

長期借入れによる収入 250,000

長期借入金の返済による支出 △1,526,700

リース債務の返済による支出 △29,840

自己株式の取得による支出 △94

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,382,394

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △30,785

現金及び現金同等物の期首残高 132,307

現金及び現金同等物の期末残高 ※  101,521



(５)継続企業の前提に関する注記 

 

当社は、当事業年度において、東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故の影響で、競

輪開催の一部中止及びサテライトかしまの営業中止が続いており、前事業年度から引き続

き 5,295 千円の営業損失を計上しております。また、借入金返済と新たな運転資金の調達

のために、平成 23 年 11 月に子会社のサテライト横浜の全株式を譲渡(5 年以内に買戻しで

きる権利を有する｡)し、金融機関より新規借入も行いましたが、主力事業所であるサテラ

イトかしまの営業中止が続いているため、今後の資金繰り等への影響が懸念される状況が

続いております。 

これらの状況から、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、当該事象等を解消し又は改善すべく、サテライトかしまの平成 24 年 10 月以降の

再開及びサテライト横浜の業務受託の継続により業務の改善を図るとともに、サテライト

かしまの休止期間にかかる営業損害補償金の請求を東京電力株式会社に行い、一部合意し、

受取補償金を特別利益に計上し、収支の改善を図っております。 

しかし、サテライトかしまについては福島第一原子力発電所事故による諸問題が解決され

ておらず、対応策を関係者と協議中であるため、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、財務諸表は継続企業を前提として作成されており、継続企業の前提に関する重要な

不確実性の影響を財務諸表には反映しておりません。 



（６）重要な会計方針

期  別

 項 目

1.有価証券の評価基準及び評   関連会社株式

価方法   …移動平均法による原価法

  その他有価証券

 時価のあるもの

  …決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は移動平均

法により算定)

時価のないもの

  …移動平均法による原価法

2.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産(リース資産を除く）

定率法によっております。

なお、耐用年数及び残存価額につい

  ては、法人税法に規定する方法と同

  一の基準によっております。

ただし、競輪場選手宿舎及び平成10

  年4月1日以降に取得した建物(建物附

  属設備を除く)については定額法によ

  っております。

(2) 無形固定資産(リース資産を除く）

定額法によっております。

なお、耐用年数については、法人税

  法に規定する方法と同一の基準によっ

  ております。

ただし、ソフトウェア(自社利用分)

  については､社内における利用可能期

  間 (５年)に基づく定額法によってお

  ります｡

(3) 長期前払費用

均等償却法によっております。

   なお、償却期間については、法人税

  法に規定する方法と同一の基準によっ

  ております。

(4) リース資産

（所有権移転外ファイナンス・リース取引

に係るリース資産）

リース期間を耐用年数とし、残存価額

 を零とする定額法を採用しております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リ

 ース取引のうち、リース取引開始日が平成

 20年3月31日以前のリース取引については､

 通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計

 処理によっております。

当事業年度

自  平成23年4月 1日
至  平成24年3月31日



期  別

 項 目

当事業年度

自  平成23年4月 1日
至  平成24年3月31日

3.引当金の計上基準 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため､当

  事業年度末における退職給付債務の額

  に基づき､計上しております。

4.ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法
金利スワップ取引について、特例処

  理を採用しております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ取引

ヘッジ対象…借入金

(3) ヘッジ方針

金利変動リスクの回避を目的として

  対象債務の範囲内でヘッジを行ってお

  ります。

(4) ヘッジの有効性評価の方法

当社が行っているデリバティブ取引

  は、金利変動リスクの回避を目的とし

  た金利スワップだけであり、全て特例

  処理によっております。このため有効

  性の事後評価については省略しており

  ます。

5.キャッシュ・フロー計算書 キャッシュ・フロー計算書における資金

における資金の範囲   (現金及び現金同等物)は、手許現金、随

  時引き出し可能な預金及び容易に換金可

  能であり、かつ、価値の変動について僅 

  少なリスクしか負わない取得日から3ケ月

  以内に償還期限の到来する短期投資から

  なります。 

6.その他財務諸表作成のため (1)消費税等の会計処理

の基本となる重要な事項      消費税及び地方消費税の会計処理は税

   抜方式によっております。

(2)のれん及び負ののれんの償却に関する事

項

     のれんの償却については、10年間の均

   等償却を行っております。なお、平成22

   年３月31日以前に発生した負ののれんに

   については、10年間の均等償却を行って

   おります。



（７）表示方法の変更

(貸借対照表関係）

  前事業年度において、｢流動資産｣の｢その他｣に含めていた

｢未収入金｣は金額的重要性が増したため、当事業年度より独

立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映

させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っておりま

す。

  この結果、前事業年度の貸借対照表において｢流動資産｣の

｢その他｣に表示していた25,025千円は｢未収入金｣5,687千円、

｢その他｣19,337千円に組替えております。

（８）追加情報

(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

  当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び､過去

の誤謬の訂正により､｢会計上の変更及び誤謬の訂正に関する

会計基準｣(企業会計基準第24号 平成21年12月４日)及び｢会

計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針｣(企

業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日)を適用してお

ります。

至  平成24年3月31日

当事業年度

自  平成23年4月 1日

至  平成24年3月31日

当事業年度

自  平成23年4月 1日



（９）財務諸表に関する注記事項

（貸借対照表関係）

※.担保に供している資産並びに担保付債務

（１)担保資産

建 物

土 地

投 資 有 価 証 券

計

（２)担保付債務

1 年 内 返 済 予 定
長 期 借 入 金

長 期 借 入 金

計

当事業年度

(平成24年3月31日現在）

２５０,０００千円

３６４,４０４千円

４２２,１３４千円

２６,０２２千円

８１２,５６０千円

３０,０００千円

２２０,０００千円



(損益計算書関係）

※１.受取和解金の内容

神奈川県に対する借地権確認請求訴訟の和解金

1,000,000千円

※２.債務免除益の内容

神奈川県競輪組合に対する損失補填額の減免

341,543千円

※３.受取補償金の内容

神奈川県競輪組合と締結した｢花月園競輪選手宿舎賃貸借契約｣

の違約金 351,000千円

サテライトかしまに関する東京電力㈱からの賠償金収入

158,698千円

※４.固定資産売却損の内容

競輪場建物 995,095千円

※５.減損損失

     当事業年度において、当社が所有する以下の資産グループについて

  減損損失を計上しております。

場所 用途 種類
減損損失
(千円)

建物 642,053

構築物 18,167

計 660,221

    (減損損失を認識するに至った経緯)

  当社は､事業用資産については管理会計上の収益管理単位を基礎

として施設単位のグルーピングを行っております。

  上記の資産は､平成23年6月に競輪場周辺自社地及び選手宿舎土地

建物に関し､売却による回収可能額まで減額し､当該減少額を減損損

失として計上しております。

  なお､回収可能価額は､正味売却価額によって測定しており､主と

して公示価格及び不動産鑑定評価基準に準じた方法に基づき算出し

ております。

自 平成23年 4月１日

至 平成24年 3月31日

当事業年度

横浜市
事業用資産(競
輪場施設等)



(株主資本等変動計算書関係)

当事業年度（自 平成23年4月1日  至 平成24年3月31日）

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2.自己株式の種類及び株式数に関する事項

  （変動事由の概要）

      増加数の内訳は、次の通りであります。

      単元未満株式の買取による増加    1,558株

(キャッシュフロー計算書関係)

※.現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

   されている科目の金額との関係

預入期間が３ｹ月を超える
定 期 預 金

-

現金及び現金同等物の期末残高 １０１，５２１千円

自  平成23年 4月１日

至  平成24年 3月31日

平成24年３月31日現在

現 金 及 び 預 金 期 末 残 高 １０１，５２１千円

当事業年度

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

  普通株式（株） 77,569 1,558 ― 79,127

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

  普通株式（株） 17,666,000 ― ― 17,666,000



（金融商品関係）

当事業年度（自 平成23年4月1日  至 平成24年3月31日）

１.金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

  設備投資計画に照らして必要な資金及び運転資金を銀行借入により調達しております。
デリバティブは投機的な取引は行わない方針であります。

（2）金融商品の内容及びそのリスク

  営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は業務
上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
  営業債務である買掛金は、そのほとんどが１ｹ月以内の支払期日であります。
  借入金は、主に設備投資に係わる資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決
算日後７年であります。
  デリバティブ取引は、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的にした
金利スワップ取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッ
ジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の(６)重要な会計方針｢４.ヘッジ会
計の方法」をご参照ください。

（3）金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

  営業債権については、各事業部門・経理部において取引先の状況を随時確認し、取引先
ごとに期日及び残高を管理するとともに、回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

② 市場リスク（金利等の変動リスク）の管理

  借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、金利スワップ取引を利用してお
ります。
  投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業）の財務状況等を把握し、
保有状態を継続的に見直しております。

③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

  各部署からの報告に基づき経理部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手元
流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

  金融商品の時価には市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算
定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいる
ため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。



２.金融商品の時価等に関する事項

  平成24年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の
とおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれ
ておりません（(注)２.参照）。

（単位：千円）

貸借対照表計上額 時  価 差  額

(1) 現金及び預金 101,521 101,521 ―
(2) 売掛金 31,962 31,962 ―
(3) 未収入金 85,798 85,798 ―
(4) 短期貸付金 80,000 80,000 ―
(5) 投資有価証券 26,022 26,022 ―
(6) 長期貸付金(1年内含む) 75,000 77,748 2,748
(7) 長期未収入金 55,000 53,859 △ 1,140

資産計 455,304 456,912 1,608
(1) 未払金 72,334 72,334 ―
(2) 預り金 18,933 18,933 ―
(3) 長期借入金（1年内含む） 250,000 250,000 ―
(4) リース債務(1年内含む） 99,468 91,673 △ 7,794
(5) 長期預り金 130,000 103,716 △ 26,283

負債計 570,737 536,658 △ 34,078

（注）１.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資産
（1）現金及び預金、（2）売掛金、（3）未収入金、（4）短期貸付金
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当
  該帳簿価額によっております。
（5）投資有価証券
    これらの時価について、株式等は取引所の価格によっており、債券は取引所の価
  格又は取引金融機関等から提示された価格によっております。また、保有目的ごと
  の有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照ください。

（6）長期貸付金、（7）長期未収入金
    これらの時価は、一定期間ごとに分類し、その将来キャッシュ・フローを国債の
  利回り等の適切な指標に準じた利率で割引いた現在価値により算定しております。

負債
（1）未払金、（2）預り金
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当
  該帳簿価額によっております。
（3）長期借入金
    長期借入金に記載のものは、すべて変動金利であり時価は帳簿価額と近似してい
  ることから、当該帳簿価額によっております。
（4）リース債務、（5）長期預り金
    これらの時価は、元利金の合計額を同様の取引を行った場合に想定される利率で
  割引いた現在価値により算定しております。

  ２.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）

区       分

非上場株式 25,465

  これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められる
ことから「（5）投資有価証券」には含めておりません。

  ３.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

（単位：千円）

１年超 ５年超

５年以内 10年以内

現金及び預金 101,521 ― ― ―
売掛金 31,962 ― ― ―
未収入金 85,798 ― ― ―
短期貸付金 80,000 ― ― ―
長期貸付金 60,000 15,000 ― ―
長期未収入金 ― 55,000 ― ―

合計 359,282 70,000 ― ―

  ４.長期借入金及びリース債務の決算日後の返済予定額

（単位：千円）

１年超 ２年超 ３年超 ４年超

２年以内 ３年以内 ４年以内 ５年以内

長期借入金 30,000 36,000 36,000 36,000 36,000 76,000

リース債務 29,840 29,840 29,840 9,946 ― ―
合計 59,840 65,840 65,840 45,946 36,000 76,000

貸借対照表計上額

５年超１年以内

１年以内 10年超



(有価証券関係)

当事業年度（平成24年3月31日）

１.子会社及び関連会社株式

関連会社株式(貸借対照表計上額 5,000千円)は市場価格がなく､時価を把握する
ことが極めて困難と認められることから、記載をしておりません。

２.その他有価証券で時価のあるもの
(単位：千円)

(注）非上場株式(貸借対照表計上額 20,465千円)については、市場価格がなく、時価

     を把握することが極めて困難と認められることから、上表の｢その他有価証券｣

     には含めておりません。

３.当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

(単位：千円)

合計 57,833 6,741 －

  株式 57,833 6,741 －

種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

△ 168

小計 1,492 1,660 △ 168

貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの 株式 1,492

小計 24,530 15,362

1,660

9,167

取得原価 差額
計 上 額

9,167

8,998

種類
貸 借 対 照 表

26,022 17,023合計

貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの 株式 24,530 15,362



（デリバティブ取引関係）

当事業年度（自 平成23年4月1日  至 平成24年3月31日）

当社は、デリバティブ取引の重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（退職給付関係）

１.採用している退職給付制度の概要

     当社は、従業員に支給する退職金について退職一時金制度を採用しております。なお、退職給付の対象者

   が年俸制に移行したため、退職給付費用は発生しておりません。

２.退職給付債務及びその内訳

(単位 千円)

(1) 退職給付債務 ５１,４２０

(2) 退職給付引当金 ５１,４２０

３.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

当社は、簡便法を採用しております。

(ストックオプション等関係)

当事業年度（自 平成23年4月1日  至 平成24年3月31日）
該当事項はありません。

当事業年度

(平成24年3月31日現在)



（税効果会計関係）

（単位 千円）

１.繰延税金資産及び繰延税金負債の発

  生の主な原因別の内訳

  繰延税金資産

税務上の繰越欠損金 1,407,840

退職給付引当金 18,156

未払損失補填金 10,628

減損損失 35,435

その他 9,326

小計 1,481,388

評価性引当額 △ 1,481,388

繰延税金資産合計 ―

 

  繰延税金負債

土地 15,314

 その他有価証券評価差額金 3,177

繰延税金負債合計 18,491

  繰延税金負債の純額 18,491

２.法定実効税率と税効果会計適用後   課税所得が発生していないため、記

  の法人税等の負担率との間に重要な 載を省略しております。

  差異があるときの、当該差異の原因

  となった主要な項目別の内容

３.法人税の変更等による繰延税金   ｢経済社会の構造の変化に対応した税制

資産および繰延税金負債の金額 の構築を図るための所得税法等の一部を

の修正 改正する法律｣(平成23年法律第114号)及

び｢東日本大震災からの復興のための施策

を実施するために必要な財源の確保に関

する特別措置法｣(平成23年法律第117号)

が平成23年12月２日に公布され､平成24

年４月１日以後に開始する事業年度から

法人税率の引下げ及び復興特別法人税の

課税が行われることとなりました。これ

に伴い､繰延税金資産及び繰延税金負債

の計算に使用する法定実効税率は従来の

40.3％から､平成24年４月１日に開始す

る事業年度から平成26年４月１日に開始

する事業年度に解消が見込まれる一時差

異については37.6％に､平成27年４月１日

に開始する事業年度以降に解消が見込ま

れる一時差異については35.3％となりま

す｡この税率変更による影響は軽微であり

ます。

当事業年度

（平成24年3月31日現在）



(企業結合等関係) 

事業分離 

１.事業分離の概要 

(1)分離先企業の名称 

株式会社アーキテクトエム 

(2)分離した事業の内容 

競輪専用場外車券売場の施設賃貸及びその運営受託 

(3)事業分離を行った主な理由 

当社グループは、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、

平成 22 年 10 月 29 日付をもって、関連会社である株式会社サテライト横浜の株式を追

加取得することにより完全子会社化を果たし、花月園競輪廃止後の中核事業所として

位置づけ、業績回復に向けグループ一丸となって取り組んでまいりましたが、平成 23

年３月 11 日に発生した東日本大震災により、当社グループ関連のサテライト３カ所が

被災し復旧工事に伴う特別損失の計上や、福島第一原子力発電所事故の影響から、主

力事業所である南相馬市所在のサテライトかしまが未だ営業再開を果たせないなど、

厳しい状況が続いております。 

このような状況のもと、事業基盤の安定化と有利子負債の圧縮を図るため、５年以

内の株式買戻しを条件として、株式会社サテライト横浜の全株式を譲渡することとい

たしました。 

(4)事業分離日 

平成 23 年 11 月７日 

(5)法的形式を含むその他取引の概要に関する事項 

受取対価を現金のみとする株式譲渡 

 

２.実施した会計処理の概要 

(1)移転損益の金額 

移転損益を認識しておりません。 

(2)移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳 

流動資産  

固定資産  

110,256 千円

242,699 千円

資産合計  352,956 千円

流動負債  

固定負債  

244,472 千円

45,000 千円

負債合計  289,472 千円

  

３.分離した事業が含まれていた報告セグメント 

競輪関連事業 

 

４.当事業年度に係る損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額 

当期首に事業分離をおこなったとみなしており、当事業年度の損益計算書には分離

した事業に係る損益は含まれておりません。 

 



(持分法損益等)

当事業年度（自 平成23年4月1日  至 平成24年3月31日）
  関連会社につきましては、損益等からみて重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（賃貸等不動産関係）

当事業年度（自 平成23年4月1日  至 平成24年3月31日）
  当社では、岩手県花巻市及び福島県南相馬市において､賃貸用の競輪の専用場外車券売
場､（土地を含む）を有しております。平成24年3月期における当該賃貸等不動産に関する
賃貸損益は20,988千円（賃貸料収入は売上高に､主な賃貸費用は売上原価､一般管理費に計
上）であります。
  また、当該賃貸等不動産の貸借対照表計上額､当事業年度増減額及び時価は、次のとお
りであります。

単位：千円

前事業年度末残高 当事業年度増減額 当事業年度末残高

3,585,658 △ 2,754,624 831,033 750,450

(注)１. 貸借対照表計上額は､取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金
額であります。

２. 当事業年度増減額は主に競輪場及び選手宿舎の土地、建物（△2,733,439千円）であ
ります。

３. 決算日における時価は､固定資産税評価額、不動産鑑定評価額の指標を用いて合理的
に算定したものであります。
   

(セグメント情報等)

 セグメント情報

当事業年度（自 平成23年4月1日  至 平成24年3月31日）
  当社は、競輪関連事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

貸借対照表計上額
当事業年度末時価



（関連当事者情報）

当事業年度（自 平成23年4月1日  至 平成24年3月31日）
 (１)親会社及び法人主要株主等 （単位：千円）

属  性 会社等の名称 所在地 資 本 金 事業の内容
議決権等の所有
(被所有)割合

関連当事者と
の関係

取引の内容 取引金額 科  目 期末残高

借入の返済 275,000 借入金 ―
利息の支払 8,061 ― ―
資産の譲渡 1,100,000 未収入金 11,438
建築工事等 2,100 ― ―
借入の返済 200,000 借入金 ―
利息の支払 2,582 ― ―

取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)１.価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して当社が希望価格を提示し、価格の交渉
       の上で決定しております。
    ２.資金の借入については、市場金利等を勘案して合理的に決定しており、担保を提供し
       ております。
    ３.取引金額に前事業年度末残高

 (２)その他の関係会社の子会社等 （単位：千円）

属  性 会社等の名称 所在地 資 本 金 事業の内容
議決権等の所有
(被所有)割合

関連当事者と
の関係

取引の内容 取引金額 科  目 期末残高

借入の返済 140,000 借入金 ―

利息の支払 1,415 ― ―

借入の返済 275,000 借入金 ―
利息の支払 8,325 ― ―

その他の関係会社
の子会社等

㈱アーキテクトエム
横浜市
鶴見区

1,000
建築工事の設計及

び監理等 ― ― 株式の譲渡 500,000 長期預り金 130,000

売掛金 17,092
長期未収入金 55,000

資金の貸付 155,000 貸付金 155,000
利息の受取 4,823 ― ―

取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)１.資金の借入については、市場金利等を勘案して合理的に決定しており、担保を提供し
       ております。
    ２.取引金額には消費税等を含めておりません。

㈱マツオホーム
被所有

直接0.3%
資金援助

その他の関係会社
の子会社等

㈱サテライト横浜 ― 役員の兼任

その他の関係会社
の子会社等

横浜市
中  区

競輪の専用場
外車券売場施
設の賃貸運営

㈱松尾工務店
その他の関
係会社

被所有
直接20.3%

資金援助
役員の兼任

業務受託 194,842

その他の関
係会社

㈱東京ドーム
被所有

直接24.1%
資金援助

役員の兼任

その他の関係会社
の子会社等 松戸公産㈱

被所有
直接0.9%

資金援助
役員の兼任

東京都
文京区

横浜市
鶴見区

千葉県
松戸市

横浜市
鶴見区

東京ドームシ
ティの運営等

土木建築工事
請負業等

競輪場の賃貸及び
競輪の実施に関す

る業務等

土木建築工事請負
業等

80,000

2,038,451

618,573

15,202,961

20,000



（１株当たり情報）

    なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい

  ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(注)１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

（重要な後発事象）

当事業年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）
該当事項はありません。

当事業年度

自  平成23年4月 1日

至  平成24年3月31日

当期純利益（千円） 92,567

期中平均株式数（千株） 17,587

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る当期純利益（千円） 92,567

自  平成23年4月 1日

至  平成24年3月31日

当事業年度

  １株当たり純資産額 37.67円

  １株当たり当期純利益 5.26円



５．その他 

（１）役員の異動 

   確定次第別途開示をいたします。 
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