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1.  平成23年6月期第2四半期の業績（平成22年7月1日～平成22年12月31日） 

（注）平成22年６月期第２四半期は、連結財務諸表を作成しているため、売上高、営業利益、経常利益、四半期純利益、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は記載しておりません。 

(2) 財政状態 

  

(1) 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6月期第2四半期 5,233 ― 282 ― 299 ― 132 ―
22年6月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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6月期第2四半期 7,079.75 ―
22年6月期第2四半期 ― ―

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6月期第2四半期 5,423 1,277 23.5 68,093.44
22年6月期 5,192 1,144 22.0 61,010.34

（参考） 自己資本   23年6月期第2四半期  1,277百万円 22年6月期  1,144百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年6月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年6月期 ― 0.00
23年6月期 

（予想）
― 0.00 0.00

3.  平成23年6月期の業績予想（平成22年7月1日～平成23年6月30日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 10,090 0.6 343 237.2 363 124.4 175 43.0 9,330.35



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期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。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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」に記載される四半期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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他の情報」をご覧ください。）

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） 23年6月期2Q 19,059株 22年6月期  19,059株
② 期末自己株式数 23年6月期2Q  303株 22年6月期  303株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年6月期2Q 18,756株 22年6月期2Q 18,756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
づく四半期報告書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。 
なお、業績予想の前提となる条件等については、四半期決算短信（添付資料）3ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間におけるわが国の経済は、当面は弱めの動きも見込まれるものの、海外経済の改善や各種

の政策効果などを背景に、景気が持ち直していくことが期待されております。しかしながら、企業収益改善は見ら

れるものの、依然厳しい状況にあります。加えて、海外景気の下ぶれ懸念や為替レート・株価の変動等により、景

気が下押しされるリスクも存在しております。 

 このような経営環境のもと、当社は「お客様満足度の更なる向上」「利用者層拡大を目的とした施策・販促・営

業活動」「全社的なコストの 適化」を積極的に実施し、経営効率の向上に注力いたしました。 

 以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は 百万円、営業利益は 百万円、経常利益は 百万円、四

半期純利益は 百万円となりました。 

 セグメントごとの状況は、次のとおりであります。 

  

＜自遊空間事業＞ 

 当事業につきましては、自遊空間の認知及び自遊空間ブランドの更なる向上に努めるとともに、幅広いお客様の

ご要望にお答えするために、「静的コンテンツ」として、コミックス・ハイスペックＰＣ・オンラインゲーム等、

「動的コンテンツ」として 新オンライン接続のダーツ機、ビリヤード台、カラオケルーム等の整備及び追加導入

により、店舗設備の強化を実施いたしました。 

 また、未開拓な年齢層である「シルバー・シニア層」をターゲットとした割引サービスや、一部店舗におきまし

ては、「明るく」「開放的」「子供からお年寄りまで」のコンセプトをもとに、交流スペースとしての「コミュニ

ティーエリア」を新設するなど、顧客年齢層の拡充に注力いたしました。 

 加えて、お客様一人一人に合わせた心のこもったホスピタリティー研修の実施、マニュアルに無い高質なサービ

スを実施するためのアルバイト研修にも注力いたしました。 

 以上の結果、当事業全体の売上高は 百万円となりました。また、当第２四半期会計期間末時点では172店舗

（直営46店舗、FC加盟126店舗）となりました。 

  

＜桃太郎事業＞ 

 当事業につきましては、平成22年12月6日付「桃太郎事業の一部譲渡に関するお知らせ」にて発表いたしまし

た、経営資源の集中及び財務体質の強化等を目的に株式会社エーツーとの業務提携の一環として桃太郎事業の一部

事業譲渡を決定いたしました。なお、当事業譲渡に伴う通期業績への影響は明らかになり次第、速やかに開示いた

します。 

 主な取組事項につきましては、利益率の向上を目的とした中古商材の拡充（主にトレーディングカード）、新品

商品の仕入れ数量等の見直し、販売価格の見直し、販促キャンペーン等需要の喚起を実施いたしました。加えて、

店舗の人員配置の 適化、店舗人材力の強化も積極的に行いました。 

 また、これまでの桃太郎の主要客層である14歳から40歳のお客様はもちろんのこと、お子様からご両親、シニア

の方々全てのお客様の笑顔が見られる店舗運営を行い、地域に愛される一番店を目指す一環として、アルバイト教

育にも注力いたしました。 

 以上の結果、当事業全体の売上高は 百万円となりました。 

  

＜不動産賃貸事業＞ 

 当事業につきましては、不動産賃貸物件の適切な管理に注力し、計画通りの売上推移となりました。 

 以上の結果、当事業全体の売上高は 百万円となりました。  

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期会計期間末の総資産は、 百万円となり、前事業年度末と比較して 百万円増加いたしまし

た。その主な要因は、現金及び預金が 百万円増加したことなどによるものであります。 

 負債合計につきましては、 百万円となり、前事業年度末と比較して 百万円増加いたしました。その主な

要因は、短期借入金が 百万円減少したものの、買掛金が 百万円増加したこと、1年内償還予定の社債及び社債

が 百万円増加したこと、1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金が 百万円増加したこと、資産除去債務に

関する会計基準の適用に伴い資産除去債務を 百万円計上したことなどによるものであります。 

 また、純資産につきましては、 百万円となり、前事業年度末と比較して 百万円増加いたしました。これ

は、利益剰余金が 百万円増加したことによるものであります。  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報

5,233 282 299

132

2,896

2,087

249

5,423 231

224

4,146 98

365 92

66 87

151

1,277 132

132

-2-



  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成23年６月期の通期業績予想につきましては、現時点では、平成22年８月13日に公表いたしました業績予想に

変更はございません。 

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

  １．簡便な会計処理  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第２四半期会計期間末の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化がないと認められるた

め、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

②繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前事業年度以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に

著しい変化がないと認められるので、前事業年度において使用したタックス・プランニングを利用する方法に

よっております。 

  ２．四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

 税金費用については、当第２四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、住民税及び事業税に含めて表示しております。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

  １．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、当第２四半期累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ 千円減少し、税引前四半期純利

益は 千円減少しております。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 千円

であります。  

２．その他の情報

4,895

67,102 142,607
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,051,394 827,249

売掛金 242,440 201,306

商品及び製品 393,713 371,034

原材料及び貯蔵品 124,088 122,786

繰延税金資産 90,130 90,130

その他 182,321 220,022

貸倒引当金 △10,985 △9,699

流動資産合計 2,073,103 1,822,830

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 894,586 823,457

車両運搬具（純額） 89 163

工具、器具及び備品（純額） 262,717 279,244

土地 972,703 972,703

有形固定資産合計 2,130,096 2,075,568

無形固定資産   

のれん 32,748 37,114

その他 13,205 38,806

無形固定資産合計 45,954 75,921

投資その他の資産   

敷金 797,639 830,752

その他 422,207 430,443

貸倒引当金 △45,252 △43,269

投資その他の資産合計 1,174,594 1,217,925

固定資産合計 3,350,645 3,369,415

資産合計 5,423,749 5,192,245

負債の部   

流動負債   

買掛金 312,543 219,629

短期借入金 402,500 767,500

1年内償還予定の社債 53,400 66,800

1年内返済予定の長期借入金 749,304 719,290

未払法人税等 28,979 44,881

その他 398,308 348,689

流動負債合計 1,945,035 2,166,790

固定負債   

社債 279,800 199,800

長期借入金 1,474,426 1,417,136

資産除去債務 151,776 －

その他 295,550 264,210

固定負債合計 2,201,553 1,881,146

負債合計 4,146,588 4,047,936
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 753,814 753,814

資本剰余金 792,059 792,059

利益剰余金 △244,807 △377,594

自己株式 △23,969 △23,969

株主資本合計 1,277,097 1,144,309

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 62 －

評価・換算差額等合計 62 －

純資産合計 1,277,160 1,144,309

負債純資産合計 5,423,749 5,192,245
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 5,233,242

売上原価 4,148,277

売上総利益 1,084,965

販売費及び一般管理費 802,860

営業利益 282,104

営業外収益  

受取利息 1,972

販売手数料収入 47,761

その他 2,058

営業外収益合計 51,792

営業外費用  

支払利息 32,686

その他 1,539

営業外費用合計 34,225

経常利益 299,672

特別利益  

固定資産売却益 977

特別利益合計 977

特別損失  

固定資産売却損 813

固定資産除却損 2,383

店舗閉鎖損失 1,390

減損損失 45,311

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 62,207

特別損失合計 112,107

税引前四半期純利益 188,542

法人税、住民税及び事業税 55,754

法人税等合計 55,754

四半期純利益 132,787
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（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 2,619,025

売上原価 2,176,620

売上総利益 442,404

販売費及び一般管理費 399,306

営業利益 43,098

営業外収益  

受取利息 922

販売手数料収入 24,438

その他 75

営業外収益合計 25,436

営業外費用  

支払利息 15,577

その他 710

営業外費用合計 16,287

経常利益 52,246

特別利益  

固定資産売却益 477

特別利益合計 477

特別損失  

固定資産売却損 689

固定資産除却損 1,130

店舗閉鎖損失 1,390

減損損失 6,222

特別損失合計 9,433

税引前四半期純利益 43,290

法人税、住民税及び事業税 9,198

法人税等合計 9,198

四半期純利益 34,092
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年12月31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 188,542

減価償却費 135,939

減損損失 45,311

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 62,207

のれん償却額 4,366

引当金の増減額（△は減少） 3,267

長期貸付金等の地代家賃相殺額 13,816

受取利息及び受取配当金 △1,987

支払利息 32,686

固定資産売却損益（△は益） △163

固定資産除却損 2,383

売上債権の増減額（△は増加） △41,134

たな卸資産の増減額（△は増加） △23,980

仕入債務の増減額（△は減少） 92,914

その他 74,934

小計 589,104

利息及び配当金の受取額 266

利息の支払額 △28,591

法人税等の支払額 △36,334

法人税等の還付額 4,427

営業活動によるキャッシュ・フロー 528,871

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の純増減額（△は増加） 6,994

有形固定資産の取得による支出 △134,994

有形固定資産の売却による収入 12,057

無形固定資産の取得による支出 △4,286

貸付けによる支出 △1,100

貸付金の回収による収入 1,826

敷金の差入による支出 △3,578

敷金の回収による収入 37,507

長期預り金の受入による収入 3,250

長期預り金の返還による支出 △3,700

その他 △606

投資活動によるキャッシュ・フロー △86,630

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 750,000

短期借入金の返済による支出 △1,115,000

長期借入れによる収入 450,000

長期借入金の返済による支出 △362,696

社債の発行による収入 100,000

社債の償還による支出 △33,400

その他 △8

財務活動によるキャッシュ・フロー △211,104

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 231,136

現金及び現金同等物の期首残高 301,953

現金及び現金同等物の四半期末残高 533,090
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 該当事項はありません。  

  

  

  該当事項はありません。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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