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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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 ％

24年3月期第3四半期 66,226 7.4 11,422 52.8 7,960 100.1 2,472 ―
23年3月期第3四半期 61,660 3.0 7,473 △2.6 3,978 △14.0 △12,907 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 2,478百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △12,904百万円 （―％）

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

24年3月期第3四半期 25.95 ―
23年3月期第3四半期 △140.70 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 236,281 79,600 33.7
23年3月期 252,106 79,028 31.3
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  79,600百万円 23年3月期  79,028百万円

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

23年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00
24年3月期 ― 10.00 ―
24年3月期（予想） 10.00 20.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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 89,500 6.2 16,000 40.1 11,000 58.8 3,300 ― 34.63



(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  

(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 
 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、四半期財務諸表に対する
四半期レビュー手続が実施中です。 

※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。 

4.  その他

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） 24年3月期3Q 95,452,914 株 23年3月期 95,452,914 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 166,871 株 23年3月期 165,711 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 95,286,605 株 23年3月期3Q 91,740,057 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間における我が国の経済は、東日本大震災による影響が完全に回復しない状態が続く中

で、一部の企業には復興需要等により明るい兆しが見えましたが、欧州の金融不安や円高の進行に加えて、『税と

社会保障の一体改革』による『消費税の引き上げ』や『年金制度の見直し』論議の連日報道等により、将来への不

安感があおられた結果、消費マインドは冷え込んだ状態が続きました。 

 このような状況の中、当社グループは、ボウリングのネットワーク対戦や人気作品「ONE PIECE」とのコラボ企

画の実施、また、人気アイドルユニット「NMB48」とタイアップしたプロモーション活動の実施等により業績向上

に努めてまいりました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高66,226百万円（前年同四半期比7.4％増）、営業利益

11,422百万円（同52.8％増）、経常利益7,960百万円（同100.1％増）、四半期純利益2,472百万円（前年同四半期

は四半期純損失12,907百万円）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でありますので、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 

 人気企画のネットワーク対戦「がんばれ！ぼうりんぐ番長！」の継続や「ONE PIECE」のキャラクターを利用

した販促活動等により、前年同四半期に比べて5.8％の増収となりました。 

②アミューズメント 

 「メダル王」、「ONE PIECE」の販促品活用の継続に加えて、新規の大型機器を早期に大量導入することで、

他社との差別化をはかった結果、前年同四半期に比べて4.9％の増収となりました。 

③カラオケ 

 人気機種の「CROSSO」（クロッソ）や「LIVE DAM」（ライブダム）の大量導入やドリンクバーの設置、また、

「ONE PIECE」の内装を施したカラオケルームの提供等より、前年同四半期に比べて24.2％の増収となりまし

た。 

④スポッチャ 

 震災以後、屋内型の施設で家族や仲間と一緒に安心して体を動かして楽しめる施設であることが好まれ、ま

た、アミューズメントのフリープレイエリアの充実等を行った結果、前年同四半期に比べて6.9％の増収となり

ました。 

⑤その他 

 卓球、ダーツ及びビリヤード等は引き続き堅調に推移し、前年同四半期に比べて18.3％の増収となりました。

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産）  

 当第３四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15,825百万円減少の236,281百万円と

なりました。この要因は、繰延税金資産が5,253百万円減少、短期貸付金が2,400百万円減少、現金及び預金（責任

財産限定対象）が1,779百万円減少、未収還付法人税等が1,036百万円減少、現金及び預金が6,084百万円増加した

こと等による流動資産の減少4,830百万円と、建物及び構築物（責任財産限定対象）（純額）が9,678百万円減少、

土地（責任財産限定対象）が4,269百万円減少、リース資産が2,504百万円減少、繰延税金資産が2,338百万円増

加、建物及び構築物（純額）が2,123百万円増加、建設仮勘定が1,270百万円増加したこと等による固定資産の減少

10,994百万円によるものであります。 

（負債） 

 当第３四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16,397百万円減少し156,680百万円

となりました。この要因は、１年内返済予定の長期借入金（責任財産限定）が5,178百万円減少、１年内返済予定

の長期借入金が2,425百万円増加したこと等による流動負債の減少2,958百万円、長期借入金（責任財産限定）が

8,024百万円減少、長期借入金が5,351百万円減少、リース債務が1,546百万円減少、社債が1,454百万円増加したこ

と等による固定負債の減少13,438百万円によるものであります。 

（純資産） 

 当第３四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572百万円増加の79,600百万円と

なりました。この要因は、四半期純利益2,472百万円、剰余金の配当1,905百万円による利益剰余金566百万円の増

加等によるものであります。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年11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．当四半期決算に関する定性的情報



 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。 

  

２．サマリー情報（その他）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23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 17,007 23,091

現金及び預金（責任財産限定対象） 5,766 3,987

売掛金 414 310

商品 234 218

貯蔵品 1,113 1,348

その他 12,061 3,027

その他（責任財産限定対象） 574 356

流動資産合計 37,171 32,340

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 110,204 117,258

減価償却累計額 △28,006 △32,936

建物及び構築物（純額） 82,197 84,321

建物及び構築物（責任財産限定対象） 33,676 22,581

減価償却累計額 △6,517 △5,100

建物及び構築物（責任財産限定対象）
（純額）

27,159 17,481

土地 47,650 47,822

土地（責任財産限定対象） 20,027 15,758

リース資産 39,269 38,174

減価償却累計額 △15,785 △17,194

リース資産（純額） 23,484 20,979

その他 13,593 14,199

減価償却累計額 △11,513 △11,281

その他（純額） 2,080 2,918

有形固定資産合計 202,599 189,280

無形固定資産 231 222

投資その他の資産   

その他 11,890 14,226

その他（責任財産限定対象） 213 210

投資その他の資産合計 12,103 14,437

固定資産合計 214,934 203,940

資産合計 252,106 236,281



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 189 240

短期借入金 2,882 2,018

1年内償還予定の社債 913 1,114

1年内返済予定の長期借入金 11,107 13,533

1年内返済予定の長期借入金（責任財産限定） 21,387 16,209

リース債務 9,679 9,800

未払法人税等 236 233

災害損失引当金 363 127

その他 4,725 5,250

流動負債合計 51,485 48,527

固定負債   

社債 7,340 8,795

長期借入金 72,070 66,719

長期借入金（責任財産限定） 20,460 12,435

役員退職慰労引当金 203 217

リース債務 14,461 12,914

資産除去債務 6,066 6,136

その他 989 934

固定負債合計 121,592 108,153

負債合計 173,078 156,680

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 29,749 30,316

自己株式 △317 △317

株主資本合計 79,950 80,516

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 △1 4

その他の包括利益累計額合計 △922 △916

純資産合計 79,028 79,600

負債純資産合計 252,106 236,281



（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３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 61,660 66,226

売上原価 52,774 53,506

売上総利益 8,885 12,719

販売費及び一般管理費 1,411 1,297

営業利益 7,473 11,422

営業外収益   

受取利息及び配当金 88 34

受取保険金 18 20

補助金収入 61 －

その他 87 162

営業外収益合計 256 217

営業外費用   

支払利息 3,466 3,331

その他 285 347

営業外費用合計 3,751 3,679

経常利益 3,978 7,960

特別利益   

固定資産売却益 － 257

特別利益合計 － 257

特別損失   

固定資産売却損 － 1,837

固定資産除却損 286 205

減損損失 － 547

出店計画変更損失引当金繰入額 13,000 －

出店計画変更損失 8,800 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 3,173 －

その他 － 62

特別損失合計 25,259 2,652

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（△）

△21,280 5,565

法人税、住民税及び事業税 1,608 177

法人税等調整額 △9,982 2,915

法人税等合計 △8,373 3,092

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△12,907 2,472

四半期純利益又は四半期純損失（△） △12,907 2,472



（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△12,907 2,472

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 3 5

その他の包括利益合計 3 5

四半期包括利益 △12,904 2,478

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △12,904 2,478

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）継続企業の前提に関する注記

（４）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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