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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善や雇用環境の持ち直しがみられるなど、緩やかな

回復基調で推移したものの、アジア諸国における景気減速や日銀のマイナス金利導入の影響など懸念材料も多く、

依然として先行きは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は、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、当社は顧客サービスの向上に取り組むとともに、各サテライトの更なる効率的な管理・

運営に努め増収を図ってまいりました。 

以上の結果、当第１四半期累計期間の売上高は２億２千２百万円となりました。営業利益は１千２百万円、経常

利益は９百万円、四半期純利益は繰延税金資産の計上に伴い法人税等調整額△２千万円を計上したこと等により２

千８百万円となりました。 

なお、当社は、競輪関連事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載を省略しております。 

また、前第１四半期累計期間は四半期連結財務諸表を作成していたため、比較分析は行っておりません。 

 

（２）財政状態に関する説明

（資産） 

 当第１四半期会計期間末における流動資産は２億５千万円(前事業年度末 ２億３千３百万円)となり前事業年度末

に比べ１千６百万円増加いたしました。これは主に現金及び預金が１千８百万円減少しましたが、売掛金が２千４百

万円、繰延税金資産が１千２百万円増加したことによるものであります。固定資産は13億５千９百万円(前事業年度

末13億円８千３百万円)となり、前事業年度末に比べ２千４百万円減少いたしました。これは主に減価償却により有

形固定資産が１千１百万円減少したことと、のれんの償却により無形固定資産が７百万円減少したことによるもので

あります。 

 この結果、総資産は16億９百万円(前事業度末 16億１千７百万円)となり、前事業年度末に比べ７百万円減少いた

しました。 

（負債） 

 当第１四半期会計期間末における流動負債は１億９千２百万円(前事業年度末 １億８千１百万円)となり前事業年

度末に比べ１千１百万円増加いたしました。これは主に預り金が１千万円、未払金が８百万円増加しましたが、リー

ス債務５百万円減少したことによるものであります。固定負債は４億８千１百万円(前事業年度末 ５億２千５百万

円)となり、前事業年度末に比べ４千３百万円減少いたしました。これは主に長期借入金が２千１百万円、長期リー

ス債務が６百万円、繰延税金負債が９百万円、退職給付引当金が４百万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、６億７千３百万円(前事業年度末 ７億６百万円)となり、前事業年度末に比べ３千２百万

円減少いたしました。 

（純資産） 

 当第１四半期会計期間末における純資産合計は９億３千６百万円(前事業年度末 ９億１千１百万円)となり、前事

業年度末に比べ２千４百万円増加いたしました。これは主に四半期純利益が２千８百万円あったことによるものであ

ります。 

 この結果、自己資本比率は58.2％となりました。 

 

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

 平成28年８月３日に公表いたしました業績予想から変更はありません。 

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計方針の変更）

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用） 

 法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対

応報告第32号 平成28年６月17日）を当第１四半期会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附

属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

 なお、当第１四半期累計期間の四半期財務諸表に与える影響はありません。

 

（２）追加情報

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

 「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を当第

１四半期会計期間から適用しております。
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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） 

  前事業年度 
(平成28年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成28年６月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 126,215 107,609 

売掛金 92,655 117,063 

繰延税金資産 - 12,505 

その他 14,632 13,303 

流動資産合計 233,503 250,482 

固定資産    

有形固定資産    

建物（純額） 376,722 370,816 

構築物（純額） 16,688 16,430 

土地 443,206 443,206 

リース資産（純額） 13,018 8,258 

その他（純額） 7,806 7,184 

有形固定資産合計 857,442 845,897 

無形固定資産    

のれん 285,234 277,311 

その他 6,405 6,040 

無形固定資産合計 291,640 283,351 

投資その他の資産 234,727 229,867 

固定資産合計 1,383,810 1,359,116 

資産合計 1,617,314 1,609,598 

負債の部    

流動負債    

1年内返済予定の長期借入金 89,850 87,900 

リース債務 34,632 29,590 

未払金 41,436 50,316 

未払法人税等 6,973 3,503 

未払消費税等 6,103 8,303 

預り金 1,941 12,517 

その他 130 130 

流動負債合計 181,067 192,261 

固定負債    

長期借入金 392,450 370,475 

リース債務 75,856 69,703 

繰延税金負債 19,058 9,682 

退職給付引当金 22,558 17,613 

負ののれん 6,594 5,553 

その他 8,669 8,293 

固定負債合計 525,187 481,322 

負債合計 706,254 673,584 

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 △374,668 △346,358 

自己株式 △10,816 △10,816 

株主資本合計 897,465 925,774 

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 13,594 10,240 

評価・換算差額等合計 13,594 10,240 

純資産合計 911,059 936,014 

負債純資産合計 1,617,314 1,609,598 
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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） 

 
 当第１四半期累計期間 
(自 平成28年４月１日 

 至 平成28年６月30日) 

売上高 222,609 

売上原価 120,150 

売上総利益 102,458 

販売費及び一般管理費 90,385 

営業利益 12,072 

営業外収益  

受取利息 336 

受取配当金 703 

負ののれん償却額 1,041 

その他 231 

営業外収益合計 2,312 

営業外費用  

支払利息 5,086 

営業外費用合計 5,086 

経常利益 9,299 

税引前四半期純利益 9,299 

法人税、住民税及び事業税 1,411 

法人税等調整額 △20,421 

法人税等合計 △19,010 

四半期純利益 28,309 
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（３）四半期財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。
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