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1.  平成25年3月期第3四半期の業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第3四半期 227 △0.6 7 ― 10 ― 84 70.7
24年3月期第3四半期 229 ― △7 ― △90 ― 49 ―

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

25年3月期第3四半期 4.80 ―
24年3月期第3四半期 2.81 ―

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

25年3月期第3四半期 1,317 747 56.7 42.49
24年3月期 1,342 662 49.3 37.67
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  747百万円 24年3月期  662百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

24年3月期 ― ― ― 0.00 0.00
25年3月期 ― ― ―
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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 300 △2.8 7 ― 10 ― 86 △7.1 4.89



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
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） 25年3月期3Q 17,666,000 株 24年3月期 17,666,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 80,885 株 24年3月期 79,127 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 17,586,126 株 24年3月期3Q 17,588,157 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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
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３四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災による影響から着実な回復傾向にあるものの、欧州の

金融不安、円高の長期化の影響など懸念すべき問題も多く、企業を取り巻く環境は依然として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、重勝式賭け式の発売、ガールズ競輪の再開など競輪の活性化を

図るべく努力をしておりますが、依然として厳しい状況が続いております。 

このような状況のもとで、当社は、経営全般にわたる徹底した合理化や効率化の推進、新規ファンの獲得に注力す

るなど、総力を挙げて業績の改善に取り組みました。また、福島第一原子力発電所事故のため営業を停止しているサ

テライトかしまについては、営業再開を目指すと共に、引き続き、東京電力株式会社と営業損害補償の交渉を続けて

まいります。 

以上の結果、当第３四半期累計期間の売上高は２億２千７百万円(前年同四半期比 0.6%減)、営業利益は７百万円

（前年同四半期 営業損失７百万円)、経常利益は１千万円(前年同四半期 経常損失９千万円)、四半期純利益は東京

電力株式会社からの営業損害補償金を特別利益に計上したため８千４百万円（前年同四半期比 70.7%増)となりまし

た。  

   

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第３四半期会計期間末における流動資産は３億２千３百万円となり、前事業年度末に比べ４千４百万円減少いた

しました。これは主に売掛金が１千８百万円、立替金が１千６百万円増加いたしましたが、未収入金が４千万円、現

金及び預金が３千１百万円減少したことによるものであります。固定資産は９億９千４百万円となり、前事業年度末

に比べ１千９百万円増加いたしました。これは主に長期貸付金が１千５百万円減少し減価償却費が１千４百万円あり

ましたが、差入保証金が５千万円増加したことによるものであります。 

この結果、総資産は13億１千７百万円となり、前事業年度末に比べ２千５百万円減少いたしました。 

（負債） 

当第３四半期会計期間末における流動負債は１億９百万円となり、前事業年度末に比べ５千万円減少いたしまし

た。これは主に未払金が３千８百万円、預り金が１千８百万円減少したことによるものであります。固定負債は４億

６千万円となり、前事業年度末に比べ５千９百万円減少いたしました。これは主に長期借入金が２千７百万円、長期

リース債務が２千２百万円減少したことによるものであります。 

この結果、負債合計は５億７千万円となり、前事業年度末に比べ１億１千万円減少いたしました。 

（純資産） 

当第３四半期会計期間末における純資産合計は７億４千７百万円となり、前事業年度末に比べ８千４百万円増加い

たしました。これは主に四半期純利益８千４百万円によるものであります。 

この結果、自己資本比率は56.7％となりました。 

   

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

平成24年11月２日に公表いたしました業績予想から変更はございません。平成24年９月から11月迄のサテライトか

しまの営業損害補償につきまして、現在、東京電力株式会社と交渉中であります。補償額が確定次第、合わせて他の

要因も含めて業績予想の修正を公表する予定でございます。 

   

   

会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

会計方針の変更 

（減価償却方法の変更） 

 当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産

について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。    

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



当社は、当第３四半期累計期間において、７百万円の営業利益を計上しているものの、既存事業における継続的な

営業キャッシュ・フローの回復を確認できるまでには至っておりません。また、東京電力株式会社による福島第一原

子力発電所事故の影響で休業中のサテライトかしまに対する営業損害補償については補償期限が定められていないた

め、補償が途絶えた場合には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。 

   

３．継続企業の前提に関する重要事象等



４．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 101,521 70,492

売掛金 31,962 50,215

短期貸付金 140,000 130,000

未収入金 85,798 45,596

その他 8,690 26,711

流動資産合計 367,972 323,014

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 364,437 351,441

構築物（純額） 22,141 20,888

機械及び装置（純額） 847 642

車両運搬具（純額） 43 39

工具、器具及び備品（純額） 358 754

土地 443,206 443,206

有形固定資産合計 831,033 816,973

無形固定資産 15,955 14,173

投資その他の資産 127,861 163,156

固定資産合計 974,850 994,303

資産合計 1,342,823 1,317,318



（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

1年内返済予定の長期借入金 30,000 36,000

リース債務 29,840 29,840

未払金 72,334 34,125

未払法人税等 4,572 6,229

未払消費税等 4,506 2,490

前受金 181 304

預り金 18,933 688

流動負債合計 160,370 109,680

固定負債   

長期借入金 220,000 193,000

リース債務 69,628 47,247

長期未払金 2,104 －

繰延税金負債 18,491 18,727

退職給付引当金 51,420 46,336

負ののれん 23,255 20,131

長期預り金 130,000 130,000

その他 5,000 5,000

固定負債合計 519,900 460,443

負債合計 680,270 570,123

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 △616,401 △532,052

自己株式 △9,816 △9,956

株主資本合計 656,731 740,940

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,821 6,254

評価・換算差額等合計 5,821 6,254

純資産合計 662,553 747,194

負債純資産合計 1,342,823 1,317,318



（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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 229,324 227,967

売上原価 50,645 40,530

売上総利益 178,679 187,437

販売費及び一般管理費 186,013 180,133

営業利益又は営業損失（△） △7,334 7,303

営業外収益   

受取利息 2,979 5,281

受取配当金 1,349 834

負ののれん償却額 3,123 3,123

助成金収入 2,847 2,223

雑収入 388 880

営業外収益合計 10,689 12,342

営業外費用   

支払利息 49,120 8,907

訴訟関連費用 30,090 －

減価償却費 3,574 －

租税公課 7,088 －

その他 4,468 374

営業外費用合計 94,341 9,282

経常利益又は経常損失（△） △90,986 10,363

特別利益   

受取和解金 ※1  1,000,000 －

債務免除益 ※2  341,543 －

受取補償金 ※3  470,264 ※3  78,458

投資有価証券売却益 6,741 －

特別利益合計 1,818,548 78,458

特別損失   

減損損失 660,221 －

固定資産除却損 163 32

固定資産売却損 995,095 －

災害による損失 20,398 －

特別損失合計 1,675,878 32

税引前四半期純利益 51,683 88,789

法人税、住民税及び事業税 2,280 4,440

法人税等合計 2,280 4,440

四半期純利益 49,403 84,348



当社は、当第３四半期累計期間において、7,303千円の営業利益を計上しているものの、既存事業における継続的

な営業キャッシュ・フローの回復を確認できるまでには至っておりません。また、東京電力株式会社による福島第

一原子力発電所事故の影響で休業中のサテライトかしまに対する営業損害補償については補償期限が定められてい

ないため、補償が途絶えた場合には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。 

当該状況を解消し又は改善すべく、東京電力株式会社に対しては補償の継続を求める交渉をするとともに、サテ

ライトかしまの早期の営業再開を目指します。また、既存の各サテライトの更なる効率的な管理・運営に努めると

ともに、新規サテライトの開設、競輪事業で培ったノウハウを活かし、他公営競技を含む場外発売施設の運営受

託・コンサルタント業務に努め、増収を図ってまいります。 

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。 

   

   

※１ 受取和解金の内訳 

  

※２ 債務免除益の内訳 

  

※３ 受取補償金の内訳 

  

  

 該当事項はありません。  

   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）四半期損益計算書関係

  
前第３四半期累計期間 

（自 平成23年４月１日 
至 平成23年12月31日） 

当第３四半期累計期間 
（自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日）  

神奈川県に対する借地権確認請求訴訟の和

解金  

千円 1,000,000  －

  
前第３四半期累計期間 
（自 平成23年４月１日 
  至 平成23年12月31日） 

当第３四半期累計期間 
（自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日）  

神奈川県競輪組合に対する損失補填額の減

免 

千円 341,543  －

  
前第３四半期累計期間 

（自 平成23年４月１日 
至 平成23年12月31日） 

当第３四半期累計期間 
（自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日）  

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」の違約金収入 

千円 351,000  －

サテライトかしまに関する東京電力㈱から

の営業損害補償金 

千円 119,264 千円 78,458

（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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