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  (百万円未満切り捨て)

（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 ％ 

26年３月期第１四半期  20,165  △2.8  2,256  2.4  1,642  63.1  631  43.9

25年３月期第１四半期  20,741  △6.7  2,204  △48.8  1,007  △68.3  439  △75.9

（注）包括利益 26年３月期第１四半期 681百万円（ ％） 70.1   25年３月期第１四半期 400百万円 （ ％） △77.9

  
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 

26年３月期第１四半期  6.63  －

25年３月期第１四半期  4.61  －

  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 

26年３月期第１四半期  203,673  78,442  38.5  823.26

25年３月期  206,217  78,714  38.2  826.11

（参考）自己資本 26年３月期第１四半期 78,442百万円   25年３月期 78,714百万円 

  
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 
25年３月期  － 10.00 － 10.00  20.00

26年３月期  －       
26年３月期（予想）   10.00 － 10.00  20.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26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）  42,800  △1.1  5,400  △9.5  3,800  △0.3  1,700  △15.8  17.84

通期  86,000  0.1  11,600  0.3  8,400  2.2  △7,500  －  △78.71

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間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）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無

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） 26年３月期１Ｑ 95,452,914株 25年３月期 95,452,914株

②  期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 170,751株 25年３月期 170,071株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 95,282,389株 25年３月期１Ｑ 95,284,782株

 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きの対象外であり、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に対する四半期レビュー手続きは終了しておりません。

 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) 経営成績に関する説明 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、経済政策への期待感と、日銀の大幅金融緩和により円高が是正

されたことから、株価の回復など明るい兆しがみられました。しかしながら、中国経済の成長鈍化懸念等により、景

気下振れの懸念材料もあることから、景気の先行きについては依然として不透明な状況が続いております。 

 このような状況の中、当社グループは、「ラウンドワン×ヱヴァンゲリヲン新劇場版」等を起用したプロモーショ

ン活動や企画の実施、弊社がメインスポンサーとして提供しているテレビ番組「BLACK MILLION」で当社施設の魅力

を発信することで集客性の向上を図り、また、稼働率が低下する深夜時間帯に当社施設で遊び放題となる「オールナ

イトフリーパスＺ」を導入し、業績回復に努めてまいりました。 

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高 百万円（前年同四半期比 ％減）、営業利益

百万円（同 ％増）、経常利益 百万円（同 ％増）、四半期純利益 百万円（同 ％増）となりま

した。 

 当社グループは、総合アミューズメント事業の単一セグメントとしているため、セグメント別の業績を記載いたし

ておりません。なお、サービス別の業績は次のとおりであります。 

   

①ボウリング 

 初心者向けの「ボウリング教室」を積極的に行い来場者のマニア化を進めリピート率の上昇を目指しました。ま

た、ボウリングネット対戦「がんばれ！ぼうりんぐ番長！」に「お試し対戦」機能等の追加を行い顧客満足度の向

上に努めましたが、前年同四半期に比べて ％の減収となりました。 

②アミューズメント 

 前年度より継続しているクレーンゲームの景品構成の見直しをさらに進めました。また、テレビ番組「BLACK 

MILLION」で体感ゲーム機を紹介することや、ゲーム初心者向けに「ゲーム教室」等を行い、集客の向上に努めま

したが、前年同四半期に比べて ％の減収となりました。 

③カラオケ 

 新たに「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」をテーマとしたキャラクタールームの設置や、「歓送迎会プラン」等によ

り集客向上に努めた他、フードメニューの強化により客単価の向上を目指しました。これらの結果、前年同四半期

に比べて ％の増収となりました。 

④スポッチャ 

 人気作品とのコラボレーション企画や、「Hello Kitty」等を使用した販促物配布の強化を行い集客の向上に努

めました。これらの結果、前年同四半期に比べて ％の増収となりました。   

   

(2) 財政状態に関する説明 

（資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ 百万円減少の 百万円となり

ました。この要因は、現金及び預金が 百万円増加、未収還付法人税等が 百万円増加したこと等による流動資

産の増加 百万円と、土地が 百万円減少、建物が 百万円減少したこと等による固定資産の減少 百

万円によるものであります。 

（負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ 百万円減少の 百万円とな

りました。この要因は、リース債務が 百万円減少、未払法人税等が 百万円減少、１年内返済予定の長期借入金

が 百万円減少、及び短期借入金が 百万円増加したこと等による流動負債の減少 百万円、長期借入金が

百万円減少、リース債務が 百万円減少、長期未払金が 百万円減少、及び社債が 百万円減少したこと等によ

る固定負債の減少 百万円によるものであります。 

（純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ 百万円減少の 百万円とな

りました。この要因は、剰余金の配当 百万円による減少と四半期純利益 百万円の計上により利益剰余金が

百万円減少したこと等によるものであります。 

    

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成25年５月10日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。  

１．当四半期決算に関する定性的情報

20,165 2.8

2,256 2.4 1,642 63.1 631 43.9
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4.8

4.1

6.6
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606 529
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2,094

271 78,442
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２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



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）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 24,274 28,021

現金及び預金（責任財産限定対象） 1,050 967

売掛金 605 395

商品 209 277

貯蔵品 976 888

その他 4,102 4,729

その他（責任財産限定対象） 39 38

流動資産合計 31,257 35,319

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 121,174 119,645

減価償却累計額 △38,595 △39,417

建物及び構築物（純額） 82,579 80,227

建物及び構築物（責任財産限定対象） 7,373 7,373

減価償却累計額 △2,219 △2,276

建物及び構築物（責任財産限定対象）
（純額）

5,154 5,097

土地 46,312 43,090

土地（責任財産限定対象） 4,053 4,053

リース資産 40,085 40,233

減価償却累計額 △20,168 △21,372

リース資産（純額） 19,916 18,861

その他 13,473 13,686

減価償却累計額 △11,423 △11,577

その他（純額） 2,050 2,109

有形固定資産合計 160,065 153,438

無形固定資産 177 175

投資その他の資産   

その他 14,590 14,613

その他（責任財産限定対象） 126 126

投資その他の資産合計 14,717 14,739

固定資産合計 174,960 168,354

資産合計 206,217 203,673



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 196 191

短期借入金 515 1,850

1年内償還予定の社債 1,063 1,063

1年内返済予定の長期借入金 26,573 26,271

1年内返済予定の長期借入金（責任財産限定） 2,996 2,971

リース債務 10,023 9,416

未払法人税等 746 216

その他 5,231 5,187

流動負債合計 47,346 47,168

固定負債   

社債 4,762 4,637

長期借入金 50,250 49,341

長期借入金（責任財産限定） 4,065 3,966

役員退職慰労引当金 243 248

リース債務 12,803 11,998

資産除去債務 6,223 6,234

その他 1,807 1,636

固定負債合計 80,157 78,063

負債合計 127,503 125,231

純資産の部   

株主資本   

資本金 25,021 25,021

資本剰余金 25,496 25,496

利益剰余金 29,321 29,000

自己株式 △319 △319

株主資本合計 79,519 79,198

その他の包括利益累計額   

土地再評価差額金 △921 △921

為替換算調整勘定 115 165

その他の包括利益累計額合計 △805 △756

純資産合計 78,714 78,442

負債純資産合計 206,217 203,673



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 20,741 20,165

売上原価 18,112 17,500

売上総利益 2,628 2,665

販売費及び一般管理費 423 409

営業利益 2,204 2,256

営業外収益   

受取利息及び配当金 7 8

為替差益 － 60

受取保険金 0 1

受取補償金 8 6

その他 14 14

営業外収益合計 29 90

営業外費用   

支払利息 881 671

その他 345 33

営業外費用合計 1,227 705

経常利益 1,007 1,642

特別利益   

固定資産売却益 30 20

特別利益合計 30 20

特別損失   

固定資産除却損 1 8

減損損失 － 524

店舗閉鎖損失引当金繰入額 242 －

特別損失合計 243 532

税金等調整前四半期純利益 794 1,130

法人税、住民税及び事業税 62 292

法人税等調整額 292 206

法人税等合計 355 499

少数株主損益調整前四半期純利益 439 631

四半期純利益 439 631



（四半期連結包括利益計算書） 
（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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 439 631

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 △38 49

その他の包括利益合計 △38 49

四半期包括利益 400 681

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 400 681

少数株主に係る四半期包括利益 － －



 該当事項はありません。   

   

 該当事項はありません。   

   

   

(3) 四半期連結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）

（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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