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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第43期
第１四半期
累計(会計)期間

第44期
第１四半期
累計(会計)期間

第43期

会計期間
自平成21年４月１日
至平成21年６月30日

自平成22年４月１日
至平成22年６月30日

自平成21年４月１日
至平成22年３月31日

売上高（千円） 6,898,210 5,788,203 26,034,285

経常利益（千円） 328,404 109,448 637,647

四半期（当期）純利益（千円） 150,978 33,682 270,455

持分法を適用した場合の投資利益（千円） － － －

資本金（千円） 4,000,000 4,000,000 4,000,000

発行済株式総数（株） 54,778,796109,557,59254,778,796

純資産額（千円） 10,607,139 11,845,326 12,177,881

総資産額（千円） 32,357,129 30,915,359 33,304,970

１株当たり純資産額（円） 234.81 112.24 230.77

１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） 3.34 0.32 5.91

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利

益金額（円）
－ － －

１株当たり配当額（円） － － 7.00

自己資本比率（％） 32.8 38.3 36.6

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
2,210,087 △156,269 9,031,177

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△160,140 △84,359 △2,235,037

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△814,978 △1,262,342 △1,547,991

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高

（千円）
2,955,511 5,465,721 6,968,692

従業員数（人） 411 397 385

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２．売上高には消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

４．平成22年5月1日付で、株式１株につき２株の株式分割を行っております。　

　

EDINET提出書類

アドアーズ株式会社(E05020)

四半期報告書

 2/27



２【事業の内容】

 当第１四半期会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

 

 

 

 

３【関係会社の状況】

　当第１四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。　

 

 

 

 

４【従業員の状況】

提出会社の状況

 平成22年６月30日現在

従業員数（人） 397 (742)

　（注）上記従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は（　）内に当第１四半期会計期間の平均人員を外数で記載してお

ります。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当社は、生産活動を行っておりませんので該当事項はありません。

(2）商品等仕入実績

　　当第１四半期会計期間の商品等仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
当第１四半期会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

前年同四半期比（％）

アミューズメント施設運営事業（千円） 857,468 130.0

合計（千円） 857,468 130.0

　（注）１．金額は仕入価格によっております。

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(3）業務用固定資産購入実績

　　当第１四半期会計期間の業務用固定資産購入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
当第１四半期会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

前年同四半期比（％）

アミューズメント施設運営事業（千円） 618,632 151.3

合計（千円） 618,632 151.3

　（注）１．金額は購入価格によっております。

２．上記金額は、固定資産に計上した金額であります。

３．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(4）受注状況

　該当事項はありません。

(5）販売実績

　当第１四半期会計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
当第１四半期会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

前年同四半期比（％）

アミューズメント施設運営事業（千円） 4,661,076 96.4

設計・施工事業（千円） 795,504 45.9

レンタル事業（千円） 71,547 90.1

不動産事業（千円）　 260,074 105.2

合計（千円） 5,788,203 83.9

　（注）１. 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　（注）２．前第１四半期会計期間及び当第１四半期会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総

販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先

前第１四半期会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

株式会社ガイア・ビルド 904,133 13.1 682,900 11.8
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２【事業等のリスク】

当第1四半期会計期間において当社の事業等のリスクについて重要な変更はありません。 

 

 

 

 

 

３【経営上の重要な契約等】
　　　当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中における将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。

（１）業績の状況

　　当第１四半期は、輸出を中心に景気の持ち直しが一部見られたものの、その外需もソブリンリスクや円高などによる

先行きの不安感もあり、国内経済ならびに雇用環境の本格的な改善には至らず、ひいては個人消費の低迷が続く厳し

い事業環境でありました。 

　

　　こうした事業環境下ではありましたが、主力のアミューズメント施設運営事業では各種集客施策により、昨年一年間

続いた既存店売上の落ち込みにも下げ止まりが垣間見られたほか、レンタル事業ならびに不動産事業も安定した売上

を確保致しました。一方、設計・施工事業において昨年同期間の売上に大きく寄与した大型新築物件等の特需が無

かったことから、全社売上高につきましては5,788百万円（前年同四半期比1,110百万円減・△16.1%）と減収となり

ました。

　　

また営業利益につきましては、アミューズメント施設運営事業での既存店の落ち込みに加え、昨年度末に戦略的投

資として導入した新機種の償却負担増の影響、更には上記の設計・施工事業の売上減に伴う利益減（事業部営業利益

換算188百万円減）などにより、各種コスト削減に努めたものの、159百万円（同208百万円減・△56.7%）となりまし

た。また経常利益面におきましても、109百万円（同218百万円減・△66.7％）となりました。

純利益に関しましても、資産除去債務の会計基準の適用などにより特別損失56百万円計上した結果、33百万円（同

117百万円減・△77.7％）と減益となりました。

　

　セグメント別の業績の概要は以下のとおりとなります。

 

    ①アミューズメント施設運営事業　

当社の主力事業でありますアミューズメント施設運営事業におきましては、昨年度から継続しております業界不況

をチャンスととらえたマーケットシェア獲得戦略を一層推進致しました。一方、新規顧客の獲得が中心でありました

昨年度までの戦略を革新させ、当期はこれらの新規顧客層をいかにコア顧客へと導くかを重視しております。

特に資本業務提携先である株式会社ネクストジャパンホールディングスの強みである、新規顧客・ライトユーザー

に高い人気を誇るプライズ・プリクラゲームの運営ノウハウを自社展開へと昇華させながら、如何に当社の強みであ

るメダル運営ノウハウとダイレクトマーケティングに基づいた各種施策を有機的に絡めるかを研究・実施しており

ます。

その上で、初心者からコアユーザーまで幅広い層に楽しんでいただける次世代アミューズメント施設を目指し、

「（接客力＋提案力＋アプローチ）×おもてなしの心」を機軸とした、他余暇産業にも太刀打ちできるサービス力の

強化と居心地の良い店内環境への改善に取り組んでおります。またこうしたお客様の機微を充足すべく、エリアマ

ネージャー体制をより細かく変更し、地域性をふまえた肌理細やかな個店毎改善・運営を進めはじめました。

　

こうした上記ソフト面の強化により、来店客数は前年同月を上回り続けましたが、先行きの不透明感によるお客さ

まの生活防衛意識の更なる高まりから客単価の減少傾向も続いているほか、サッカーのワールドカップ等の国民的余

暇等も重なり、既存店売上は前年推移を下回りました。さらに昨年度閉店した2ヵ店分の売上減少もあり、売上高は

4,661百万円（前年同四半期比△3.6％）と減収となりました。

また利益面におきましても、昨年度末に戦略的投資として導入した新機種の償却負担・導入に伴う初期経費などか

ら、事業部営業利益191百万円（同△19.1％）と減益となりました。

　　

  ②設計・施工事業

設計・施工事業におきましては、得意としてまいりました中・大型ホールの内外装工事を複数受注した他、各種飲

食関連および娯楽施設等への積極的な営業活動によりおおむね計画通りの安定した実績を上げております。一方、昨

年同期間と比較した場合、大型の新築物件の特需が無かったことから、売上高は795百万円（前年同四半期比△

54.1％）・事業部営業利益71百万円（同△72.7％）と減収・減益となりました。

　

    ③レンタル事業

レンタル事業におきましては、過年度に締結しているパチスロ機周辺機器レンタル契約の回収が概ね計画通りに推

移した結果、売上高71百万円（前年同四半期比△9.9%）・事業部営業利益13百万円（同△13.3％）となりました。
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    ④不動産事業

　不動産事業におきましては、昨年度の譲受物件を含む管理不動産物件の入居率が概ね計画通り推移したことに加え、

各種テナントリーシングによる効率的な不動産活用などから、売上高は260百万円（前年同四半期比＋5.2％）・事業

部営業利益52百万円（同＋18.2%）となりました。なお、当期間における不動産の売却はございません。

　

  なお、(事業部)営業利益とは、間接部門等費用の控除前利益を指しております。　

　

  　また、資産、負債及び純資産の状況は以下のとおりであります。

  当第1四半期末の資産につきましては、前事業年度末に比べて2,389百万円減の30,915百万円となりました。これは

主として現金及び預金・完成工事未収入金等が減少したことによるものです。

　負債につきましては、前事業年度末に比べて2,057百万円減の19,070百万円となりました。これは主として支払手形

・長期借入金が減少したことによるものです。

　純資産につきましては、前事業年度末に比べて332百万円減の11,845百万円となりました。これは主として前事業年

度に係る配当金支払の影響によるものであります。

 　　

　　（２）キャッシュ・フロー

　  営業活動によるキャッシュ・フローは、156百万円の資金の使用（前年同四半期は2,210百万円の獲得）となりまし

た。これは主として仕入債務の減少によるものであります。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、84百万円の資金の使用（前年同四半期は160百万円の使用）となりました。

これは主として有形固定資産の取得によるものであります。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、1,262百万円の資金の使用（前年同四半期は814百万円の使用）となりまし

た。これは主として長期借入金の借入圧縮によるものであります。

　　これらの活動の結果、現金及び現金同等物の当第1四半期末残高は5,465百万円（前年同四半期は2,955百万円）とな

りました。

　 

　　（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

      当第1四半期会計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

　　（４）研究開発活動

　　　該当事項はありません。　
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第１四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。　

 

 

 

 

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第１四半期会計期間において、前事業年度末に計画した重要な設備の新設、除却等についての重要な変更はあり

ません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 250,000,000

計 250,000,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
(平成22年６月30日)

提出日現在発行数（株）
(平成22年８月11日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 109,557,592 109,557,592
 大阪証券取引所

(ＪＡＳＤＡＱ市場)
単元株式数1,000株

計 109,557,592 109,557,592 － －

（２）【新株予約権等の状況】

　　　　　該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。　

　

　

　

　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成22年４月１日～

平成22年６月30日
54,778,796　 109,557,592 －　 4,000,000 －　 5,855,617

　(注)　平成22年５月１日付をもって１株を２株に株式分割し、発行済株式総数が54,778,796株増加しております。　

　

（６）【大株主の状況】

  大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

ん。
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（７）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（平成22年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

 平成22年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 　－　 － －

議決権制限株式（自己株式等） 　－　 － －

議決権制限株式（その他） 　－　 　－　 －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式    2,008,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式   52,305,000 52,305 －

単元未満株式 普通株式      465,796 － －

発行済株式総数 54,778,796 － －

総株主の議決権 － 52,305 －

　（注）1 「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が31,000株が含まれております。

         また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数31個が含まれております。　

　 (注)２ 当第１四半期会計期間末日現在の発行済株式総数は109,557,592株であります。 　

②【自己株式等】

 平成22年６月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

　アドアーズ株式会社
東京都中央区日本橋馬喰

町２－１－３
2,008,000－ 2,008,000 3.66

計 － 2,008,000－ 2,008,000 3.66

　（注）１ 上記のほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が3,000株（議決権の数

３個）あります。

　　　　なお、当該株式数は上記「①発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」の欄に含まれております。

　 (注) ２ 当第１四半期会計期間末日現在の自己株式数は4,018,196株であります。　　

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成22年
４月

５月 ６月

最高（円）
189

□89　
90 77

最低（円）
164

□85　
73 69

　（注）　１．最高・最低株価は、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場におけるものであります。

　　　　　２．□印は、株式分割(平成22年５月１日、１株→２株)による権利落後の最高・最低株価を示しております。　
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３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

    退任役員

役名 職名 氏名 退任年月日
取締役 管理副本部長 中野　雅治 平成22年７月31日
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第５【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）

に準じて記載しております。

　なお、前第１四半期会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び前第１四半期累計期間（平成21

年４月１日から平成21年６月30日まで）は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当第１四半期会計期間（平成

22年４月１日から平成22年６月30日まで）及び当第１四半期累計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日ま

で）は、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期会計期間（平成21年４月１日から平成21

年６月30日まで）及び前第１四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半期財務諸

表並びに当第１四半期会計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで) に係る四半期財務諸表及び当第１

四半期累計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）に係る四半期財務諸表について、興亜監査法人によ

る四半期レビューを受けております。

３．四半期連結財務諸表について

　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成22年６月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 ※1
 6,004,021

※1
 7,893,612

受取手形・完成工事未収入金等 2,057,675 2,243,355

未成工事支出金 24,197 6,250

貯蔵品 186,869 195,219

短期貸付金 2,223 1,934

預け金 38,200 42,251

前払費用 703,533 614,130

繰延税金資産 134,812 134,812

その他 20,082 18,237

貸倒引当金 △4,872 △5,057

流動資産合計 9,166,743 11,144,747

固定資産

有形固定資産

建物 11,684,094 11,590,306

減価償却累計額及び減損損失累計額 △8,274,655 △8,135,752

建物（純額） 3,409,439 3,454,553

アミューズメント施設機器 20,214,431 20,039,338

減価償却累計額及び減損損失累計額 △15,591,446 △15,367,067

アミューズメント施設機器（純額） 4,622,984 4,672,270

構築物 20,774 20,774

減価償却累計額及び減損損失累計額 △17,883 △17,756

構築物（純額） 2,890 3,017

車両運搬具 3,004 2,622

減価償却累計額及び減損損失累計額 △2,543 △2,502

車両運搬具（純額） 460 120

貸与資産 997,143 997,143

減価償却累計額及び減損損失累計額 △832,092 △798,675

貸与資産(純額) 165,051 198,467

工具器具・備品 848,140 845,551

減価償却累計額及び減損損失累計額 △720,545 △708,821

工具器具・備品（純額） 127,594 136,729

土地 2,655,558 2,655,558

リース資産 1,776,549 1,634,149

減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,147,712 △1,053,126

リース資産（純額） 628,837 581,022

建設仮勘定 54,160 329,555

有形固定資産計 11,666,977 12,031,297
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成22年６月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

無形固定資産

借地権 293,602 293,602

のれん 704,115 738,702

その他 77,186 81,820

無形固定資産計 1,074,904 1,114,125

投資その他の資産

投資有価証券 227,742 220,123

出資金 218 218

従業員に対する長期貸付金 1,894 2,047

敷金及び保証金 8,372,092 8,399,222

破産債権、更生債権等 155,524 156,997

長期前払費用 94,222 79,106

繰延税金資産 252,792 255,033

その他 136,017 136,017

貸倒引当金 △233,770 △233,966

投資その他の資産計 9,006,735 9,014,799

固定資産合計 21,748,616 22,160,222

資産合計 30,915,359 33,304,970

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 3,165,919 4,479,628

短期借入金 733,000 695,900

1年内返済予定の長期借入金 4,965,550 4,863,420

未払金 310,752 281,715

未払費用 114,337 111,648

リース債務 592,111 594,733

未払法人税等 38,858 124,051

未払消費税等 87,224 182,904

前受金 132,511 152,106

未成工事受入金 44,100 －

預り金 40,820 12,867

1年内償還予定の社債 593,600 863,600

賞与引当金 232,391 166,247

その他 8,414 7,589

流動負債合計 11,059,591 12,536,413

固定負債

社債 1,006,200 686,200

長期借入金 6,185,195 7,093,180

長期預り保証金 464,297 441,439

リース債務 223,112 369,173
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成22年６月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

資産除去債務 130,954 －

その他 681 681

固定負債合計 8,010,442 8,590,675

負債合計 19,070,033 21,127,088

純資産の部

株主資本

資本金 4,000,000 4,000,000

資本剰余金 5,855,617 5,855,617

利益剰余金 2,329,970 2,665,681

自己株式 △426,438 △426,327

株主資本合計 11,759,149 12,094,970

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 86,176 82,910

評価・換算差額等合計 86,176 82,910

純資産合計 11,845,326 12,177,881

負債純資産合計 30,915,359 33,304,970
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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）

前第１四半期累計期間
(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 6,898,210 5,788,203

売上原価 5,853,227 4,974,360

売上総利益 1,044,983 813,843

販売費及び一般管理費 ※1
 676,258

※1
 654,038

営業利益 368,725 159,805

営業外収益

受取利息 891 17

家賃収入 9,967 7,096

広告協賛金 8,874 8,874

その他 27,838 16,240

営業外収益合計 47,572 32,229

営業外費用

支払利息 84,142 74,286

社債発行費 1,179 2,612

その他 2,571 5,687

営業外費用合計 87,893 82,585

経常利益 328,404 109,448

特別利益

前期損益修正益 － 841

固定資産売却益 114 1,582

その他 1,323 1,119

特別利益合計 1,438 3,544

特別損失

固定資産売却損 31,931 4,613

固定資産除却損 2,867 543

減損損失 40,068 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 50,687

その他 376 346

特別損失合計 75,243 56,192

税引前四半期純利益 254,599 56,800

法人税等 103,621 23,117

四半期純利益 150,978 33,682
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

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

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

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 254,599 56,800

減価償却費 1,064,576 929,921

のれん償却額 35,037 34,587

減損損失 40,068 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 87,630 66,144

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,401 △380

受取利息及び受取配当金 △1,627 △712

支払利息 76,045 71,241

固定資産売却損益（△は益） 31,816 3,030

固定資産除却損 2,867 543

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 51,404

売上債権の増減額（△は増加） △42,701 187,152

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,587 △9,596

仕入債務の増減額（△は減少） 535,549 △1,308,247

未収消費税等の増減額（△は増加） 7,985 －

未払消費税等の増減額（△は減少） 108,736 △95,680

その他 20,888 △67,114

小計 2,218,283 △80,906

法人税等の支払額 △8,196 △75,362

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,210,088 △156,269

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △3,300 △430,900

定期預金の払戻による収入 － 817,520

有形固定資産の取得による支出 △427,977 △508,900

有形固定資産の売却による収入 197,705 13,061

利息及び配当金の受取額 945 1,342

敷金及び保証金の回収による収入 102,875 101,362

敷金及び保証金の差入による支出 △43 △77,410

投資有価証券の取得による支出 △49,544 －

その他 19,199 △435

投資活動によるキャッシュ・フロー △160,139 △84,359
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（単位：千円）

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

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

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 408,400 37,100

長期借入れによる収入 456,600 360,000

長期借入金の返済による支出 △908,115 △1,165,855

社債の発行による収入 － 400,000

社債の償還による支出 △350,000 △350,000

自己株式の取得による支出 △99 △110

利息及び配当金の支払額 △330,434 △394,792

リース債務の返済による支出 △91,330 △148,683

財務活動によるキャッシュ・フロー △814,980 △1,262,342

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,234,969 △1,502,970

現金及び現金同等物の期首残高 1,720,543 6,968,692

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 2,955,511

※1
 5,465,721
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【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第１四半期会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

会計処理基準に関する事項の変更       資産除去債務に関する会計基準の適用

　当第１四半期会計期間より、「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。

　これにより、営業利益及び経常利益は2,374千円、税引前四半期純利益は

53,062千円それぞれ減少しております。また、当会計基準等の適用開始に

よる資産除去債務の変動額は130,954千円であります。

　

【簡便な会計処理】

 
当第１四半期会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法 　貸倒実績率等が、前事業年度末に算定したものと著しい変動がないため、前

事業年度決算において算定した貸倒実績率等を用いて一般債権の貸倒見積高

を算定しております。

２．棚卸資産の評価方法 　当第１四半期会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し

前事業年度に係る実地棚卸高に継続記録を加味する方法により棚卸高を算出

しております。

　　

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

 
当第１四半期会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

税金費用の計算 　税金費用に関して、当第１四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利

益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期当

期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

　なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第１四半期会計期間末
（平成22年６月30日）

前事業年度末
（平成22年３月31日）

※１　担保資産

　　　担保に供されている資産で、会社の事業の運営にお　　い

て重要なものであり、かつ、前事業年度の末日に比べて

著しい変動が認められるものは次のとおりでありま

す。

※１　担保資産　

現金及び預金 600,168千円

　

現金及び預金 1,000,000千円

　

　２．受取手形割引高 358,200千円

　

　２．受取手形割引高 730,490千円

　

（四半期損益計算書関係）

前第１四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

※１．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次の

　とおりであります。

※１．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次の

　とおりであります。

従業員給与手当 161,953千円

賃借料 64,563 

租税公課 74,124 

荷造運送費 24,774 

支払手数料 43,656 

減価償却費 48,346 

　　　

従業員給与手当 164,743千円

賃借料 51,866 

租税公課 58,291 

荷造運送費 36,874 

支払手数料 50,537 

減価償却費 33,143 

　　　

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成21年６月30日現在） （平成22年６月30日現在）

 （千円）

　現金及び預金勘定 3,858,811

　預入期間が３ケ月を超える定期預金 △903,300

　現金及び現金同等物 2,955,511

 

 （千円）

　現金及び預金勘定 6,004,021

　預入期間が３ケ月を超える定期預金 △538,300

　現金及び現金同等物 5,465,721
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（株主資本等関係）

当第１四半期会計期間末（平成22年６月30日）及び当第１四半期累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年

６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　 109,557千株

 

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　 4,018千株

 

３．配当に関する事項

　         配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月25日

定時株主総会
普通株式 369,393 7.0平成22年３月31日平成22年６月28日利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要　

  当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営

資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

　当社は、アミューズメント施設の運営、設計・施工事業等の複数の業種にわたる事業を営んでおり,業種別

に事業部を置いております。各事業部は、包括的な事業戦略を立案し、事業活動を展開しております。　

　したがって当社は、事業部を基礎とした業種別のセグメントから構成されており、「アミューズメント施設

運営事業」、「設計・施工事業」、「レンタル事業」、「不動産事業」の４つを報告セグメントとしておりま

す。

　「アミューズメント施設運営事業」は、アミューズメント施設を81店舗運営しております。「設計・施工事

業」は、パチンコホール及びアミューズメント施設の内外装工事を主として受注しております。「レンタル

事業」は、パチスロ周辺機器等を各パチンコホールへ貸与しております。「不動産事業」は、主に不動産の賃

貸等を行っております。

　

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　

　当第１四半期累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期損益
計算書計上
額(注)２

アミューズ
メント施設
運営事業

設計・施
工事業

レンタル事
業　

不動産事業 計

売上高        

外部顧客への売

上高
4,661,076795,50471,547260,0745,788,203－ 5,788,203

セグメント間の
内部売上高又は
振替高

－ － － － － － －

計 4,661,076795,50471,547260,0745,788,203－ 5,788,203

セグメント利益 191,79271,93513,68552,002329,414△169,609159,805

　(注)１．セグメント利益の調整額△169,609千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用△

169,609千円であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

　　　２．セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。　

　

（追加情報）

当第１四半期会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成

21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

20号　平成20年３月21日）を適用しております。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期会計期間末
（平成22年６月30日）

前事業年度末
（平成22年３月31日）

１株当たり純資産額　 112.24円 １株当たり純資産額 230.77円

　(注)　　当社は平成22年５月１日付で株式１株につき２株の株式分割を行っております。当該株式分割が前事業年度の開

始の日に行われたと仮定した場合における前事業年度末の１株当たり純資産額は115.39円であります。

　

２．１株当たり四半期純利益金額等

前第１四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 3.34円 １株当たり四半期純利益金額 0.32円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　（注）１．１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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

当第１四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

四半期純利益（千円） 150,978 33,682

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 150,978 33,682

期中平均株式数（千株） 45,172 105,540

 （注）２． 当社は、平成22年５月１日付で株式１株につき２株の株式分割を行っております。当該株式分割が前事業年

度の開始の日に行われたと仮定した場合における前第１四半期累計期間に係る１株当たり四半期純利益金額

は1.67円であります。なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

　

（重要な後発事象）

　　　該当事項はありません。　
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２【その他】

　該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

アドアーズ株式会社(E05020)

四半期報告書

24/27



第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年８月12日

アドアーズ株式会社

取締役会　御中

興亜監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 松村　隆　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 伊藤　恭　　印

  当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているアドアーズ株式

会社の平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの第４３期事業年度の第1四半期会計期間（平成２１年４月１

日から平成２１年６月３０日まで）及び第1四半期累計期間（平成２１年４月１日から平成２１年６月３０日まで）に係

る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対

する結論を表明することにある。

  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

きその他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して

実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続きにより行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、アドアーズ株式会社の平成２１年６月３０日現在の財政状態及び同日をもって終

了する第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべて

の重要な点において認められなかった。

　

追記情報

四半期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ているとおり、会社は請負工事に係る収益の計

上について「工事契約に関する会計基準」及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」を適用している。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

　　　　　　報告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２．四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年８月10日

アドアーズ株式会社

取締役会　御中

興亜監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 松村　隆　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 伊藤　恭　　印

  

  当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているアドアーズ株式

会社の平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日までの第４４期事業年度の第1四半期会計期間（平成２２年４月１

日から平成２２年６月３０日まで）及び第1四半期累計期間（平成２２年４月１日から平成２２年６月３０日まで）に係

る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対

する結論を表明することにある。

  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

きその他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して

実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続きにより行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、アドアーズ株式会社の平成２２年６月３０日現在の財政状態及び同日をもって終

了する第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべて

の重要な点において認められなかった。

　

追記情報

四半期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ているとおり、会社は「資産除去債務に関する

会計基準」及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」を適用している。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

　　　　　　報告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２．四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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