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１．平成17年12月中間期の業績（平成17年７月１日～平成17年12月31日）
(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

17年12月中間期 5,821 ( 11.2) 104 (  76.4) 123 (　98.5)
16年12月中間期 5,233 (  5.8) 59 (△66.7) 62 (△62.1)

17年６月期 10,468 301 316

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

17年12月中間期 44 ( 160.7) 2,310 22 － －
16年12月中間期 16 (△79.6) 893 61 886 99

17年６月期 156 7,754 90 － －
（注）①持分法投資損益 17年12月中間期 －百万円 16年12月中間期 －百万円 17年６月期 －百万円

②期中平均株式数 17年12月中間期 19,059株 16年12月中間期 18,903株 17年６月期 18,976株
③会計処理の方法の変更 有
④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。
⑤平成18年６月中間期及び平成17年６月期の潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、希薄化効果を有している潜在株式
が存在しないため記載しておりません。

(2）配当状況  

１株当たり
中間配当金

１株当たり
年間配当金

円 銭 円 銭

17年12月中間期 0 00 ──────
16年12月中間期 0 00 ──────

17年６月期 ────── 2,000 00
(3）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

17年12月中間期 6,829 2,380 34.9 124,897 14
16年12月中間期 5,599 2,235 39.9 118,242 59

17年６月期 5,745 2,384 41.5 124,586 93
（注）①期末発行済株式数 17年12月中間期 19,059株 16年12月中間期 18,903株 17年６月期 19,059株

②期末自己株式数 17年12月中間期 －株 16年12月中間期 －株 17年６月期 －株

(4）キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

17年12月中間期 632 △721 446 912
16年12月中間期 346 △543 229 975

17年６月期 421 △1,233 422 554

２．平成18年６月期の業績予想（平成17年７月１日～平成18年６月30日）  

売上高 経常利益 当期純利益
１株当たり年間配当金

期末

 百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭

通　期 11,624 400 182 2,000 00 2,000 00
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　9,549円29銭
※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等

は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は添付資料の７ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況

　当社は、関係会社を有しておらず、連結財務諸表を作成しておりませんので、企業集団の状況に該当する記載はあ

りません。

２．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は、経営の基本方針として以下の『企業使命』並びに『ランシステムの求めるもの』を定めており、社員に対

しても周知徹底を図っています。

 ・・・　『企業使命』　・・・

私たちは、お客様との出会いを活力に、

豊かな発想力で、楽しみ、くつろぎを創造し

新鮮なライフスタイルを提案します。

社会とともに、活気に満ちた永続的企業を目指します。

 ・・・　『ランシステムの求めるもの』　・・・

お客様（guest）

お客様の価値観や要望を形にすべく努力を惜しまず、

いつでも新鮮な気持ちでお客様をお迎えすることを目標としております。

取引先(business relations)

同じ価値観で最高の環境作りを目指す、良きパートナーとして連携しております。

加盟店(franchise)

連帯して努力を惜しみません。成果は相互の成長と繁栄に現れるものと確信しております。

株主(stockholder)

企業の成長とともに、質の高い利益追求を図れる経営環境を保ちます。

株主に事業に対する充分な理解と共感を得られる企業体制の強化に努めます。

社会(society)

どんな時も法律の遵守、並びに地域環境への配慮を忘れません。

世界に通用する企業に成長させることが目標です。

社員と家族(one & family)

一人ひとりの社員の人間的成長こそが当社の最大の財産です。

無限の可能性を引き出せる環境作りに努め、ともに飛躍的成長を目指します。

家族を大切に考える社員の心のゆとりも応援します。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題であると位置づけています。また、サービス業並びに小売業を事

業としている当社において、店舗展開は重要な戦略の一つであり、今後も積極的な出店を行っていく考えでいます。

このため、将来の事業展開等を勘案した財務体質の強化及び内部留保の確保に努めつつ、配当性向20％から30％を目

標に安定的配当を実施していくことを基本方針としています。

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社は、株式の流動性の向上は資本政策において重要な課題であり、１株当たりの投資単位の引き下げが、流動性

向上に向けた有効な施策であると認識しています。現在は、引下げの目安となる投資単位50万円を下回っていますが、

今後につきましても、株式市場の動向を勘案しながら必要に応じて引下げ策の実施を検討して行きます。

(4)中長期的な会社の経営戦略並びに会社の対処すべき課題

 　当社は、「(1）会社の経営の基本方針」にて掲げた企業使命のもと、複合カフェ（インターネットを利用したサー

ビスの提供・まんが等の書籍の閲覧・スポーツ設備・喫茶等を同一店内で提供するサービス業）「スペースクリエイ

ト自遊空間」の運営を行っていますスペースクリエイト事業と、「桃太郎」の屋号にてテレビゲームを中心とした娯
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楽商品の小売店を展開しています桃太郎事業の２つを経営の柱としています。

　今後も、娯楽のカテゴリーにおいて、サービス施設と小売店という２つのビジネススタイルによる強みとシナジー

を活かした幅広い事業展開を行っていく考えでいます。

　なお、従来の家庭用ゲーム事業は、当中間会計期間期首の組織変更にともない、その他の事業としていたゲームセ

ンター「アミューズメントももたろう」３店舗を含め、当中間会計期間より桃太郎事業に名称変更致しました。

各事業別の中期経営戦略並びに今後の課題は次のとおりです。

①スペースクリエイト事業

　複合カフェ業界は、多様化する消費動向と低迷を続ける消費性向にマッチし、その市場規模は急速に拡大していま

す。今後も著しい成長が見込まれる当業界において、当社はリーディングカンパニーとして、その地位をより強固な

ものとしていきます。

（出店戦略並びにスケールメリットの追求）

　平成17年12月31日現在「スペースクリエイト自遊空間」は、直営店38店舗、フランチャイズ加盟店112店舗、合計

150店舗を全国に展開しています。当社では、成長の著しい当業界において、全国規模でのシェアとブランド力の向上

を図るうえで、その出店戦略は最重要課題であると考えています。また、業界No.1チェーンとして多店舗展開を行う

ことで得られるスケールメリットは大きく、新サービスの導入や価格交渉の場において競合他社と比較して優位に展

開することが可能であると考えています。

　今後は、更なる出店スピードの向上に向けて、優良物件情報の早期取得や、店舗施工能力の拡充、これまでの出店

で得た経験・ノウハウを活かした、ローコストかつ的確な設備投資によるスタンダードモデル店舗の構築に取り組ん

でいきます。　

（収益性の向上）

　時間消費型ビジネスである複合カフェの売上構成は、以下の要素によって成り立ちます。

　複合カフェの売上高 ＝ 客数（人） × 客単価（円） × 滞在時間（分）

　当社では、独自の経営分析ツールを活用し、これら各要素に対して引上げ策を実施することで、更なる収益性の向

上が可能であると考えており、今後もその施策を積み重ねノウハウを蓄積していくことで、その効果を高めていきます。

②桃太郎事業

　創業当初より事業展開しています桃太郎事業では、販売地域での独占的な支持を受けられるよう首都圏へのドミナ

ント出店に特化するとともに、お客様本位の専門店としてサービスの行き届いたショップを目指し、事業を展開して

来ました。テレビゲーム業界の市場規模は、ハードウェアの高性能化にともなう販売価格の上昇や、消費動向の多様

化などに起因して、年々マイナス成長を続けていますが、当社は従来から掲げていた「価格・品揃え・商品知識にお

いて“地域一番店”」のスローガンをより強化するとともに、商品構成並びに販売チャネルの拡大により、更なる収

益の拡充、利益率の向上を目指していきます。

（ＥＣ部門の拡充）

　“地域一番店”を目指す「桃太郎」とは違い、ロケーションにとらわれず、より多くのお客様にご利用いただける

店舗として立ち上げたＥＣ（インターネットによる通信販売）部門につきましては、立ち上げ以来好調に推移してお

ります。当社では、時間や場所を問わず、気軽に商取引が行えるＥＣサイトに対するニーズは、若年層を中心に今後

もより一層高まると考えています。

　今後は、アフィリエイトやリスティングといったWeb特有の広告媒体を活用した集客や、迅速かつ効率の良い商品発

送体制の構築、相対ではなくインターネットを介した販売故の顧客サービスの充実に注力していく考えでいます。

(5)目標とする経営指標

　当社は、「(4)中長期的な会社の経営戦略並びに会社の対処すべき課題」で述べた経営戦略のもと、前年同期と比較

して、売上高において10％、経常利益において20％の成長を最低限の目標とし、早期に売上高経常利益率において

10％以上を目指します。

- 3 -



(6）その他、会社の経営上の重要な事項

　当社は、平成17年11月８日に公表致しましたように、民事再生手続中（東京地方裁判所　平成17年（再）第137号）

の株式会社マルカワ（本社：東京都八王子市。主な事業内容：ジーンズ・カジュアルウェア・関連服飾雑貨の販売等。

以下、マルカワという）とスポンサー基本合意書を締結し、同社の再生支援を行うことと致しました。

　この度、その具体的支援方法として、マルカワより営業の一部を譲り受けることを計画し、その譲受先として新た

に当社の子会社を設立することを決定致しました。

　なお、本件営業譲受は、再生手続の監督委員の同意、並びに、本件営業譲受についての東京地方裁判所による民事

再生法第42条第１項及び同法第43条第１項に基づく許可が得られることを前提としており、同意並びに許可が得られ

た際には、具体的な譲り受ける部門の情報並びに今後の見通しにつきまして、確定次第すみやかに公表致します。

（設立子会社の概要）

①商号　　　：株式会社グローバルファクトリー（GLOBAL FACTORY CO.,LTD.）

②設立年月　：平成18年３月（予定）

③本店所在地：東京都八王子市

④代表者　　：代表取締役社長　田中千一（当社、代表取締役社長）

⑤資本金　　：1,000万円

⑥出資比率　：当社100％

⑦決算期　　：６月30日

 

（設立の日程）

　子会社の設立につきましては、平成18年３月上旬を予定しています。

（今後の見通し）

　現在、当社は子会社を保有していないため、連結財務諸表等を作成しておりませんが、この度の子会社の設立によ

り、今後は連結ベースでの開示を行います。また、業績の見通しにつきましては、現在当該営業譲受の内容が決定し

ていないため、当社の業績に与える影響等が判り次第すみやかに公表致します。
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３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績

　当中間会計期間における我が国の経済は、政府広報にて「踊り場脱却」宣言が報告されたように、株式市場の好調

な推移や雇用環境の好転、個人消費の改善など、その回復傾向が顕著に見られました。

　このような経営環境のもと、スペースクリエイト事業では、フランチャイズ加盟店を含めた新店の出店に注力し、

新たに18店舗を新設するとともに、課題としておりました店舗管理体制の強化に努めました。また、桃太郎事業では、

従来の桃太郎とは一線を画した大型複合店「モモタロウ王国～鬼ヶ島の逆襲～」を新たに出店し、更なる収益の拡充

に努めました。

　当中間会計期間における全社の売上高は58億21百万円（前年同期比11.2％増）となりました。また、売上高の増加

にともなって経常利益は１億23百万円（同98.5％増）、中間純利益は44百万円（同160.7％増）となり、前中間会計期

間と比較して大幅な増収増益となりました。

各事業部門別の業績は、次のとおりです。

①スペースクリエイト事業

　当中間会計期間においては、直営店を新たに４店舗を出店し、売上高の更なる拡充に努めました。

　また、既存店においては、当社の強みである会員制システムから得られる顧客動向を分析・活用することで、店内

サービスの充実や座席稼働率の向上を目的とした店舗リニューアルの実施、季節厳選メニューを中心とした提供飲食

の充実など、客単価の向上並びにリピーターの拡充のための施策を積極的に実施致しました。また、イメージキャラ

クター「キングコング」を前面に押し出したプロモーションや、スクラッチカードを活用した各種キャンペーンの実

施により、新規会員の獲得にも努めた結果、直営店の売上高は前中間会計期間と比較して14.3％増となりました。　

　フランチャイズ加盟店向けの売上は、14店舗の新規出店や、既存店13店舗のリニューアルにより、ＰＣ端末や什器

等の卸売が増加したことに加え、前述の直営店同様の営業努力によりフランチャイズ既存店の売上高が増加したこと

にともない、ロイヤリティ収入が増加しました。これにより、加盟店向け売上高全体では、前中間会計期間と比較し

て45.9％増と好調に推移しました。

　なお、事業の急速な拡大にともなって、課題としていました店舗管理体制の強化につきましては、平成17年８月に

宮城県仙台市に東北営業所を新設し、全国に広がる店舗網に対して、北海道（同道）・東北（宮城県）・首都圏（東

京都）・関西（京都府）・九州（熊本県）の５つの営業所にて管理する体制を構築しました。また、平成17年11月に

は、店舗で使用する什器・備品・消耗品類を管理するための大型物流倉庫を新設し、出店・運用・改装時におけるス

ピードの向上並びに業務の効率化を図りました。

　以上の結果、当中間会計期間期末の店舗数は、直営38店舗、フランチャイズ加盟店112店舗、チェーン全体では150

店舗となり、総会員数約495万人とより多くのお客様に支持され、業界No.1チェーンとしての地位をより強固なものと

しました。また、当事業全体の売上高は27億63百万円（前年同期比23.3％増）となりました。

②桃太郎事業

　主要取扱い商材であるテレビゲームにおいては、『脳を鍛える大人のDS トレーニング』シリーズなどの高年齢層を

ターゲットとした話題性の高いタイトルの発売や、平成16年末に発売された『プレイステーション・ポータブル』や、

『ニンテンドーＤＳ』などのハードウェアに対するリサイクル商品への需要が高かったものの、据置型ハードウェア

の次世代機として期待を集めた『Xbox360』は振るわず、その他全般を通して有力タイトルの発売に恵まれず非常に厳

しい環境となりました。このような環境下において、ＤＶＤ『ファイナルファンタジーⅦ　アドベントチルドレン』

の特設コーナーの設置や、プラモデル、トレーディングカード、中古書籍など、当社の主要顧客の消費動向を考慮し

たうえで、テレビゲーム以外の商材においてもより一層積極的な展開を行うことで、直営店全体の売上高は、前中間

会計期間とほぼ同様の結果となりました。

　同事業においてリアル店舗同様に注力しております、ＥＣ（インターネットによる通信販売）部門は、大手ショッ

ピングモールへの出店をはじめ、リスティング広告の活用、ゲーム情報を配信するオリジナルブログの設置など、Web

特有のプロモーションを積極的に展開することで、ＥＣサイトとしての認知度の向上を図るとともに、リアル店舗同

様にテレビゲーム以外に輸入雑貨をはじめとした女性向け商材等を取り扱うことで、当中間会計期間末における会員

数は約61,000人と順調に増加し、売上高は前中間会計期間と比較して9.5％増となりました。

　また、当中間会計期間より桃太郎事業に含めましたゲームセンター「アミューズメントももたろう」３店舗は、

テレビゲームショップ「桃太郎」と類似した顧客層をターゲットとするビジネスモデルであり、今後両カテゴリーの

シナジー効果を求めていきます。なお、「アミューズメントももたろう」の当中間会計期間の売上高は、前中間会計

期間と比較して13.5％増と好調に推移しました。

　以上の結果、フランチャイズ加盟店向けの卸売を含めた当事業全体の売上高は、30億57百万円（前年同期比2.2％

増）となりました。
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(2）財政状態

①財政状況

　当中間会計期間末の総資産は68億29百万円となり、前中間会計期間末と比較して12億29百万円増加致しました。

その主な要因は、直営７店舗（スペースクリエイト事業６店舗、桃太郎事業１店舗）及び、大型物流倉庫を新設し

たことにより、建物や土地等の「有形固定資産」が７億円増加したことによるものであります。

　また、これらの設備資金として銀行から追加融資を受け、当中間会計期間末の負債合計は44億49百万円となり、

前中間会計期間と比較して10億84百万円増加致しました。

　株主資本につきましては、利益計上したことにより当中間会計期間末の資本合計は23億80百万円となり、前中間

会計期間と比較して１億45百万円増加致しました。

②キャッシュ・フローの状況

　当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は９億12百万円となり、前中間会計

期間末と比較して63百万円減少致しました。

　当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間会計期間において営業活動の結果得られた資金は６億32百万円となりました。

　これは主に、年末商戦に向けた桃太郎事業の商品仕入により、「仕入債務の増加額」が５億57百万円となったこ

と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）

　当中間会計期間において投資活動の結果使用した資金は７億21百万円となりました。

　これは主に、「スペースクリエイト自遊空間」並びに「モモタロウ王国～鬼ヶ島の逆襲～」等の直営店の新規出

店及び、大型物流倉庫の新設により、「有形固定資産の取得による支出」が６億60百万円となったことによるもの

であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間会計期間において財務活動の結果得られた資金は４億46百万円となりました。

　これは主に、設備資金として「長期借入による収入」が８億20百万円、「短期借入による収入」が５億50百万円

となった一方で、「長期借入金の返済による支出」が２億58百万円、「短期借入金の返済による支出」が６億50百

万円となったことによるものであります。

　当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成16年６月期 平成17年６月期 平成18年６月期

中間 期末 中間 期末 中間

自己資本比率（％） 29.2 45.4 39.9 41.5 34.9

時価ベースの自己資本比率

（％）
－ 335.2 131.3 100.2 89.6

債務償還年数（年） 5.8 2.6 6.5 5.8 4.6

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
24.8 22.3 23.2 13.7 22.2

（注）自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※株式時価総額は期末株価終値×期末発行済普通株式総数により算出しております。

※有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としております。

※営業キャッシュ・フロー及び利払いは、キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によるキャッシュ・フロー」及び「利息

の支払額」を用いております。
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(3）通期の見通し

　当社の通期の見通しにつきましては、スペースクリエイト事業並びに桃太郎事業ともに好調に推移しましたが、

「２.経営方針　（6）その他、会社の経営上の重要な事項」（４頁）にて記載した内容につきまして、未決定事項が

あるため、平成17年11月10日付、当社「平成18年６月期  第１四半期財務・業績の概況（非連結）」にて公表いたし

ました業績予想数値を現時点では変更致しません。なお、当社の業績に与える影響等が判り次第、その内容につきま

しては、すみやかに公表致します。

(4）事業等のリスク

　当社の事業展開及び経営成績等に影響を及ぼす可能性のあるリスクについて主な事項を以下に記載しています。当

社は、これらのリスク発生の可能性を認識したうえで、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針です。

【　スペースクリエイト事業について　】

①競争の激化について

　当事業にて運営しております複合カフェは、近年新たなアミューズメント産業として脚光を浴び、その店舗数

は急速に拡大し、平成20年には約4,300店の規模になると言われています（日本複合カフェ協会調べ）。

　当社では、今後も出店を加速し順調に店舗網を拡大できると考えておりますが、地域によっては競合店との競

争の激化による業績の低下や低迷により、店舗の撤退や移転を選択する場合があります。このような場合、それ

にともない発生する費用や減収は当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

②人材の確保及び育成について

　複合カフェの基本的営業形態は、年中無休かつ24時間体制です。このため営業時間中にはアルバイトスタッフ

を中心に運営する時間帯があり、充分な接客サービスが行えない可能性があります。そのため、サービスレベル

の向上に向けた教育体制を構築し、レベルの確保に努めています。

　また急速な店舗数の増加に対して定期的・計画的に従業員の募集を行っており、現在のところスタッフ不足等

の問題は発生していません。しかしながら、今後の店舗数の増加によっては、店舗の管理を行う店長やフランチャ

イズ加盟店の指導を行うスーパーバイザーについて、優秀な人材の確保ができない場合、出店ペースに影響を与

え、当社の業績に影響を与える可能性があります。

③著作権について

　当事業の店舗において、顧客サービスの一部として設置・提供しています、テレビゲームやＤＶＤ、コンピュー

タにインストールされたソフトウェア等については、著作権法でその権利が保護されています。このため、当社

が使用していますこれらのソフトウェアは、著作権者から業務用としての利用の許諾を受けたものだけを使用し

ています。

　また、同じく店舗にて提供しています、まんがや雑誌等につきましても、著作権法上の著作物に該当致します

が、当事業におけるこれらの提供は、同一店内での利用に限られており、現時点では貸与行為にあたらないと解

釈されています。しかしながら、今後の法改正や著作権者側との何れかの取り決めが行われますと、業務利用が

出来なくなったり、許諾料等の支払いが必要となる可能性があり、当社の経営成績が影響を受ける可能性があり

ます。

④インターネットを利用した犯罪等について

　当事業の店舗において、顧客サービスの一部として提供していますインターネットは、情報収集やコミュニケー

ションのツールとして非常に優れた側面がある一方で、匿名性が高いことを利用しての、詐欺行為、個人・社会

に対する誹謗中傷、迷惑メール等の行為が犯罪や不法行為として社会問題となることが多く見受けらます。当社

では、店舗を利用する顧客全員について身分を確認のうえ会員登録を行うこととしており、会員のみインターネッ

トの利用ができるようにしています。また、業界団体である日本複合カフェ協会を通じて、都道府県警察等との

情報交換を行い、これらの犯罪抑制に努めています。
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【　桃太郎事業について　】

①業績の変動要因について

　桃太郎事業が主たる商材として取り扱っていますテレビゲームの販売状況は、カレンダー効果による変動が大

きく、年末年始及び新入学商戦の時期や、就学生の休暇時期である夏休み・春休み等に売上が集中する傾向があ

ります。また、新品商品の供給につきましては、各商品メーカーに依存していますが、人気ソフトや新型ハード

ウェアの開発状況によって取り扱う商品の需要が大きく変動する場合があり、それらの発売遅延等によっても当

社の業績が影響を受ける可能性があります。

②特定の取引先からの商品仕入高割合が高いことについて

　当事業の主な仕入先は、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントであり、同社とは商品の売買取引

基本契約を締結しており、取引関係は取引開始以来安定的に継続されています。

　なお、当期における仕入高に対する同社が占める割合は次のとおりです。

前中間会計期間

（平成16年７月１日から

平成16年12月31日まで）

 当中間会計期間

（平成17年７月１日から

平成17年12月31日まで）

 金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

株式会社ソニー・コンピュータエ

ンタテインメント
581,403 25.6 787,478 32.4

仕入高 2,272,493 100.0 2,433,676 100.0

（注）１．上記仕入実績につきましては、すべて桃太郎事業です。

　　　２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

③リサイクル品の仕入について

　リサイクル品は、新品と異なり仕入量の調整が難しいという性質を有しています。その仕入方法につきまして

は、各店舗の個人顧客からの買取が大半を占めていますが、当事業では販売価格と買取価格を適時把握し、商品

を適正な価格で確保できるように努めています。しかしながら、一次流通市場の動向や競合先の動向等により商

品の仕入状況に影響を及ぼす可能性があります。

　また、当事業では、管理システム等により各店舗における在庫状況の把握をするとともに、販売促進キャンペー

ンの実施等により、滞留在庫の発生の防止に努めています。しかしながら、販売状況が思わしくない場合には、

在庫処分等により損失が発生し、業績に影響を与える可能性があります。

【　会員の個人情報の管理について　】

　当社はスペースクリエイト事業及び桃太郎事業において、顧客に対して会員登録を行っており、会員の個人情報

を保有しています。また、これらの個人情報と会員番号が連動したデータベースを構築し、本社サーバーにて管理

していますが、関連する部署の社員は、随時これらの情報を閲覧することが可能となっています。このため、当社

は、情報管理に関する規程を設け、関連する部署の社員に対して情報の秘密保持を義務付けるなど、保有する個人

情報が外部に漏洩しないよう管理体制の整備に努めています。しかしながら、不測の事態により当社が保有する個

人情報が外部に漏洩した場合は、信用低下による売上減少や損害賠償費用等により、当社の業績に影響が生じる可

能性があります。

【　店舗物件の契約に関し、敷金等が返却されないリスクについて　】

　当社の直営店舗の出店は、店舗用物件の賃借により行うことを基本としており、賃貸借契約の締結時に賃借人に

対して敷金を差し入れています。当該敷金は、基本的には契約の終了をもって当社に返還されることになっていま

すが、貸主の経済的破綻等によりその一部または全額について回収が出来なくなる可能性があります。また借主で

ある当社側の理由によって契約の中途解約をする場合は、契約内容に従って敷金返還請求権の放棄や違約金の支払

いが必要となる場合があります。

　一方で、更地に建物の建築を依頼し賃借を行う場合、建築費の一部を貸主に対し建設協力金として貸し付け、契

約期間内に賃料との相殺で当社に返済される契約を締結する場合があります。当該建設協力金も敷金と同様に回収

が困難となる場合、もしくは返還請求権の放棄が必要となる場合があります。

　なお、当中間会計期間末において、敷金の残高は６億99百万円、建設協力金等の残高は２億57百万円であります。
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【　法的規制について　】

　当社は各事業において下記の各法令による規制を受けており、それぞれ許可を得て営業しています。

それぞれの法令を遵守するための体制を構築し、業務に従事する社員全員に周知徹底を図り、コンプライアンスの

観点から精度の向上に努めていますが、これらの法改正等により、当社の経営に何らかの影響を受ける可能性があ

ります。

①古物営業法

②食品衛生法

③風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

④各都道府県の条例等
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４．個別中間財務諸表等
(1）中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成16年12月31日）
当中間会計期間末

（平成17年12月31日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成17年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金 ※２ 1,258,018   1,194,254   836,989   

２．売掛金  170,593   254,134   293,243   

３．たな卸資産  729,716   1,006,124   735,387   

４．その他 ※３ 139,776   184,734   151,100   

貸倒引当金  △981   △2,353   △1,709   

流動資産合計   2,297,122 41.0  2,636,893 38.6  2,015,012 35.1

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物 ※２ 836,908   1,191,932   844,742   

(2）工具器具備品  653,644   759,863   588,471   

(3）土地 ※２ 453,306   641,829   641,829   

(4）その他  36,197   87,025   175,500   

有形固定資産合
計

  1,980,056 35.4  2,680,652 39.3  2,250,544 39.2

２．無形固定資産   36,140 0.6  34,036 0.5  34,225 0.6

３．投資その他の資
産

          

(1）敷金  612,659   699,920   666,755   

(2）前払年金費用  24,899   37,592   23,242   

(3）賃貸用固定資
産

※２ 237,244   230,983   233,936   

(4）その他  417,565   510,656   527,876   

貸倒引当金  △5,961   △1,276   △6,385   

投資その他の資
産合計

  1,286,407 23.0  1,477,877 21.6  1,445,425 25.1

固定資産合計   3,302,605 59.0  4,192,566 61.4  3,730,195 64.9

資産合計   5,599,728 100.0  6,829,459 100.0  5,745,207 100.0

           

- 10 -



  
前中間会計期間末

（平成16年12月31日）
当中間会計期間末

（平成17年12月31日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成17年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金  688,277   883,797   326,365   

２．短期借入金 ※２ 500,000   500,000   600,000   

３．１年以内返済予
定長期借入金

※２ 452,336   882,490   422,444   

４．１年以内償還予
定社債

 32,000   640,000   156,000   

５．未払法人税等  38,846   56,941   69,770   

６．その他  277,469   492,240   406,362   

流動負債合計   1,988,930 35.5  3,455,469 50.6  1,980,942 34.5

Ⅱ　固定負債           

１．社債  640,000   －   500,000   

２．長期借入金 ※２ 629,237   861,776   760,213   

３．役員退職慰労引
当金

 47,400   55,200   51,200   

４．その他  59,020   76,600   68,750   

固定負債合計   1,375,657 24.6  993,576 14.5  1,380,163 24.0

負債合計   3,364,588 60.1  4,449,045 65.1  3,361,105 58.5

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   749,263 13.4  753,814 11.0  753,814 13.1

Ⅱ　資本剰余金           

資本準備金  787,509   792,059   792,059   

資本剰余金合計   787,509 14.0  792,059 11.7  792,059 13.8

Ⅲ　利益剰余金           

１．利益準備金  7,650   7,650   7,650   

２．任意積立金  300,000   300,000   300,000   

３．中間（当期）未
処分利益

 390,715   526,890   530,577   

利益剰余金合計   698,365 12.5  834,540 12.2  838,228 14.6

資本合計   2,235,139 39.9  2,380,414 34.9  2,384,102 41.5

負債資本合計   5,599,728 100.0  6,829,459 100.0  5,745,207 100.0
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（平成16年７月１日から
平成16年12月31日まで）

当中間会計期間
（平成17年７月１日から
平成17年12月31日まで）

前事業年度の要約損益計算書
（平成16年７月１日から
平成17年６月30日まで）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   5,233,194 100.0  5,821,381 100.0  10,468,388 100.0

Ⅱ　売上原価   4,157,471 79.5  4,575,910 78.6  8,135,388 77.7

売上総利益   1,075,722 20.5  1,245,471 21.4  2,332,999 22.3

Ⅲ　販売費及び一般管
理費

  1,016,580 19.4  1,141,167 19.6  2,031,925 19.4

営業利益   59,142 1.1  104,304 1.8  301,074 2.9

Ⅳ　営業外収益 ※１  41,459 0.7  80,474 1.4  95,701 0.9

Ⅴ　営業外費用 ※２  38,363 0.7  61,204 1.1  80,743 0.8

経常利益   62,238 1.1  123,573 2.1  316,031 3.0

Ⅵ　特別利益   530 0.0  476 0.0  726 0.0

Ⅶ　特別損失 ※３  12,970 0.2  30,726 0.5  17,242 0.1

税引前中間（当
期）純利益

  49,797 0.9  93,323 1.6  299,515 2.9

法人税、住民税
及び事業税

 30,786   48,347   155,917   

法人税等調整額  2,118 32,905 0.6 946 49,293 0.8 △13,156 142,761 1.4

中間（当期）純
利益

  16,891 0.3  44,030 0.8  156,754 1.5

前期繰越利益   373,823   482,859   373,823  

中間（当期）未
処分利益

  390,715   526,890   530,577  
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(3）中間キャッシュ・フロー計算書

  
前中間会計期間

（平成16年７月１日から
平成16年12月31日まで）

当中間会計期間
（平成17年７月１日から
平成17年12月31日まで）

前事業年度の要約キャッシュ・
フロー計算書

（平成16年７月１日から
平成17年６月30日まで）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

    

税引前中間（当期）純利益  49,797 93,323 299,515

減価償却費  210,893 240,564 465,142

役員退職慰労引当金の増加額  3,800 4,000 7,600

貸倒引当金の増加額（△減少
額）

 4,677 △4,464 5,828

長期貸付金等の地代家賃相殺額  － 14,483 25,033

受取利息及び受取配当金  △1,656 △3,448 △3,448

支払利息  14,853 29,512 29,512

有形固定資産除却損  12,555 3,311 16,326

店舗退店損失  － 26,422 －

売上債権の減少額（△増加額）  △48,571 39,109 △171,221

たな卸資産の減少額（△増加
額）

 △105,170 △273,117 △110,692

仕入債務の増加額（△減少額）  454,325 557,432 92,413

その他  △73,489 31,716 51,318

小計  522,014 758,847 707,329

利息及び配当金の受取額  498 1,244 655

利息の支払額  △14,911 △28,368 △30,872

法人税等の支払額  △161,307 △99,295 △255,514

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

 346,294 632,428 421,597

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

    

有形固定資産の取得による支出  △445,219 △660,782 △967,512

有形固定資産の売却による収入  2,997 1,713 4,256

無形固定資産の取得による支出  △144 △1,529 △3,054

敷金の増加による支出  △2,310 △23,307 △21,867

敷金の減少による収入  4,592 24 4,760

店舗賃借仮勘定の増加による
支出

 △104,931 △36,300 △226,931

その他  1,059 △1,582 △23,413

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

 △543,956 △721,763 △1,233,761
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前中間会計期間

（平成16年７月１日から
平成16年12月31日まで）

当中間会計期間
（平成17年７月１日から
平成17年12月31日まで）

前事業年度の要約キャッシュ・
フロー計算書

（平成16年７月１日から
平成17年６月30日まで）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅲ　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  550,000 550,000 500,000

短期借入金の返済による支出  △166,000 △650,000 △16,000

長期借入れによる収入  500,000 820,000 880,000

長期借入金の返済による支出  △303,320 △258,391 △582,236

社債の償還による支出  △316,000 △16,000 △332,000

株式の発行による収入  － － 9,100

配当金の支払額  △35,580 984 △36,299

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

 229,099 446,593 422,565

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額  31,436 357,259 △389,599

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  944,359 554,759 944,359

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末
（期末）残高

 975,796 912,018 554,759
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（平成16年７月１日から
平成16年12月31日まで）

当中間会計期間
（平成17年７月１日から
平成17年12月31日まで）

前事業年度
（平成16年７月１日から
平成17年６月30日まで）

１．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1）商品

　移動平均法による原価法

(1）商品

同左

(1）商品

同左

  

　

 

(2) 製品

移動平均法による原価法

(2) 製品

同左

  

 

 

(3) 原材料 

移動平均法による原価法 

(3) 原材料  

同左

 (2) 貯蔵品

 移動平均法による原価法

 ただし、食材については最終

仕入原価法

(4) 貯蔵品 

同左

(4) 貯蔵品 

同左

２．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産

定率法

  なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建物　　　　　　 ３～39年

工具器具備品　　 ２～20年

(1）有形固定資産・賃貸用固定資産

　　定率法

　ただし、平成17年７月１日以

降取得した建物(建物附属設備

は除く)については定額法

　なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建物　　　　　　 ３～39年

工具器具備品　　 ２～20年

 

(会計方針の変更） 

　従来、建物の減価償却方法に

定率法を採用しておりましたが、

平成17年７月１日以降取得した

建物（建物附属設備を除く）に

ついては、定額法を採用するこ

ととしました。

　これは、平成10年度の法人税

法の改正に伴うものであり、当

該改正以降、当事業年度におい

て初めて建物を取得したもので

あります。 

　この変更に伴う影響額は軽微

であります。 

(1）有形固定資産

　　定率法

 (2）無形固定資産

定額法

　なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利

用可能期間（５年）に基づく定

額法

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

  

 

 

 

 

(3)賃貸用固定資産 

 　定率法 

３．繰延資産の処理方法   (1）社債発行費　

 ─────   ─────  　支出時に全額費用として処理し

ております。

  (2）新株発行費

  　支出時に全額費用として処理し

ております。

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可

能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左
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項目
前中間会計期間

（平成16年７月１日から
平成16年12月31日まで）

当中間会計期間
（平成17年７月１日から
平成17年12月31日まで）

前事業年度
（平成16年７月１日から
平成17年６月30日まで）

 (2）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当中間会計期間末における退職給

付債務の見込額（簡便法）及び年

金資産に基づき、前払年金費用を

計上しております。

(2）退職給付引当金

同左

(2）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当期末における退職給付債務の見

込額（簡便法）及び年金資産に基

づき、前払年金費用を計上してお

ります。

 (3）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に充て

るため、内規に基づく中間期末要

支給額を計上しております。

(3）役員退職慰労引当金

同左

(3）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に充て

るため、内規に基づく期末要支給

額を計上しております。

 

５．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

同左 同左

６．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

  金利スワップ取引については、

特例処理の要件を満たしておりま

すので、特例処理を採用しており

ます。

 

　───── 

(1）ヘッジ会計の方法

　金利スワップ取引については、

特例処理の要件を満たしておりま

すので、特例処理を採用しており

ます。

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金の利息

 

 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

    ヘッジ手段…金利スワップ

　  ヘッジ対象…借入金の利息　

 (3）ヘッジ方針

　ヘッジ対象の範囲内で借入金の

金利変動リスクをヘッジする手段

として金利スワップ取引のみを利

用することとしております。

 

 

(3）ヘッジ方針

　ヘッジ対象の範囲内で借入金の

金利変動リスクをヘッジする手段

として金利スワップ取引のみを利

用することとしております。

 (4）ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップについては、特例

処理が認められる条件をすべて満

たしているため、その判定をもっ

て有効性の判定に代えております。

 

 

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップについては、特

例処理が認められる条件をすべて

満たしているため、その判定を

もって有効性の判定に代えており

ます。

７．中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資

金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３か月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。

同左 同左

８．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左
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表示方法の変更

（キャッシュ・フロー計算書）

 

前中間会計期間
（平成16年７月１日から
平成16年12月31日まで）

当中間会計期間
（平成17年７月１日から
平成17年12月31日まで）

 

 　　　　　　　　　　──────

　営業活動によるキャッシュ・フローの「長期貸付金等の

地代家賃相殺額」は、従来「その他」に含めて表示してい

ましたが、金額の重要性が増したため区分掲記しておりま

す。

　なお、前中間会計期間の「その他」に含まれている「長

期貸付金等の地代家賃相殺額」は11,664千円であります。　 

 

 

追加情報

前中間会計期間
（平成16年７月１日から
平成16年12月31日まで）

当中間会計期間
（平成17年７月１日から
平成17年12月31日まで）

前事業年度
（平成16年７月１日から
平成17年６月30日まで）

「地方税法等の一部を改正する法律」

（平成15年法律第9号）が平成15年3月

31日に公布され、平成16年４月1日以

後に開始する事業年度より外形標準課

税制度が導入されたことに伴い、当中

間会計期間から「法人事業税における

外形標準課税部分の損益計算書上の表

示についての実務上の取扱い」（平

成16年２月13日　企業会計基準委員会

　実務対応報告第12号）に従い法人事

業税の付加価値割及び資本割について

は、販売費及び一般管理費に計上して

おります。

この結果、販売費及び一般管理費が

8,188千円増加し、営業利益、経常利

益及び税引前中間純利益が、8,188千

円減少しております。　　　　　　

─────  「地方税法等の一部を改正する法律」

（平成15年法律第9号）が平成15年3月

31日に公布され、平成16年４月1日以

後に開始する事業年度より外形標準課

税制度が導入されたことに伴い、当期

から「法人事業税における外形標準課

税部分の損益計算書上の表示について

の実務上の取扱い」（平成16年２月13

日　企業会計基準委員会　実務対応報

告第12号）に従い法人事業税の付加価

値割及び資本割については、販売費及

び一般管理費に計上しております。

この結果、販売費及び一般管理費が

17,593千円増加し、営業利益、経常利

益及び税引前中間純利益が、17,593千

円減少しております。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

項目
前中間会計期間末

（平成16年12月31日）
当中間会計期間末

（平成17年12月31日）
前事業年度末

（平成17年６月30日）

※１．有形固定資産の減価償却累

計額
1,640,124千円        2,050,260千円         1,863,246千円

※２．担保資産及び担保付債務

（イ）担保に供している資産

   

現金及び預金

建物

土地

賃貸用固定資産

計

180,216千円

181,284

453,306

237,244

1,052,052

  180,228千円

 325,554    

 641,829    

225,912    

1,373,525

 180,222千円

173,837

641,829

233,936

1,229,825

（ロ）上記に対応する債務    

被保証債務

短期借入金

長期借入金

（１年以内返済予

定の長期借入金を

含む）

計

145,092千円

262,770

802,226

1,210,088

   217,608千円

237,461

1,115,159

1,570,228

 187,393千円

295,950

857,250

1,340,593

 　上記（イ）担保に供している資

産のうち、現金及び預金20,128千

円、建物3,202千円及び土地35,200

千円は、銀行との当座借越契約

（極度額100,000千円）の担保に供

しております。この借越額は通常

短期借入金に含めておりますが、

当中間会計期間末現在における借

入残高はありません。

           ───── 　上記（イ）担保に供している資

産のうち、現金及び預金20,128千

円、建物2,963千円及び土地35,200

千円は、銀行との当座借越契約

（極度額100,000千円）の担保に供

しております。この借越額は通常

短期借入金に含めておりますが、

当中間会計期間末現在における借

入残高はありません。 

※３．消費税等の取扱い 　仮払消費税等及び仮受消費税等

は、相殺のうえ、金額的重要性が

乏しいため、流動資産の「その

他」に含めて表示しております。

同左 ─────
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（中間損益計算書関係）

項目
前中間会計期間

（平成16年７月１日から
平成16年12月31日まで）

当中間会計期間
（平成17年７月１日から
平成17年12月31日まで）

前事業年度
（平成16年７月１日から
平成17年６月30日まで）

※１．営業外収益のうち重要

なもの

   

受取利息

受取配当金

賃貸用固定資産収入

販売手数料収入

1,282千円

374

18,690

12,579

2,299千円

318

39,559

32,826

3,072千円

375

42,773

26,882

※２．営業外費用のうち重要

なもの

   

支払利息

賃貸用固定資産原価

14,853千円

20,636

    16,047千円

41,926

24,416千円

46,432

※３．特別損失のうち重要な

もの

   

固定資産除却損

 

 

店舗退店損失

建物 4,004千円

工具器具備品 8,551

 12,555

 　　 －   

  

工具器具備品  3,311千円

  3,311

  26,422

建物    4,004千円

工具器具備品      12,322

     16,326　  

 　　 －   

４．減価償却実施額    

有形固定資産

無形固定資産

賃貸用固定資産

202,929千円

4,655

3,308

232,800千円

     4,811

     2,952

   449,194千円

     9,330

     6,617

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間会計期間
（平成16年７月１日から
平成16年12月31日まで）

当中間会計期間
（平成17年７月１日から
平成17年12月31日まで）

前事業年度
（平成16年７月１日から
平成17年６月30日まで）

　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

貸借対照表に掲記されている科目の金額との

関係

　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

貸借対照表に掲記されている科目の金額との

関係

　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

 （平成16年12月31日現在）

現金及び預金勘定 1,258,018千円

預入期間が３か月を越える

定期預金
△102,004  

担保提供定期預金 △180,216  

現金及び現金同等物 975,796  

 （平成17年12月31日現在）

現金及び預金勘定 1,194,254千円

預入期間が３か月を越える

定期預金
△102,007  

担保提供定期預金 △180,228  

現金及び現金同等物 912,018  

 （平成17年６月30日現在）

現金及び預金勘定 836,989千円

預入期間が３か月を越える

定期預金
△102,007  

担保提供定期預金 △180,222  

現金及び現金同等物 554,759  
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（平成16年７月１日から
平成16年12月31日まで）

当中間会計期間
（平成17年７月１日から
平成17年12月31日まで）

前事業年度
（平成16年７月１日から
平成17年６月30日まで）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

その他（有形
固定資産）

15,705 12,657 3,047

合計 15,705 12,657 3,047

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

その他（有形
固定資産）

5,561 5,105 456

合計 5,561 5,105 456

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

期末残
高相当
額
(千円)

その他（有形
固定資産）

12,803 11,382 1,421

合計 12,803 11,382 1,421

（注）　取得価額相当額は、未経過リース料

中間期末残高が有形固定資産の中間期

末残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定しております。

（注）　　　同左 （注）　取得価額相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高等

に占める割合が低いため、支払利子込

み法により算定しております。

(2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 2,591千円

１年超 456

合計 3,047

１年内     456千円

１年超 －

合計 456

１年内     1,421千円

１年超 －

合計 1,421

（注）　未経過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法によ

り算定しております。

（注）　　　同左 （注）　未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高が有形固定資

産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定してお

ります。

(3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 5,786千円

減価償却費相当額 5,786

支払リース料      964千円

減価償却費相当額 964

支払リース料       7,338千円

減価償却費相当額 7,338

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

　　　　同左

(4）減価償却費相当額の算定方法

　　　　同左

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 245千円

１年超 －

合計 245

１年内    1,677千円

１年超 1,957

合計 3,634

１年内     1,677千円

１年超 2,656

合計 4,333
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（有価証券関係）

該当事項はありません。

 

（デリバティブ取引関係）

前中間会計期間末
（平成16年12月31日）

当中間会計期間末
（平成17年12月31日）

前事業年度末
（平成17年６月30日）

　デリバティブ取引については、すべ

てヘッジ会計を適用して処理しており

ますので、該当事項はありません。

  当社はデリバティブ取引を行ってお

りませんので該当事項はありません。

  デリバティブ取引については、すべ

てヘッジ会計を適用して処理しており

ますので、該当事項はありません。

（持分法損益等）

 　 当社は、関連会社を有しておりませんので、該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（平成16年７月１日から
平成16年12月31日まで）

当中間会計期間
（平成17年７月１日から
平成17年12月31日まで）

前事業年度
（平成16年７月１日から
平成17年６月30日まで）

１株当たり純資産額 118,242円59銭

１株当たり中間純利

益金額
893円61銭

潜在株式調整後１株

当たり中間純利益金

額

886円99銭

１株当たり純資産額 124,897円14銭

１株当たり中間純利

益金額
  2,310円22銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、希薄化効

果を有している潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。

  

１株当たり純資産額 124,586円93銭

１株当たり当期純利

益金額
7,754円90銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、希薄化効

果を有している潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。

 

　当社は、平成16年11月19日付で株式

１株につき３株の株式分割を行ってお

ります。

　なお当該株式分割が前期首に行われ

たと仮定した場合の１株当たり情報に

ついては、それぞれ以下のとおりとな

ります。

前中間会計期間 前事業年度

①１株当たり純資産額①１株当たり純資産額 

96,725円78銭 119,348円99銭

②１株当たり中間純利

益金額

②１株当たり当期純利

益金額　　　　 

5,216円59銭 12,157円49銭

 
③潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金額

 なお、潜在株式調整

後１株当たり中間純利

益金額については、新

株予約権の残高があり

ますが、当社株式は非

上場であり、かつ店頭

登録もしていないため

期中平均株価が把握で

きませんので、記載し

ておりません。 

12,120円21銭

 　　　　　──────  　　　　　──────

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目

前中間会計期間

(平成16年７月１日から

平成16年12月31日まで)

当中間会計期間

(平成17年７月１日から

平成17年12月31日まで)

前事業年度

(平成16年７月１日から

平成17年６月30日まで)

１株当たり中間（当期）純利益金額    

　中間（当期）純利益（千円） 16,891 44,030 156,754

　普通株主に帰属しない金額（千円） 　　　　　　　 －                － 9,600

　 （うち利益処分による役員賞与金） 　　　　　　（－）             （－） (9,600) 

　普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
16,891 44,030 147,154

　普通株式の期中平均株式数（株） 18,903 19,059 18,976

    

　潜在株式調整後１株当たり中間（当　

期）純利益金額

   

　中間（当期）純利益調整額（千円） 　　　　　　　－                －                －

　普通株式増加数（株） 　　　　　 　141                －                －

　（うち新株予約権） 　　　　　 （141）               (－)               (－)

希薄化効果を有しないため潜在株式調整

後１株当たり中間（当期）純利益の算定

に含めなかった潜在株式の概要

　───── 　─────  ─────
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（重要な後発事象）

　　該当事項はありません。   
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５．仕入及び販売の状況
(1）商品仕入実績      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （千円）

品目別
当中間会計期間

（平成17年７月１日から
平成17年12月31日まで）

前年同期比（％）

新品商品 2,015,483 107.8

リサイクル品その他 418,192 103.8

合計 2,433,676 107.1

　（注）１．上記の商品仕入実績については、すべて桃太郎事業によるものであります。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）販売実績

①　事業部門別、品目別販売実績

　当中間会計期間の事業部門別、品目別販売実績は、次のとおりであります。                     （千円）

事業部門別／品目別
当中間会計期間

（平成17年７月１日から
平成17年12月31日まで）

前年同期比（％）

桃太郎事業 3,057,526 102.2

直営店売上 2,610,761 100.6

新品商品 1,642,662 95.8

リサイクル品その他 783,021 109.6

アミューズメント施設売上 185,078 112.4

加盟店等に対する売上 446,764 112.3

新品商品 416,817 111.0

リサイクル品その他 1,101 37.1

店舗用什器・備品等 15,957 287.5

ロイヤリティ等 12,887 94.0

スペースクリエイト事業 2,763,335 123.3

直営店売上 1,825,898 114.3

加盟店等に対する売上 937,437 145.9

店舗用什器・備品等 806,045 152.0

ロイヤリティ等 131,392 117.1

その他の事業 520 80.5

合　　計 5,821,381 111.2

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。　　　　　　

　２. 従来、その他の事業に含めておりましたゲームセンター「アミューズメントももたろう」３店舗の売上高は、

組織変更にともない、当中間会計期間より桃太郎事業に含めて計上しております。
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②　事業部門別、地域別販売実績

　当中間会計期間における事業部門別、地域別販売実績は、次のとおりであります。　　　         （千円）

事業部門別／地域別
当中間会計期間

（平成17年７月１日から
平成17年12月31日まで）

前年同期比（％）

桃太郎事業 3,057,526（33） 102.2

群馬県 237,500（ 4） 95.1

埼玉県 2,199,812（27） 101.5

東京都 72,541（ 1） 92.3

神奈川県 100,870（ 1） 102.9

本部 446,801 111.9

スペースクリエイト事業 2,763,335（38） 123.3

北海道 412,568（ 8） 104.5

宮城県 18,818（ 1） －

福島県 1,552（ 1） －

茨城県 　    93,852（ 2） 99.9

栃木県 121,272（ 3） 87.9

群馬県 188,464（ 4） 94.2

埼玉県 159,023（ 4） 113.8

千葉県 73,536（ 1） 126.5

東京都 262,384（ 5） 99.7

山梨県 63,382（ 1） 112.2

静岡県 16,697（ 1） －

京都府 63,100（ 1） 223.7

大阪府 98,728（ 2） －

福岡県 118,552（ 2） 124.2

熊本県 82,764（ 1） 104.9

宮崎県 51,199（ 1） 100.3

本部 937,437 145.9

その他の事業 520      80.5

本部 520      80.5

合計 5,821,381（71） 111.2

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．（　）内の数値は、平成17年12月31日の直営店舗数を示しております。

３．本部売上は加盟店等に対する売上の合計を記載しております。

４. 従来、その他の事業に含めておりましたゲームセンター「アミューズメントももたろう」３店舗の売上高は、

組織変更にともない、当中間会計期間より桃太郎事業に含めて計上しております。　
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