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1.  平成23年6月期第3四半期の業績（平成22年7月1日～平成23年3月31日） 

 

(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3四半期 7,544 △3.2 423 ― 442 564.8 271 142.9
22年6月期第3四半期 7,797 ― 19 ― 66 ― 111 ―

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3四半期 14,501.89 ―
22年6月期第3四半期 5,970.83 ―

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3四半期 5,093 1,415 27.8 75,474.13
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3四半期  1,415百万円 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3Q 19,059株 22年6月期  19,059株
② 期末自己株式数 23年6月期3Q  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3Q 18,756株 22年6月期3Q 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３四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が、依然として厳しい経営環境が継続

しております。また、平成23年3月11日発生の「東日本大震災」の影響により、企業活動の一部停滞、電力不足に

よる生産活動の停滞等、雇用悪化やマインド悪化に伴う消費低迷のリスクも存在しております。加えて、海外景気

の下ぶれ懸念や為替レート・株価の変動等による、更なる景気の下押し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」「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３四半期累計期間の売上高は 百万円（前年同四半期比3.2％減）、営業利益は 百万円

（前年同四半期比2029.4％増）、経常利益は 百万円（前年同四半期比564.8％増）、四半期純利益は 百万円

（前年同四半期比142.9％増）となりました。 

 事業の種類別セグメントの状況は、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。 

 「東日本大震災」による影響につきましては、先のIR発表のとおり「福島店・仙台泉中央店・郡山店の設備及び

建物の損傷等」の被害を受けました。また、安定した電力供給に協力するために、直営店21店舗を3月14日、15日

の2日間を臨時休業といたしました。省電力化に対応した営業及び計画停電による営業時間の短縮により、若干で

はありますが利用者の減少となりました。 

 以上の結果、当事業全体の当第３四半期累計期間の売上高は4,330百万円となりました。 

 また、当第３四半期会計期間末時点では174店舗（直営49店舗、FC加盟125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」及び平成23年2月22日付

「桃太郎事業の一部店舗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

目的に桃太郎事業の一部事業譲渡を決定いたしました。 

 「東日本大震災」による影響につきましては、店舗設備及び建物の損傷はありませんでしたが、安定した電力供

給の協力を実施するために直営店15店舗を3月14日、15日の2日間を臨時休業といたしました。省電力化に対応した

営業及び計画停電による営業時間の短縮により、若干ではありますが利用者の減少となりました。 

 以上の結果、当事業全体の当第３四半期累計期間の売上高は2,845百万円となりました。 

 また、当第３四半期会計期間末時点では1店舗となりました。 

  

＜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。 

 「東日本大震災」における不動産物件に大きな被害はありませんでした。 

 以上の結果、当事業全体の当第３四半期累計期間の売上高は369百万円となりました。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

 当第３四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98百万円減少いたしまし

た。その主な要因は、現金及び預金が248百万円増加したこと、商品及び製品が301百万円減少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370百万円減少いたしました。その主な

要因は、短期借入金が417百万円、1年内償還予定の社債及び社債が56百万円減少したこと、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148百万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271百万円増加いたしました。これ

は、利益剰余金が271百万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

7,544 423

442 271

5,093

3,677

1,415



  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成22年8月13日に公表いたしました「平成22年6月期決算短信（非連結）」の業績予想に変更はありません。 

 当第３四半期においては、東日本大震災の発生による店舗の休業、被災した店舗設備及び製品等の損失として、

災害による損失 百万円を特別損失計上いたしました。しかしながら、一部の店舗を除き営業を再開しており、事

業全体に対する影響が軽微であったこと、営業再開後の売上が好調に推移していることから、当初予想の売上高及

び利益を確保できるものと見込んでおります。 

  

（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３四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。 

③たな卸資産の評価方法 

  当第３四半期会計期間末のたな卸資産の算出に関しては、実地たな卸を省略し、第２四半期会計期間末に係

る実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算出しております。 

  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３四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」等の適用 

 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３四半期累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ7,310千円減少し、税引前四半期純利

益は69,518千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．「企業結合に関する会計基準」等の適用 

 事業譲渡が当第３四半期会計期間に行われたことに伴い、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21

号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第7号 平成20年12月26日）、「企業

結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日)を

適用しております。  
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２．その他の情報

142,607



３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成23年３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 1,075,350 827,249

売掛金 204,184 201,306

商品及び製品 69,865 371,034

原材料及び貯蔵品 160,785 122,786

繰延税金資産 90,130 90,130

その他 248,560 220,022

貸倒引当金 △13,287 △9,699

流動資産合計 1,835,589 1,822,830

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 884,138 823,457

車両運搬具（純額） 52 163

工具、器具及び備品（純額） 233,501 279,244

土地 972,703 972,703

有形固定資産合計 2,090,395 2,075,568

無形固定資産   

のれん 30,565 37,114

その他 10,060 38,806

無形固定資産合計 40,625 75,921

投資その他の資産   

敷金 758,466 830,752

その他 415,180 430,443

貸倒引当金 △46,843 △43,269

投資その他の資産合計 1,126,803 1,217,925

固定資産合計 3,257,824 3,369,415

資産合計 5,093,413 5,192,245

負債の部   

流動負債   

買掛金 197,642 219,629

短期借入金 350,000 767,500

1年内償還予定の社債 86,800 66,800

1年内返済予定の長期借入金 642,378 719,290

未払法人税等 43,299 44,881

引当金 17,400 8,500

その他 342,071 340,189

流動負債合計 1,679,591 2,166,790

固定負債   

社債 236,400 199,800

長期借入金 1,319,389 1,417,136

資産除去債務 148,171 －

その他 294,268 264,210

固定負債合計 1,998,229 1,881,146

負債合計 3,677,820 4,047,936



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成23年３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 △105,597 △377,594

自己株式 △23,969 △23,969

株主資本合計 1,416,307 1,144,309

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △714 －

評価・換算差額等合計 △714 －

純資産合計 1,415,592 1,144,309

負債純資産合計 5,093,413 5,192,245



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 7,797,210 7,544,543

売上原価 6,341,029 5,960,660

売上総利益 1,456,181 1,583,882

販売費及び一般管理費 1,436,297 1,160,490

営業利益 19,883 423,392

営業外収益   

受取利息 4,085 2,977

賃貸用固定資産収入 3,900 －

販売手数料収入 96,552 65,992

その他 1,462 2,525

営業外収益合計 106,000 71,496

営業外費用   

支払利息 44,831 46,194

賃貸用固定資産原価 2,926 －

貸倒引当金繰入額 6,666 －

その他 4,939 6,454

営業外費用合計 59,363 52,648

経常利益 66,520 442,240

特別利益   

固定資産売却益 41,133 1,017

貸倒引当金戻入額 8,798 －

債務保証損失引当金戻入額 41,209 －

事業譲渡益 － 60,103

その他 10,160 －

特別利益合計 101,302 61,121

特別損失   

固定資産売却損 13,512 835

固定資産除却損 5,484 2,761

店舗閉鎖損失 723 11,289

店舗売却損 － 9,107

減損損失 9,170 45,311

解約違約金 － 12,645

災害による損失 － 11,013

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 62,207

その他 323 －

特別損失合計 29,215 155,172

税引前四半期純利益 138,607 348,188

法人税、住民税及び事業税 26,617 76,190

法人税等追徴税額 1 －

法人税等合計 26,618 76,190

四半期純利益 111,988 271,997



（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期会計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 2,606,729 2,311,300

売上原価 2,064,530 1,812,383

売上総利益 542,198 498,917

販売費及び一般管理費 447,277 357,629

営業利益 94,920 141,287

営業外収益   

受取利息 1,141 1,004

販売手数料収入 34,082 18,231

その他 190 466

営業外収益合計 35,414 19,703

営業外費用   

支払利息 16,648 13,507

貸倒引当金繰入額 6,666 －

その他 689 4,915

営業外費用合計 24,005 18,423

経常利益 106,330 142,567

特別利益   

固定資産売却益 446 40

貸倒引当金戻入額 3,581 －

事業譲渡益 － 60,103

その他 85 －

特別利益合計 4,113 60,143

特別損失   

固定資産売却損 255 21

固定資産除却損 2,954 377

店舗閉鎖損失 － 9,899

店舗売却損 － 9,107

解約違約金 － 12,645

災害による損失 － 11,013

特別損失合計 3,209 43,064

税引前四半期純利益 107,233 159,646

法人税、住民税及び事業税 9,060 20,436

法人税等合計 9,060 20,436

四半期純利益 98,172 139,209



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年３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 138,607 348,188

減価償却費 252,874 207,375

減損損失 9,170 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 17,033 6,549

賞与引当金の増減額（△は減少） 34,500 17,400

貸倒引当金の増減額（△は減少） △41,409 7,161

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △34,062 △8,500

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △41,209 －

長期貸付金等の地代家賃相殺額 19,536 20,555

受取利息及び受取配当金 △4,085 △2,977

支払利息 44,831 46,194

固定資産売却損益（△は益） △27,620 △182

固定資産除却損 5,484 2,761

店舗閉鎖損失 723 11,289

事業譲渡損益（△は益） － △60,103

災害損失 － 11,013

その他の特別損益（△は益） － 21,753

売上債権の増減額（△は増加） △49,276 △7,477

たな卸資産の増減額（△は増加） 10,745 38,792

仕入債務の増減額（△は減少） 44,563 △21,986

その他 △52,061 △52,353

小計 328,345 692,973

利息及び配当金の受取額 1,334 372

利息の支払額 △49,727 △43,185

法人税等の支払額 △34,925 △45,329

法人税等の還付額 387 4,427

営業活動によるキャッシュ・フロー 245,413 609,258

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） 4,000 △2,005

有形固定資産の取得による支出 △194,727 △178,560

有形固定資産の売却による収入 49,599 12,057

無形固定資産の取得による支出 △49,058 △4,286

貸付けによる支出 △60,000 △1,100

貸付金の回収による収入 － 3,041

敷金の差入による支出 △36,259 △21,378

敷金の回収による収入 50,735 90,337

長期預り金の受入による収入 1,850 3,450

長期預り金の返還による支出 △3,000 △3,700

事業譲渡による収入 － 185,450

店舗売却による収入 － 90,000

その他 △880 △922

投資活動によるキャッシュ・フロー △237,740 172,383



（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年３月31日) 

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 1,900,000 950,000

短期借入金の返済による支出 △2,029,169 △1,367,500

長期借入れによる収入 635,000 800,000

長期借入金の返済による支出 △529,454 △974,659

社債の発行による収入 300,000 100,000

社債の償還による支出 △500,000 △43,400

配当金の支払額 △485 －

その他 － △8

財務活動によるキャッシュ・フロー △224,108 △535,567

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △216,434 246,074

現金及び現金同等物の期首残高 632,774 301,953

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 11,335 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 427,675 548,028



 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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