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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

21年3月期第1四半期 18,622 ― 3,361 ― 2,505 ― 1,316 ―

20年3月期第1四半期 17,935 ― 4,099 ― 3,680 ― 2,143 ―

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

21年3月期第1四半期 2,086.04 ―

20年3月期第1四半期 3,396.83 3,396.36

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

21年3月期第1四半期 178,373 70,368 39.5 111,538.35
20年3月期 176,384 69,694 39.5 110,452.57

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  70,368百万円 20年3月期  69,684百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 1,000.00 ― 1,000.00 2,000.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 1,000.00 ― 1,000.00 2,000.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期連結累計期間 41,000 6.8 8,900 △6.1 7,900 △6.8 4,500 △8.7 7,132.75
通期 85,000 9.0 19,000 3.9 16,700 4.5 9,600 4.9 15,216.54

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 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  無  

(3) 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（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もの） 

  詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（1）上記の予想は現時点で入手可能な情報により算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。 
（2）当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  632,413株 20年3月期  632,413株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  1,521株 20年3月期  1,514株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  630,894株 20年3月期第1四半期  630,928株
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【定性的情報・財務諸表等】 

 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期（平成２０年４月１日～平成２０年６月３０日）における我が国経済は、原材料や原油高の高騰

が続いた結果、食料品や生活必需品の価格上昇が相次ぎ、個人消費は低迷し、景気の先行きは不透明な状況が続

いております。 

 このような状況の中、当社におきましてもボウリング・アミューズメントを中心に様々な企画や、新機種を導

入し、更に新キャラクターを使ったテレビコマーシャル等で集客力の向上に努めました。また、平成２０年４月

に『姫路飾磨店』（兵庫県姫路市）を新規出店いたしました。 

これらの結果、当第１四半期の連結の売上高は１８６億２２百万円（前年同期比３.８％増）、営業利益は      

３３億６１百万円（前年同期比１８.０％減）、経常利益は２５億５百万円（前年同期比３１.９％減）、四半期純

利益は１３億１６百万円（前年同期比３８.６％減）となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期の総資産は１，７８３億７３百万円となり、前期末に比べ１９億８８百万円増加しました。 

流動資産は現預金の増加等により前期末に比べ１０億７５百万円増加しました。 

固定資産は建物及び構築物や、土地の増加により前期末に比べ８億２５百万円増加しました。 

負債は短期借入金の増加や、未払法人税等及び長期借入金の減少により１３億１３百万円増加しました。 

純資産は利益剰余金の増加により、６億７４百万円増加しました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 引き続き厳しい状況が続くことが予想されますが、現時点では平成２０年５月９日に発表した業績予想は、変

更しておりません。ただし一層の生活必需品の価格上昇等により、消費が更に冷え込み、期初に想定した事業環

境が大きく変化し、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には、

速やかに見直しの上、開示いたします。 

 

４．その他 

 （１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

該当事項はありません。 

 （２）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 

    該当事項はありません。 

（３）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 

   当連結会計年度より｢四半期財務諸表に関する会計基準｣（企業会計基準第１２号）及び｢四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針｣（企業会計基準適用指針第１４号）を適用しております。また、｢四半期

連結財務諸表規則｣に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
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５．四半期連結財務諸表 
（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20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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 13,115 10,808

現金及び預金（責任財産限定対象） 12,403 12,116

売掛金 177 330

商品 168 131

貯蔵品 770 725

その他 2,720 4,247

その他（責任財産限定対象） 1,215 1,136

流動資産合計 30,571 29,495

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 38,202 37,971

減価償却累計額 △9,527 △9,073

建物及び構築物（純額） 28,674 28,898

建物及び構築物（責任財産限定対象） 63,499 62,256

減価償却累計額 △5,690 △4,850

建物及び構築物（責任財産限定対象）
（純額）

57,809 57,405

土地 1,230 1,230

土地（責任財産限定対象） 44,618 43,546

その他 12,934 12,409

減価償却累計額 △8,619 △7,941

その他（純額） 4,314 4,468

有形固定資産合計 136,647 135,548

無形固定資産 135 219

投資その他の資産   

その他 9,192 9,495

その他（責任財産限定対象） 1,231 1,116

投資その他の資産合計 10,423 10,612

固定資産合計 147,206 146,380

繰延資産 595 508

資産合計 178,373 176,384
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 118 111

短期借入金 12,376 5,700

未払法人税等 543 3,271

店舗閉鎖損失引当金 81 －

その他 4,175 5,122

その他（責任財産限定） 6,240 6,214

流動負債合計 23,535 20,419

固定負債   

社債 2,000 2,000

長期借入金 1,950 375

長期借入金（責任財産限定） 79,889 83,279

役員退職慰労引当金 172 167

その他 457 450

固定負債合計 84,469 86,271

負債合計 108,004 106,690

純資産の部   

株主資本   

資本金 15,324 15,324

資本剰余金 15,799 15,799

利益剰余金 40,100 39,415

自己株式 △307 △306

株主資本合計 70,916 70,232

評価・換算差額等   

土地再評価差額金 △548 △548

評価・換算差額等合計 △548 △548

少数株主持分 － 9

純資産合計 70,368 69,694

負債純資産合計 178,373 176,384
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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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 18,622

売上原価 14,779

売上総利益 3,843

販売費及び一般管理費 482

営業利益 3,361

営業外収益  

受取利息 21

協賛金収入 11

その他 19

営業外収益合計 52

営業外費用  

支払利息 884

その他 23

営業外費用合計 907

経常利益 2,505

特別損失  

固定資産除却損 84

店舗閉鎖損失 54

店舗閉鎖損失引当金繰入額 81

特別損失合計 220

税金等調整前四半期純利益 2,285

法人税、住民税及び事業税 724

法人税等調整額 264

法人税等合計 989

少数株主利益 △20

四半期純利益 1,316
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用している。また、「四半期連結財務諸表規

則」に従い四半期連結財務諸表を作成している。 

  

 （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 

    該当事項はありません。 
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