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１．平成18年６月期の連結業績（平成17年７月１日～平成18年６月30日）

(1）連結経営成績 （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 ％

18年６月期 12,191 (－) 196 (－) 222 (－)

17年６月期 － (－) － (－) － (－)

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年６月期 79 (－) 4,164 01 － － 3.3 3.1 1.8

17年６月期 － (－) － － － － － － －

（注）①持分法投資損益 18年６月期 －百万円 17年６月期 －百万円

②期中平均株式数（連結） 18年６月期 19,059株 17年６月期 －株

③会計処理の方法の変更 無

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

(2）連結財政状態 （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 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

18年６月期 8,547 2,415 28.3 126,750 93

17年６月期 － － － － －

（注）期末発行済株式数（連結） 18年６月期 19,059株 17年６月期 －株

(3）連結キャッシュ・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

18年６月期 681 △2,647 2,395 984

17年６月期 － － － －

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 1社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 －社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規） 1社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．平成19年６月期の連結業績予想（平成18年７月１日～平成19年６月30日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 7,732 93 27

通期 15,133 326 118

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　6,213円68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。
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１．企業集団の状況
 (1）当社グループの事業内容について

　当社グループは、株式会社ランシステム（当社）及び子会社１社により構成されており、「自遊空間事業」「桃太郎

事業」「カジュアルウェア事業」「不動産賃貸事業」を営んでおります。

事業区分 事業内容 会社名

 自遊空間事業

 

「スペースクリエイト自遊空間」を直営

及びフランチャイズにより展開 
当社 

 「スペースクリエイト自遊空間」を直

営により展開
○㈱グローバルファクトリー 

 桃太郎事業
 テレビゲームショップ「桃太郎」を直

営及びフランチャイズにより展開
当社 

 カジュアルウェア事業
 カジュアルウェア販売店「マルカワ」

を直営により展開
○㈱グローバルファクトリー  

 不動産賃貸事業  不動産賃貸及び管理 ○㈱グローバルファクトリー   

（注）会社名の前に記載しております○は連結子会社を意味します。

 (2）事業系統図

 ①自遊空間事業

 

商品（飲料・食材・消耗品・備品等）のメーカー及び問屋 

当 社   自 遊 空 間 事 業 部 門 

直 営 店 部 門 

一 般 消 費 者 

加 盟 店 部 門 

連結子会社 
㈱グローバルファクトリー 
直営店７店舗 

商品の仕入 

商品の卸売 

ロイヤリティ 

施設・サービスの提供 

商品等の流れ 

ロイヤリティ 

施設・サービスの提供 

施設・サービスの提供 

事業系統図 

加盟店舗 

ロイヤリティ 

商品の卸売 
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 ②桃太郎事業

 

商品(リサイクル品) 
の買取 

商品(新品・リサイクル品) 
の販売 

家庭用ゲームハード・ゲームソフト・その他の各メーカー 

当 社   桃 太 郎 事 業 部 門 

直 営 店 部 門 

一 般 消 費 者 

加 盟 店 部 門 

加 盟 店 舗 

商品(新品)の仕入 

商品(新品・リサイクル品) 
の卸売 

ロイヤリティ 

商品(新品・リサイクル品) 
の販売 

商品(リサイクル品) 
の買取 

商品の流れ ロイヤリティ 

事業系統図 

 ③カジュアルウェア事業

 

商品の販売 

商品のメーカー及び問屋 

連結子会社㈱グローバルファクトリー 
 カジュアルウェア 事 業 

一 般 消 費 者 

商品の仕入 

商品の流れ 

事業系統図 
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２．経営方針

(1）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おります。

 ・・・　『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）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おります。また、小売業並びにサービス業を

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おりま

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％

を目標に安定した配当を実施していくことを基本方針としております。

(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株当たりの投資金額を引き下げが株式の流

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50万円を下回っており

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参ります。

(4）中長期的な会社の経営戦略

　創業当初より事業展開しており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、価格・品揃え・

商品知識において“地域一番店”のスローガンを掲げ事業を展開して参りました。近年の家庭用テレビゲームは、既

に成熟産業として認知度も高く、日常のレジャーとして定着しており、今後の当事業につきましては、後述の自遊空

間事業を積極的に展開する上での基盤となる安定事業として位置づけております。

　新たな成長事業として、現在注力しております自遊空間事業では、平成18年６月30日現在、直営店44店舗、フラン

チャイズ加盟店109店舗、合計153店舗を北海道から沖縄まで全国に展開しております。当社グループが事業化を行う
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まで存在しなかった複合カフェというこの新しいビジネスモデルは、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おります。今後も著しい成長が見込まれる当業界において、当社グループ

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すべく、出店戦略をはじめ積極的な事業展開を図っ

ていく所存であります。

  平成18年３月16日に株式会社マルカワから譲受けたカジュアルウェア事業は、カジュアルウェア、服飾関連雑貨等

の販売を平成18年６月30日現在、19店舗にて行っております。この事業は、当社グループにとって第３の柱となる事

業であります。今後店舗のリニューアルにより従来の店舗とは異なる競争力のある店舗とするとともにPOSシステムの

更新などの新規投資を行うことによって、在庫管理精度の向上や顧客管理による営業戦略の充実を図り、損益基盤を

確固たるものにして参ります。

(5）会社の対処すべき課題

　事業セグメント別の今後の課題につきましては次のとおりであります。

①自遊空間事業 

　複合カフェ業界は、市場規模の拡大とともに、上場企業をはじめ多くの新規参入が見受けられ、今後もその勢い

は衰えることなく急速に拡大していくことが予想されます。

　このような環境下において、当社グループでは下記の事項を今後の課題と考えております。

（出店戦略について）

　成長期に入り始めた当業界では、全国規模でのシェアとブランド力、スケールメリットの追求を行っていく中で、

その出店戦略は最重要課題であると考えております。そのため、優良物件情報の早期取得や、店舗施工能力の拡充、

設備投資のローコスト化など、迅速かつ複数の出店を行うための店舗開発体制の強化に取り組んで参ります。また、

現在多数のお問い合わせをいただいております、フランチャイズ加盟店の出店につきましても、営業及び管理体制

のより一層の強化を図って参ります。

（既存店の売上高向上について）

　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）

　当社グループでは、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、既存店

においても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、その効果を高めて参ります。

②桃太郎事業 

　家庭用ゲーム業界は、メーカー各社においてM&Aや企業統合など業界再編に向けた動きが見られ、各社よりすでに

公表されております次世代据置型ハードウェアの発売を前に、今後もその動きは継続していくものと思われます。

　このような環境下において、当社グループでは下記の事項を今後の課題と考えております。

（安定事業としての「桃太郎」について）

　ハードウェアメーカー各社より、平成18年末以降に据置型の次世代ハードウェアを発売するとの計画が出されて

おり、「桃太郎」につきましては、引き続き埼玉県を中心に“地域一番のテレビゲーム専門店”としての強みを活

かした事業展開を行って参ります。また、中古商品の充実や、価格政策の見直し、接客サービスの向上に努めるこ

とで、安定事業として利益の追求を図って参ります。

（ＥＣ部門について）

　好調に推移しておりますＥＣ（インターネットによる通信販売）部門につきましては、Web広告をはじめ費用対効

果の高い媒体の活用や、大手ショッピングモールへの出店等を積極的に行うことで、販売チャネルの拡大並びに集

客力の向上を図って参ります。また、商品発送業務等の迅速化、決済スキームを含めたお客様情報の管理に対する

セキュリティの向上、送料無料キャンペーンの実施など、インターネットによる通信販売においてネックとされて

いる点についても最適化を行い、お客様が安心して利用できる環境の構築に努めて参ります。

②カジュアルウェア事業

　ジーンズカジュアル業界は、日々変化するトレンドや顧客ニーズの多様化に伴い、迅速に対応し、お客様からの

支持を得ることが当業界においては不可欠であると考えられます。
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このような環境下において、当社グループでは売上高の更なる向上及び利益の追求を目的として下記の事項を今後

の課題と考えております。

（情報システムと店舗インフラの整備について）

　新たにPOSシステムを更新し、商品管理を軸に仕入システムや会計システム、顧客管理システム等と連動させる

ことにより、仕入れから販売までの業務フローの効率化を図ることで、仕入れ精度の向上及びコスト削減を行って

参ります。また、老朽化が進んだ店舗の改装・修繕を行うことにより、地場顧客に対してインフラ面からアピール

して参ります。

（店舗運営について）

　マルカワ時代は全店画一的なチェーンオペレーションとして店舗運営を行ってきましたが、当社グループとしま

しては各店舗が地域一番店を目指すきめ細かい店舗運営戦略をとります。具体的には店舗の特徴を6パターンに分類

し、各々について最適な商品構成や販売促進施策を吟味し、強力に実施する所存です。

（店舗管理体制の強化及び人材の開発について）

　指揮・命令系統を明確にすることにより、店舗管理体制の強化を図ります。また接客サービスの向上や法令の遵

守など、店長やアルバイトスタッフ等の教育体制の充実を図り、リーダーシップのある人材の育成に努めます。

(6）親会社等の関する事項

　該当事項はありません。

(7）内部管理体制の整備・運用状況

　有価証券上場規定第８条の３及び適時開示規則第10条第３項に規定するコーポレート・ガバナンスに関する報告書

に記載のとおりであります。

(8）その他、会社の経営上の重要な事項

　該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態

　　当連結会計年度（平成17年７月１日から平成18年６月30日まで）は、連結初年度のため、前年同期との対比は行

　っておりません。

 

(1）経営成績

　当連結会計年度におけるわが国の経済は、企業収益の改善やそれに伴う設備投資が増加し、個人消費も堅調に推移

しておりますが、原油価格の高騰、金利の上昇など依然として先行きが不透明な状況が続いております。

　このような経営環境の下、自遊空間事業では、直営店及びフランチャイズ加盟店の出店に注力し、新たに32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

は異なる400坪の大型複合店「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。

また平成18年３月16日に株式会社マルカワの営業の一部を譲受けたため、当社の事業セグメントにカジュアルウェア

事業、不動産賃貸事業が加わりました。

事業セグメント別の業績は、次のとおりであります。

＜自遊空間事業＞

　複合カフェ業界は、当社のJASDAQ市場への株式上場を一つのきっかけに、新たなアミューズメント産業として様々

な業界から注目を集めました。これにより、多くの新規参入企業による出店が増加し、市場規模は急速に拡大致しま

した。

　このような環境下において、自遊空間事業では、業界の創設者でありかつNo.1企業として、より強固な事業基盤の

構築を目指した展開を行って参りました。

　直営店においては、東北地方の中枢都市である宮城県仙台市に同地方の基幹となる直営店をはじめ、５店舗を新規

に出店致しました。店舗運営では、当社グループの強みである自社開発の顧客管理システムを活用することで、店内

コンテンツの稼働率の向上を目的とした店舗リニューアルを実施したほか、200円カレーをはじめシーズンメニューを

中心とした提供飲食物の充実を図りました。またイメージキャラクターとして吉本興業の人気若手芸人「キングコン

グ」を起用し、テレビＣＭをはじめ、チラシ、店内POP等の販促物に活用することで、自遊空間ブランドの更なる向上

に努めました。

　フランチャイズ加盟店の出店につきましては、当初の計画は未達であったものの、27店の新規出店やリニューアル

により、PC端末・什器等の卸売とともにロイヤリティ収入が増加しました。

  なお、店舗網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、北海道（札幌市）・東北（仙台市）・首都圏（東京都新宿区）・関西（京都

府）・九州（熊本市）の５つの営業所による管理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大型物流倉庫を新設し、出店・運用・改装時における業務の効率化を図りました。

　以上の結果、当事業全体の売上高は56億28百万円となりました。また、直営店５店舗、ＦＣ加盟店27店舗の合計32

店舗を出店し、当期末時点では全国153店舗（直営店44、ＦＣ加盟店109）を展開し、店舗網の更なる整備を行いまし

た。

＜桃太郎事業＞

　国内の家庭用ゲーム市場は、任天堂の携帯型ゲーム機「ニンテンドーDS」がヒットしたことにより、携帯型ゲーム

機の比率が据置型ゲーム機を初めて上回ったものの、次世代据置型ゲーム機として注目を集めた「Xbox360」が振るわ

なかったことに加え、人気ソフトの発売にも恵まれず厳しい環境となりました。　

　このような環境下において、桃太郎事業の直営既存店では、主要取扱い商材であるテレビゲーム以外の商材として、

DVD、プラモデル、トレーディングカード、中古書籍の展開を積極的に行いました。

　ＥＣ（インターネットによる通信販売）部門では、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メルマガや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

ることにより、ECサイトとしての認知度の向上を図りました。また新たな商材として中古書籍の取り扱いを始め、リ

アル店舗でのノウハウを活かし、Web上でゲーム、CD、DVDの買取を行うサービスを始めました。この結果、会員数は

78,000人となりました。

  ゲームセンター「アミューズメントももたろう」につきましては、ネットワーク型カードゲームやメダルゲームが

好調に推移しました。

　以上の結果、当事業全体の売上高は58億29百万円となりました。

＜カジュアルウェア事業＞
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  ジーンズカジュアル業界は、競合各社による価格競争の激化傾向は続いておりますが、業界全体としては景気回復

による消費性向の改善に加え、クールビズの浸透等による要因もあり比較的堅調に推移致しました。その中で、当社

グループはロードサイド立地の優位性を活用するために、ファミリー層に対する認知度の向上に加え、昨年から注目

を受けておりますクールビズ関連商品の品揃えを強化致しました。具体的にはレディース・キッズ・雑貨商品の品揃

えを拡大するとともに、クールビズ関連のシャツ・アウター・綿パンツの売場を拡充するなど積極的に展開致しまし

た。また、インターネットを活用した店舗間ネットワークを構築することにより、店舗オペレーションの効率化及び

簡略化を図りました。

  以上の結果、当事業全体の売上高は6億76百万円となりました。なお、当事業は平成18年3月16日に営業を譲り受け

たため、営業期間は107日間となります。

＜不動産賃貸事業＞

  不動産10物件を賃貸しており、売上高は、55百万円となりました。なお、当事業は平成18年3月16日に営業を譲り受

けたため、営業期間は107日間となります。

  

　以上の結果、当連結会計年度における全社の売上高は、121億91百万円となりました。また、桃太郎事業において新

品商材の販売比率の上昇に伴う利益率が低下したほか、自遊空間事業において競合各社の出店数が増加した影響によ

り、既存店舗の売上高が前年を下回った結果、経常利益は2億22百万円、当期純利益は79百万円となりました。

(2）財政状態

①財政状態と流動性分析

　当連結会計年度末の財政状態は、直営６店舗（自遊空間事業５店舗、桃太郎事業１店舗）の出店及び、大型物流

倉庫を新設したことに加え、連結対象子会社である株式会社グローバルファクトリーが、土地、建物、商品等の資

産を13億88百万円で譲受けた結果、資産合計は85億47百万円となりました。またこれらの取得資金として金融機関

等からの借入を実施したため、負債合計は61億31百万円となりました。

  株主資本につきましては、利益計上したことにより当結会計年度末の資本合計は24億15百万円となりました。

②財政状態と流動性分析

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は９億84百万円となりました。

　当連結会計年度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）

　当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は６億81百万円となりました。これは主に、税金等調整前

当期純利益及び減価償却費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）

　当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は26億47百万円となりました。これは主に、有形固定資産

の取得による支出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）

　当連結会計年度において財務活動の結果得られた資金は23億95百万円となりました。これは主に、長期借入によ

る収入によるものであります。

　当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりであります。

平成18年６月期

自己資本比率 28.3％

時価ベースの自己資本比率 48.4％

債務償還年数 7.2年

インタレスト・カバレッジ・レシオ 14.1

　（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：株式時価評価額／総資産
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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、貸借対照表に計算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。

※当社は、平成18年６月期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前につきましては、記載しておりません。

(3）次期の見通し

次期の見通しにつきましては以下のとおりであります。

①自遊空間事業

　当事業におきましては、「スペースクリエイト自遊空間」の多店舗展開に注力し、直営店並びにフランチャイズ

加盟店を合わせて30店舗以上の出店を計画しております。

　また、既存店におきましては、タレントを活用した販売促進や店舗リニューアルの実施など、集客力並びに客単

価の向上に向けた施策を実施する予定であります。

②桃太郎事業

　当事業におきましては、平成18年末以降に発売が計画されております次世代据置型ハードウェアによる需要喚起

が予測されるものの、その他の商品の買い控えやリサイクル品需要の落ち込みなどの懸念要素もあり、既存店では、

商品構成の充実や販売促進の強化するほか、リサイクル品の買取を強化することにより安定した収益の計上に努め

ます。

　また、ＥＣ（インターネットによる通信販売）部門では、「２．経営方針　(5）会社の対処すべき課題」にて記

載しました施策を実施する予定であります。

③カジュアルウェア事業

　当事業におきましては、ＰＯＳシステムの更新に伴い、商品管理及び顧客管理システムを連動させ、多様な顧客

ニーズに対応した店舗オペレーションの構築を行い、仕入れ精度の向上及びコスト削減に努めます。

　また、既存店におきましては、店舗リニューアルの実施など、店舗競争力向上に向けた施策を実施する予定であ

ります。

④不動産賃貸事業

　当事業におきましては、既存不動産10物件の賃貸を継続し、安定した収益を見込んでおります。

　以上により、平成19年６月期の全社業績見通しにつきましては、売上高151億33百万円（前期比24.1％増）、経常利

益３億26百万円（同77.5％増）、当期純利益１億18百万円（同49.2％増）を見込んでおります。

　なお、事業別の売上高の計画は以下のとおりであります。

金額 見込前期比

 百万円 ％

自遊空間事業 6,447 114.5

桃太郎事業 6,048 103.8

カジュアルウェア事業  2,446 361.4

不動産賃貸事業  191  342.9

（注）カジュアルウェア事業及び不動産賃貸事業におきましては、平成18年３月16日に営業を譲り受けたため、前期

中の営業日数は107日間となります。

(4）事業等のリスク

　当社グループ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お

ります。当社グループは、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

める方針であります。
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【　自遊空間事業について　】

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おります（日本複合カフェ協会調べ）。

　当社グループでは、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、それに伴い発生する費用や減収は当社グループ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時間体制であります。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おります。

　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

の問題は発生しておりません。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、当社グループ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・提供しております、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おります。このた

め、当社グループが使用しており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おります。

　また、同じく店舗にて提供しております、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いたし

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

と解釈されております。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、当社グループ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おり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れるよ

うになっております。当社グループでは、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出来るようにしております。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おります。

【　桃太郎事業について　】

①業績の変動要因について

 　家庭用ゲームの販売状況は季節変動があり、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、主な取扱商品のうち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おりますが、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グループ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おります。

　なお、当連結会計年度における仕入高は10億57百万円、割合は25.6％となりました。

③リサイクル品の仕入について
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　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おります。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おりますが、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おります。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おります。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。

【　カジュアルウェア事業について　】

　　当事業が取扱うカジュアルウェアにおきましては、季節性の高い商品であるため、冷夏、暖冬等の天候に関わる

要因が、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。また、商品を仕入れる際にファッションのトレンド

やめまぐるしく変化する顧客の嗜好を予測できなかった場合、当社グループの業績に影響が生じる可能性があります。

【　会員の個人情報の管理について　】

　当社グループは桃太郎事業及び自遊空間事業において、顧客に対して会員登録を行っており、会員の個人情報を

保有しております。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

しておりますが、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おります。このため、

当社グループは、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おります。しかしながら、不測の事態により当

社グループ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

グループ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　】

　当社グループ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おります。当該敷金は、基本的には契約の終了をもって当社グループに返還され

ることになっておりますが、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グループ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グループ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。

【　法的規制について　】

　当社グループ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おります。

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おりますが、これらの法改正等により、当社グループ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

４．時価発行公募増資等に係る資金使途計画及び資金充当実績

　該当事項はありません。
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５．連結財務諸表等
　　　当連結会計年度（平成17年７月１日から平成18年６月30日まで）は、連結財務諸表の作成初年度であるため、前連

結会計年度との対比は行っておりません。 

(1）連結貸借対照表

  
当連結会計年度

（平成18年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）     

Ⅰ　流動資産     

１．現金及び預金 ※１  1,266,452  

２．売掛金   182,100  

３．たな卸資産   976,998  

４．繰延税金資産   35,263  

５．その他   222,461  

貸倒引当金   △1,565  

流動資産合計   2,681,710 31.4

Ⅱ　固定資産     

（1）有形固定資産     

１．建物及び構築物 ※１ 2,497,021   

減価償却累計額  948,962 1,548,058  

２．車両運搬具  2,989   

減価償却累計額  2,839 149  

３．工具器具備品  2,051,001   

減価償却累計額  1,272,938 778,062  

４．土地 ※１  1,684,251  

５．建設仮勘定   20,577  

有形固定資産合計   4,031,099 47.1

（2）無形固定資産     

１．のれん   83,445  

２．借地権   27,260  

３．ソフトウェア   18,985  

４．その他   12,024  

無形固定資産合計   141,716 1.7
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当連結会計年度

（平成18年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（3）投資その他の資産     

１．長期貸付金   259,741  

２．前払年金費用   39,752  

３．繰延税金資産   89,765  

４．敷金   813,999  

５．賃貸用固定資産 ※１ 357,402   

 　 減価償却累計額  94,346 263,056  

６．店舗賃借仮勘定   35,282  

７．その他   215,139  

貸倒引当金   △23,578  

投資その他の資産合計   1,693,158 19.8

固定資産合計   5,865,975 68.6

資産合計   8,547,685 100.0

     

（負債の部）     

Ⅰ　流動負債     

１．買掛金   398,940  

２．短期借入金  ※１  600,000  

３．１年以内返済予定長期　
　　　　　借入金

 ※１  1,029,969  

４．１年以内償還予定社債   500,000  

５．未払法人税等   80,463  

６．その他   494,621  

流動負債合計   3,103,995 36.3
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当連結会計年度

（平成18年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅱ　固定負債     

１．社債   200,000  

２．長期借入金 ※１  2,544,318  

３．役員退職慰労引当金   59,600  

４．その他   224,026  

固定負債合計   3,027,944 35.4

負債合計   6,131,939 71.7

（純資産の部）     

Ⅰ　株主資本     

　１　資本金   753,814 8.8

　２　資本剰余金   792,059 9.3

　３　利益剰余金   869,872 10.2

株主資本合計   2,415,746 28.3

純資産合計   2,415,746  

負債・純資産合計   8,547,685 100.0
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(2）連結損益計算書

  
当連結会計年度

（平成17年７月１日から
平成18年６月30日まで）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   12,191,264 100.0

Ⅱ　売上原価   9,428,854 77.3

売上総利益   2,762,410 22.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  2,565,697 21.1

営業利益   196,713 1.6

Ⅳ　営業外収益     

１．受取利息  4,569   

２．受取配当金  801   

３．賃貸用固定資産収入  94,411   

４．販売手数料収入  72,611   

５．その他  7,485 179,878 1.5

Ⅴ　営業外費用     

１．支払利息  44,908   

２．社債発行費  2,317   

３．賃貸用固定資産原価  97,028   

４．その他  9,468 153,721 1.3

経常利益   222,870 1.8

Ⅵ　特別利益     

１．固定資産売却益  ※２ 107,282 107,282 0.9

Ⅶ　特別損失     

１．開業費  77,034   

２．固定資産売却損  ※３ 1,148   

３．固定資産除却損  ※４ 20,749   

４．店舗退店損失  40,700 139,632 1.1
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当連結会計年度

（平成17年７月１日から
平成18年６月30日まで）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

税金等調整前当期純利益   190,520 1.6

法人税、住民税及び事業
税

 150,562   

法人税等調整額  △39,404 111,158 0.9

当期純利益   79,361 0.7

     

(3) 連結株主資本等変動計算書

（
平成17年７月１日から

平成18年６月30日まで
）

（単位：千円）

株主資本
純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金
株主資本
合計

前期末残高 753,814 792,059 838,228 2,384,102 2,384,102

当期中の変動額

剰余金の配当   △38,118 △38,118 △38,118
利益処分による
役員賞与 

  △9,600 △9,600 △9,600

当期純利益   79,361 79,361 79,361
当期中の変動額合
計

  31,643 31,643 31,643

当期末残高 753,814 792,059 869,872 2,415,746 2,415,746
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
当連結会計年度

（平成17年７月１日から
平成18年６月30日まで）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

  

税金等調整前当期純利
益 

 190,520

減価償却費  567,153

役員退職慰労引当金の増
加額

 8,400

貸倒引当金の増加額  21,190

長期貸付金等の地代家賃
相殺額

 35,675

受取利息及び受取配当金  △5,370

支払利息  44,908

固定資産売却益  △107,282

固定資産売却損  1,148

固定資産除却損  20,749

店舗退店損失  33,210

売上債権の減少額  110,200

たな卸資産の増加額  △241,648

仕入債務の増加額  72,575

役員賞与の支払額  △9,600

その他  118,796

小計  860,628

利息及び配当金の受取額  1,029

利息の支払額  △48,215

法人税等の支払額  △132,248

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 681,193
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当連結会計年度

（平成17年７月１日から
平成18年６月30日まで）

区分
注記
番号

金額（千円）

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

 △2,483,242

有形固定資産の売却によ
る収入

 140,483

無形固定資産の取得によ
る支出

 △119,414

貸付けによる支出  △68,176

貸付金回収による収入  23,414

敷金の増加による支出  △116,113

敷金の減少による収入  39,224

店舗賃借仮勘定の増加に
よる支出

 △63,782

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △2,647,607

－ 18 －



  
当連結会計年度

（平成17年７月１日から
平成18年６月30日まで）

区分
注記
番号

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  2,650,000

短期借入金の返済による
支出

 △2,650,000

長期借入れによる収入  3,120,000

長期借入金の返済による
支出

 △728,370

社債の発行による収入  197,682

社債の償還による支出  △156,000

配当金の支払額  △37,448

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 2,395,864

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加
額

 429,450

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首
残高

 554,759

Ⅵ　現金及び現金同等物期末残
高

 984,210
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
当連結会計年度

（平成17年７月１日から
平成18年６月30日まで）

１．連結の範囲に関する事項  連結子会社の数　　　　１社

  連結子会社の名称

  　株式会社グロバルファクトリー

 なお、株式会社グローバルファクトリーは、

平成18年２月28日付で新たに設立したこと

に伴い、当連結会計年度より連結子会社と

なっております。 

２．持分法の適用に関する事

項

 該当事項はありません。

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

 連結子会社の事業年度の末日は、連結決

算日と一致しております。
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項目
当連結会計年度

（平成17年７月１日から
平成18年６月30日まで）

４．会計処理基準に関する事

項

 

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

 たな卸資産

　　主として移動平均法による原価法　　

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

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。

建物及び構築物　　３～39年

工具器具備品　　　２～20年　

 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年間）

に基づく定額法によっております。 

(3）重要な引当金の計上基

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。

 ②退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度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、

内規に基づく期末要支給額を計上してお

ります。

(4）重要な繰延資産の処理

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開業費

　支出時に全額費用として処理しており

ます。

(5）重要なリース取引の処

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。

(6）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。　

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価について

は、全面時価評価法を採用しておりま

す。 

６．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資

金（現金及び現金同等物）は、手許現金、

随時引き出し可能な預金及び容易に換金可
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項目
当連結会計年度

（平成17年７月１日から
平成18年６月30日まで）

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ヶ月以

内に償還期日の到来する短期投資からなっ

ております。 
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

当連結会計年度
（平成18年６月30日）

※１．担保に供している資産及びこれに対応する債務は次

のとおりであります。

(イ）担保に供している資産

現金及び預金 180,233千円

建物        564,703 

土地     1,361,169 

賃貸用固定資産        223,384 

計 2,329,491 

(ロ）上記に対応する債務

短期借入金    300,000千円

被保証債務 157,327 

長期借入金（１年以内返済予

定長期借入金を含む）

       

2,486,509

 

計 2,943,836 

（連結損益計算書関係）

当連結会計年度
（平成17年７月１日から
平成18年６月30日まで）

※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。

給与手当     902,902千円

役員退職慰労引当金繰入額 8,400

地代家賃  363,955

貸倒引当金繰入額  21,190

  

※２．固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。

建物 　　65,951千円

工具器具備品 41,330　  

  計 107,282

※３．固定資産売却損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

工具器具備品     1,148千円

  

※４．固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

建物     4,640千円

構築物 564

工具器具備品  12,749

ソフトウェア  274

敷金 2,520

計 20,749
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（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（平成17年７月１日から平成18年６月30日まで） 

 １．発行済株式の種類および総数に関する事項

 
前連結会計年度末

株式数（株）

当連結会計年度

増加株式数（株）

当連結会計年度

減少株式数（株）

当連結会計年度末

株式数（株）

 発行済株式     

 普通株式 19,059 － － 19,059

 合計 19,059 － － 19,059

 

 ２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

　　 該当事項はありません。

 

 ３．配当に関する事項

 　（1）配当金支払額

 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

平成17年9月27日

定時株主総会 
普通株式 38,118 2,000 平成17年６月30日 平成17年9月28日 

 

　 （2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 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

平成18年9月27日

定時株主総会 
普通株式 38,118 2,000 平成18年６月30日 平成18年9月28日 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当連結会計年度
（平成17年７月１日から
平成18年６月30日まで）

　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

（平成18年６月30日現在）

現金及び預金勘定 1,266,452千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△102,008

 

担保提供定期預金 △180,233 

現金及び現金同等物 984,210 
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①　リース取引

当連結会計年度
（平成17年７月１日から
平成18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）支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料            1,068千円

減価償却費相当額 1,068

(2）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。

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内           1,677千円

１年超 1,118

合計 2,796

②　有価証券

該当事項はありません。

③　デリバティブ取引

  取引の状況に関する事項

            当連結会計年度（平成17年７月１日から平成18年６月30日まで）

　　　　　　　当社グループは、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。　

④　退職給付

１．採用している退職給付制度の概要

　当社グループは確定給付型の制度として適格退職年金制度を採用し、簡便法により会計処理しております。

２．退職給付債務に関する事項

 
当連結会計年度

（平成18年６月30日）

(1）退職給付債務（千円） 56,012

(2）年金資産（千円） 95,765

(3）前払年金費用（千円） 39,752

３．退職給付費用に関する事項

 
当連結会計年度

（平成17年７月１日から
平成18年６月30日まで）

退職給付費用（千円） 3,849
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⑤　税効果会計

当連結会計年度
（平成18年６月30日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産（流動）   

未払事業税否認 7,849千円

未払事業所税否認 3,939  

未払不動産取得税 23,473  

 35,263  

繰延税金資産（固定）   

減価償却超過額 74,632千円

役員退職慰労引当金損金算入限度

超過額
23,661  

貸倒引当金繰入限度超過額 7,253  

 105,547  

繰延税金負債（固定）   

前払年金費用 △15,781千円

繰延税金資産（固定）の純額 89,765千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 39.7％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない

項目
1.5  

住民税均等割 17.4  

留保金課税 6.8  

ＩＴ投資促進税制による税額控除 △8.0  

その他 0.9  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 58.3  
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⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

当連結会計年度（平成17年７月１日から平成18年６月30日まで）

 
自遊空間事
業
（千円）

桃太郎事業
（千円）

カジュアル
ウェア事業
（千円）

不動産賃貸
事業
（千円） 

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営

業利益
       

売上高        

(1）外部顧客に

対する売上

高

5,628,594 5,829,939 676,888 55,842 12,191,264 － 12,191,264

(2）セグメント

間の内部売

上高又は振

替高

－ － － － － － －

計 5,628,594 5,829,939 676,888 55,842 12,191,264 － 12,191,264

営業費用 5,229,946 5,597,388 596,061 37,878 11,461,790 533,276 11,994,551

営業利益（又

は営業損失）
398,648 232,550 80,827 17,963 729,989 (533,276) 196,713

Ⅱ．資産、減価償

却費及び資本

的支出

       

資産 3,981,753 1,634,376 688,508 449,192 6,753,831 1,793,854 8,547,685

減価償却費 357,435 176,119 1,500 1,531 536,585 20,982 557,568

資本的支出 1,973,552 311,918 263,730 368,770 2,917,972 52,133 2,970,105

　（注）１．事業区分の方法

　　　　　　事業内容により区分しております。

２．各事業区分の事業内容

事業区分 事業内容

　自遊空間事業 
「スペースクリエイト自遊空間」を直営及びフランチャイ　

ズにより展開

　桃太郎事業 　
 テレビゲームショップ「桃太郎」を直営及びフランチャイ

ズにより展開

　カジュアルウェア事業  カジュアルウエア販売店「マルカワ」を直営により展開

　不動産賃貸事業  不動産賃貸及び管理

ｂ．所在地別セグメント情報

当連結会計年度（平成17年７月１日から平成18年６月30日まで）

　       本邦以外の国、または地域に所在する連結子会社がないため、該当事項はありません。 

ｃ．海外売上高

　　当連結会計年度（平成17年７月１日から平成18年６月30日まで）

　　海外売上高がないため該当事項はありません。 

－ 27 －



⑦　関連当事者との取引

当連結会計年度（平成17年７月１日から平成18年６月30日まで）

役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所

資本金ま
たは出資
金
（千円）

事業の内
容または
職業

議決権等
の所有
（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上の
関係

役員及びそ

の近親者
田中千一 － －

当社代表

取締役社

長

(被所有)

直接

9.87％

－ －

当社商品仕入

に対する債務

被保証

（注１）

1,245 － －

不動産賃貸借

契約に基づく

債務に対する

債務被保証

（注２）

14,490 － －

　（注）　取引条件及び取引条件の決定方針等

１．当社は商品仕入債務について、代表取締役社長田中千一より債務保証を受けております。なお、保証料の支

払いは行っておりません。

２．当社が賃借している営業店舗の賃貸借契約によって負担する債務につき、代表取締役社長田中千一より債務

保証を受けております。また、取引金額は当該保証物件の年間賃借料の合計であり、保証料の支払いは行っ

ていません。

３．上記の金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。

４．取引の内容及び取引金額を除く項目は、期末日現在のものを記載しております。
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（１株当たり情報）

当連結会計年度
（平成17年７月１日から
平成18年６月30日まで）

１株当たり純資産額     126,750円93銭

１株当たり当期純利益金額 4,164円01銭

 

 

　（注）１.１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当連結会計年度

（平成17年７月１日から
平成18年６月30日まで）

 純資産の部の合計額（千円）　 2,415,746

 純資産の部の合計額から控除する金額

　　　　　　　　　　　　　（千円）
－

 普通株式に係る期末の純資産額（千円） 2,415,746

 期末の普通株式の数（株） 19,059

 

　　　　２．１株当たり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。

 
当連結会計年度

（平成17年７月１日から
平成18年６月30日まで）

１株当たり当期純利益金額  

当期純利益（千円） 79,361

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る当期純利益（千円） 79,361

期中平均株式数（株） 19,059

  

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 －

当期純利益調整額（千円） －

普通株式増加数（株） －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

　　　　　 ──────

 

（重要な後発事象）

当連結会計年度
（平成17年７月１日から
平成18年６月30日まで）

 　　　　　　　　　　──────
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６．仕入及び販売の状況

(1）商品仕入実績

 （単位：千円） 

事業部門別／品目別

当連結会計年度

（平成17年７月１日から

平成18年６月30日まで）

 

前年同期比（％）

桃太郎事業 4,133,831 －

 新品商品 3,271,137 －

 リサイクル品その他 862,743 －

カジュアルウェア事業 516,337 －

合計 4,650,168 －

　（注）１．当社は、18年６月期より連結財務諸表を作成しているため、前年同期比については記載しておりません。

　　　　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

　当連結会計年度の事業部門別、品目別販売実績は、次のとおりであります。

 （単位：千円） 

事業部門別／品目別

当連結会計年度

（平成17年７月１日から

平成18年６月30日まで）

 

前年同期比（％）

桃太郎事業 5,829,939 －

 直営店売上 5,075,155 －

 加盟店等に対する売上 754,783 －

自遊空間事業 5,628,594 －

 直営店売上 3,833,402 －

 加盟店等に対する売上 1,795,191 －

カジュアルウェア事業 676,888 －

不動産賃貸事業 55,842 －

合計 12,191,264 －

　（注）１．当社は、18年６月期より連結財務諸表を作成しているため、前年同期比については記載しておりません。

　　　　２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。　　
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