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（百万円未満切捨て） 
１．平成23年3月期第1四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年6月30日） 
（１）連結経営成績（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1四半期 19,702    1.2 2,182    1.9 985△13.0 △1,392    － 
22年 3月期第1四半期 19,469    4.5 2,141 △36.3 1,132△54.8 615 △53.3

 

 
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1四半期 △16.47 －    
22年 3月期第1四半期 9.03 7.35

 
（２）連結財政状態 

 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1四半期 260,669 91,613 35.1 961.42
22年 3月期 251,240 85,629 34.1 1,079.95

(参考)自己資本 23年3月期第1四半期       91,613百万円 22年3月期       85,629百万円 

 
２．配当の状況 

 
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 －  10.00 － 10.00 20.00   
23年 3月期 －     

23年 3月期(予想)  10.00 － 10.00 20.00   

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：有・無 

 
３．平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)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) 42,900  5.1 6,800 12.6 4,500 13.8 680 △67.5 7.14
通  期 86,000  4.7 14,000 16.4 9,000 14.7 2,500 △26.4 26.24

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：有・無 

 



 

 

４．その他   
 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：有・無 

 新規   社 (社名)  、除外   社 (社名)  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 
 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：有・無 

（注）簡便な会計処理及び四半期連結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。 
 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有・無 

② ①以外の変更 ：有・無 

（注）「四半期連結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連結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。 
 

（４）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年3月期1Ｑ 95,452,914株 22年3月期 79,452,914株

② 期末自己株式数 23年3月期1Ｑ 163,371株 22年3月期 163,091株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年3月期1Ｑ 84,564,341株 22年3月期1Ｑ 68,118,633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手続は終了していません。 

 
※ 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．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一部企業を中心に業績の回復傾向が見られるものの、

全体的には企業収益や設備投資が低水準にとどまり、個人所得の伸び悩みや消費者の節約志向が続くなど、

厳しい状況で推移しました。         

ボウリング・アミューズメント・カラオケ業界におきましても、経済の先行き不透明感による個人消費

低迷の影響により低価格競争が生じるなど、依然として厳しい状況が続きましたが、緩やかながら一部で

客足の戻りと景気の底打ち感が認められつつある状況です。 

   このような経済状況の中、当社におきましては、メール会員制度「ラウポケ」を充実させ顧客の獲得・

囲い込みを行ったほか、積極的なテレビ CM の展開や、カラオケの最新機器の大量導入に加え、人気キャ

ラクターとのコラボグッズを活用した企画などを実施し、業績の向上に努めました。 

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の連結業績は、売上高１９７億２百万円（前年同期比１．２％

増）、営業利益は２１億８千２百万円（前年同期比１．９％増）、経常利益は９億８千５百万円（前年同期

比１３．０％減）となりましたが、資産除去債務に関する会計基準の適用に伴い３１億７千３百万円の特

別損失を計上したことなどにより、四半期純損失は１３億９千２百万円となりました。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は２，６０６億６千９百万円となり、前連結会計年度末に

比べ９４億２千８百万円増加しました。これは主に新株式発行（海外募集）による現金及び預金の増加、

リース資産の増加によるものです。 

   当第１四半期連結会計期間末における負債合計は１，６９０億５千６百万円となり、前連結会計年度末

に比べ３４億４千４百万円増加しました。これは主に資産除去債務の計上、リース債務の増加によるもの

です。 

   当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は９１６億１千３百万円となり、前連結会計年度末に

比べ５９億８千４百万円増加しました。これは主に新株式発行（海外募集）に伴う資本金・資本剰余金の

増加によるものです。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

依然として厳しい外部環境が続くことが予想されますが、当社においては緩やかながら回復の傾向が見

られることなどから、現時点では、平成 22 年５月 14 日に発表した業績予想は変更しておりません。経済

の先行き不安により消費が一層冷え込むなど、第２四半期連結累計期間及び通期の業績見込みについて変

更が必要と判断した場合は、速やかに見直しの上、開示いたします。 

 

２．その他の情報 

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

 

（２）簡便な会計処理および特有の会計処理の概要 

    該当事項はありません。 

 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 
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・資産除去債務に関する会計基準の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「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。 

   この変更により、営業利益及び経常利益はそれぞれ１億５千万円、税金等調整前四半期純利益は３３

億２千４百万円減少しております。 
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 28,836 22,711 
現金及び預金（責任財産限定対象） 7,676 8,104 
売掛金 175 361 
商品 172 186 
貯蔵品 964 955 
その他 6,452 6,215 
その他（責任財産限定対象） 613 628 

流動資産合計 44,890 39,163 

固定資産   
有形固定資産   
建物及び構築物 99,224 92,073 
減価償却累計額 △22,262 △18,005 

建物及び構築物（純額） 76,962 74,068 

建物及び構築物（責任財産限定対象） 42,804 44,176 
減価償却累計額 △7,322 △7,037 
建物及び構築物（責任財産限定対象）
（純額） 35,481 37,139 

土地 42,601 42,590 
土地（責任財産限定対象） 25,605 25,605 
リース資産 28,329 25,271 
減価償却累計額 △8,431 △6,610 

リース資産（純額） 19,897 18,661 

その他 15,502 15,015 
減価償却累計額 △11,268 △10,780 
その他（純額） 4,233 4,234 

有形固定資産合計 204,782 202,298 

無形固定資産 169 169 
投資その他の資産   
その他 10,601 9,289 
その他（責任財産限定対象） 225 317 
投資その他の資産合計 10,826 9,607 

固定資産合計 215,778 212,076 

資産合計 260,669 251,240 
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   
流動負債   
買掛金 143 156 
1年内償還予定の社債 913 913 
短期借入金 1,783 862 
1年内返済予定の長期借入金 10,156 6,298 
1年内返済予定の長期借入金（責任財産限定） 18,320 17,496 
リース債務 7,449 6,502 
未払法人税等 203 793 
その他 3,776 6,218 

流動負債合計 42,747 39,241 

固定負債   
社債 8,166 8,254 
長期借入金 62,168 65,758 
長期借入金（責任財産限定） 36,747 39,306 
役員退職慰労引当金 189 209 
リース債務 12,016 11,630 
資産除去債務 5,846 － 
その他 1,174 1,209 
固定負債合計 126,308 126,369 

負債合計 169,056 165,611 

純資産の部   
株主資本   
資本金 25,021 20,924 
資本剰余金 25,496 21,399 
利益剰余金 41,983 44,169 
自己株式 △316 △315 

株主資本合計 92,185 86,177 

評価・換算差額等   
土地再評価差額金 △548 △548 
為替換算調整勘定 △23 △0 

評価・換算差額等合計 △571 △548 

純資産合計 91,613 85,629 

負債純資産合計 260,669 251,240 
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 19,469 19,702 
売上原価 16,879 17,049 

売上総利益 2,589 2,653 

販売費及び一般管理費 448 471 
営業利益 2,141 2,182 

営業外収益   
受取利息及び配当金 33 26 
その他 29 13 

営業外収益合計 63 39 

営業外費用   
支払利息 996 1,131 
その他 74 104 

営業外費用合計 1,071 1,236 

経常利益 1,132 985 

特別損失   
固定資産除却損 6 25 
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 3,173 
特別損失合計 6 3,199 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△） 1,125 △2,214 

法人税、住民税及び事業税 463 236 
法人税等調整額 47 △1,058 

法人税等合計 510 △821 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △1,392 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 615 △1,392 
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（３）継続企業の前提に関する注記 

   該当事項はありません。 

 

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

   海外募集による新株式発行 

   平成 22 年６月２日開催の当社取締役会において、下記の通り決議しております。 

 

   １．募集株式数 

      下記①および②の合計による当社普通株式 16,000,000 株 

      ①引受人の買取引受けの対象株式として当社普通株式 14,000,000 株 

      ②引受人に対して付与する新たに追加的に発行する当社普通株式を買い取る 

       権利の行使により発行される当社普通株式 2,000,000 株 

 

   ２．発行価格（募集価格） 

      １株につき金 526 円 

 

   ３．発行価格（募集価格）の総額 

      8,416,000,000 円 

 

   ４．払込金額 

      １株につき金 512.10 円 

 

   ５．払込金額の総額 

      8,193,600,000 円 

 

   ６．払込期日 

      平成 22 年６月 17 日（木曜日） 

 

   ７．増加する資本金及び資本剰余金の額 

      当第１四半期において、資本金及び資本剰余金がそれぞれ 4,096,800,000 円 

      増加しております。 

㈱ラウンドワン（4680）　平成23年３月期　第１四半期決算短信
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