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米国会計基準採用の有無 無

１．2006年８月中間期の連結業績（2006年２月21日～2006年８月20日）

（注）当社は、2006年８月中間期より中間連結財務諸表を作成しているため、2005年８月中間期及び2006年２月期の数値
並びに対前年中間期増減率については記載しておりません。

(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 ％

2006年８月中間期 24,109 － 2,299 － 2,300 －
2005年８月中間期 － － － － － －
2006年２月期 － － －

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

2006年８月中間期 1,221 － 80 85 － －
2005年８月中間期 － － － － － －
2006年２月期 － － － － －

（注）①持分法投資損益 2006年８月中間期 －百万円 2005年８月中間期 －百万円 2006年２月期 －百万円

②期中平均株式数（連結） 2006年８月中間期 15,111,466株 2005年８月中間期 －株 2006年２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、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。

(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

2006年８月中間期 22,650 11,503 50.8 761 30
2005年８月中間期 － － － － －
2006年２月期 － － － － －

（注）期末発行済株式数（連結） 2006年８月中間期 15,110,528株 2005年８月中間期 －株 2006年２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

2006年８月中間期 1,803 △5,706 2,236 2,876
2005年８月中間期 － － － －
2006年２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 0社 持分法適用関連会社数 0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） 0社 持分法（新規） 0社 （除外） 0社

２．2007年２月期の連結業績予想（2006年２月21日～2007年２月20日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 51,400 4,700 2,620
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　173円38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５ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況

　当社の親会社はイオン株式会社であり、2006年８月20日現在当社株式を子会社を含めたグループで67.01％（内、直

接所有61.94％）を所有しております。同社は133社の子会社及び26社の関連会社に同社を加えた計160社からなる企業

集団（イオングループ）の中核企業であります。イオングループの事業は、ゼネラル・マーチャンダイズ・ストア（Ｇ

ＭＳ）を核とした総合小売事業を主力事業とし、専門店事業、ディベロッパー事業、サービス等事業の拡充に努め、

企業集団の多角化を図っております。

　この様なイオングループの事業の中で、当社及び連結子会社である㈱マイカルクリエイトからなる当社グループは、

サービス等事業部門に属し、主としてショッピングセンター内で室内ゆうえんちの運営を行っております。

　以上述べました事項を事業系統図に示すと次のとおりであります。

 

親会社 

イオン㈱ 

親会社の子会社 

イオン九州㈱ 

琉球ジャスコ㈱ 

㈱マイカル等 

 

 

当社グループ 

 

㈱イオンファンタジー 

 

（連結子会社） 

㈱マイカルクリエイト 

 

一    般    顧    客 

敷金・保証金の差入及び遊戯機械設置手数料の支払 

店舗及び本社建物の賃借 

敷金・保証金の差入 

店舗の賃借 

遊戯施設サービス等の提供 商品の販売他 

　なお、当社グループの営んでいる主な事業内容を示すと以下のとおりとなります。

（１）ショッピングセンター内室内ゆうえんちの設置運営

　イオングループ及びその他のディベロッパーが運営するショッピングセンター内で室内ゆうえんちの設置運営並

びに併設されている物販及び飲食店の運営を行っております。

（２）その他

①　室内ゆうえんちのフランチャイズ事業

　フランチャイズ契約に基づき、室内ゆうえんちに関する経営情報、管理技術ノウハウ等の提供を行うことに

より、ロイヤリティーを収受しております。

②　オリジナル遊戯機械及び景品等の販売

　当社がメーカーと共同で企画・開発したオリジナル遊戯機械や景品等を、フランチャイジー等に販売してお

ります。

また、当社グループの室内ゆうえんち事業については、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」

の第２条第１項８号（通称風営法８号）に基づき、都道府県公安委員会の営業許可を受けることが必要な場合があ

ります。

当社グループは、2006年８月20日現在、直営298店舗中120店舗で同法の許認可に基づき営業を行っております。

同法の許認可を受けていない店舗は、施設の構造、設置機器の種類等により、同法の対象外となっているものであ

ります。当社グループは、店舗展開にあたっては、今後も同法の規制を遵守しつつ施設の設置運営を推進していく

方針であります。
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２．経営方針

（１）経営の基本方針

当社は、イオングループが掲げる「お客さまを原点に平和を追求し、人間を尊重し、地域社会に貢献する」とい

う基本理念をもとに、社是を「遊びを通じて、夢と楽しさとふれあいを提案し、地域社会に奉仕しよう」と定めて、

ショッピングセンター内に「室内ゆうえんち」業態を中心としたアミューズメント施設を運営し、お客さまに家族

のふれあいと楽しさを提供することを経営の基本としております。

また、これまでの事業分野であった「室内ゆうえんち」業態に加えて、スーパーセンターやネバフッド・ショピ

ング・センターなどの小商圏型の商業施設に出店する「ポップンパーク」業態や株式会社マイカルクリエイトとの

経営統合により加わったヤング・アダルトを中心に幅広いお客さまをターゲットとした「ダイナレックス」業態の

３業態を積極的に展開しております。

（２）会社の利益配分に関する基本方針

当社は、株主の皆さまへの安定的利益還元を経営目標のひとつとして位置づけており、内部留保の充実と財務体

質の強化を勘案しつつ、業績、配当性向等を総合的に勘案して、株主の皆さまへの長期的、安定的な利益還元を心

がけてまいりたいと考えております。内部留保金につきましては、経営体質の一層の充実を図りつつ、既設店舗へ

の設備投資原資や、新規出店の設備投資等による将来の事業展開の原資として役立ててまいります。

（３）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

当社は、店舗に来店されるお客さまに長期間、安定的な株主となっていただくことを重要な株主政策と考え、こ

の方針に基づき、個人投資家やお客さまが株主になっていただきやすいよう、１単元の株式数を100株としており

ます。

（４）対処すべき課題及び中長期的な会社の経営戦略

当社はお客さまを「１２才以下の子供たちとそのファミリー」に絞り、差別化した独自の「室内ゆうえんち」業

態を確立し、標準店舗を多店舗出店することで事業拡大を図って参りました。また、標準化・マニュアル化された

店舗運営とマスマーチャンダイジング等の実施によりローコスト経営を実現することをビジネスモデルとしており

ます。今後の経営戦略では、このビジネスモデルを安全、安心、エンターテインメント(楽しさ)、ふれあいという

観点からさらに徹底・強化するとともに、小商圏型の「ポップンパーク」業態やヤング・アダルトを中心に幅広い

客層に対応した「ダイナレックス」業態の展開により一層の事業拡大を目指してまいります。

①　３事業本部体制の確立

「室内ゆうえんち」事業の収益性改善への取組として、箱型ＧＭＳタイプのファンタジーアイランドの活性化

を推進し、ＳＣの商圏・来店客の変化に対応した品揃えの改善を実施します。またメダル部門や幼児部門の強化

により荒利率の改善を進めていきます。一方、「ポップンパーク」事業のネバフッド・ショッピング・センター

への出店を強化・拡大、ダイナレックス事業の業態確立と出店強化・拡大を図っていきます。また、株式会社マ

イカルクリエイトとの合併による本部機能の統合と新たなシステム開発で本部機能の効率化を推進します。

②　多店舗化による成長戦略の推進

業態の標準化を進めると同時に、現在の主力である「モーリーファンタジー」「ファンタジーアイランド」の

室内ゆうえんち業態と新たに展開している「ポップンパーク」業態さらに「ダイナレックス」業態を併せた３業

態で年間５０店舗を基準に新規出店を行ってまいります。更に、イオングループ以外への出店も強化し、中期的

には５００店舗体制をめざしてまいります。

③　中国への出店実現

中国出店へ向けての専任部署の設置と担当者を配置し、現在具体的な検討・準備を行っております。室内ゆう

えんち業態をベースに中国で展開する業態を確立していきます。

④　安全・安心システムの確立

当社は、年初よりお子様の安全・安心の実現に向け、店スタッフによる安全巡回システムを導入しております。

今後専任スタッフの配置による安全巡回システムの確立に向け、専任スタッフの採用から教育までの一貫した仕

組みづくりを行い、イオンファンタジーの安全・安心の体制を構築してまいります。
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（５）目標とする経営指標

当社は、毎期継続的な成長を果たすと同時に、資本・資産効率を意識した経営をめざしております。また、売上

高対経常利益率、１株当たり利益（ＥＰＳ）、株主資本利益率（ＲＯＥ）を重視し、現在の水準から更なる向上を

図ってまいります。

（６）親会社等に関する事項

当社の親会社はイオン株式会社であり、同社は子会社を含めたグループで当社株式を67.01％(直接保有61.94％)

保有しております。また、当社の監査役４名のうち、山中道明、西島真治の２名は、親会社の従業員を兼務してお

ります。

当社と親会社の関係としましては、親会社から店舗の賃貸等を受けております。

親会社を含めた関連当事者との取引条件等につきましては、一般の市場取引と同様に交渉のうえ決定しており、

他と区別しておりません。

３．経営成績及び財政状態

Ⅰ．経営成績

（１）当上半期の概況

＜業績全般の概況＞

株式会社イオンファンタジーの当中間会計期間は「今までの成功体験を捨て、新しいことにチャレンジしよう！」

をスローガンに、「室内ゆうえんち」業態や「ポップンパーク」業態の魅力度向上に努め、鮮度感のある売場を提供

することで、集客力向上に取り組んでまいりました。

当中間会計期間は「モーリーファンタジー浦和美園店」や「ポップンパーク大館店」を含め直営１０店舗を開店し、

一方「ファンタジーアイランド平田店」と「ファンタジーアイランド吉川店」の２店舗を閉店し、期末の店舗数は直

営221店舗となります。またフランチャイズは１店舗解約し、期末の店舗数は12店舗となり合計233店舗となりました。

なお、業態別の直営店舗数はモーリーファンタジー53店舗、ファンタジーアイランド149店舗、ポップンパーク15

店舗、その他４店舗となります。

営業活動では、重点課題として「現主力　室内ゆうえんち事業の再強化」に取組んでおります。商圏の変化に対応

し、積極的に店舗の増床・改装を進めてきました。

また当期より連結子会社となりました株式会社マイカルクリエイトの当中間会計期間は、「楽しい時間提供業へ！

Reborn！（やってみよう！変えてみよう、トライ＆チャレンジ）」をスローガンに、お客さまに「心地よい」サービ

スを提供するための接客・運営に努め、競争力のある営業に向けて、真の「顧客満足業」としてのアミューズメント

業態の確立に取り組んでまいりました。

　当中間会計期間には、店舗の新規出店はありませんが、営業総量の拡大に向け、「春日井店」をはじめ５店舗の増

床リニュアルを実施しました。また、既存店舗の活性化を15店舗で行い、「楽しさ」を伝えるための機器品揃えの変

更、機器運用、サービスへの取り組みを行いました。

この結果、当中間連結会計期間は売上高24,109百万円、営業利益2,299百万円、経常利益2,300百万円、中間純利益

1,221百万円となりました。

なお、上記及びこれ以降に記載されている売上高、仕入高等には消費税等は含まれておりません。

＜社会貢献・環境保全活動の状況＞

当社は、地域社会に根ざす「よき企業市民」としての社会的責任を果たすべく、さまざまな社会貢献・環境保全活

動に取り組んでまいりました。

社会貢献活動や環境保全活動の一環として継続的に取り組んでいる「カプセル1運動」(空カプセルを回収・再利用

する運動)は、全店で1,837千個を回収して再利用いたしました。

お客さまのご協力により回収した空カプセル１個を１円換算した金額を、特定非営利活動法人ＪＨＰ・学校をつく

る会の「カンボジアの学校建設基金」と公益信託日本経団連自然保護基金を通じ、ニホンヤマネ（森の樹上で生活す

る、ネズミやリスの仲間で、準絶滅危惧種に指定されている天然記念物）保護のためにニホンヤマネ保護研究グルー

プに対する支援を実施しております。
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また、地域社会に対する活動として、社会福祉施設の子供たちに対する無料招待会を３８店舗で５８回実施いたし

ました。

その他、当社は「イオン１％クラブ」の趣旨に賛同し、税引前当期純利益の１％を継続して同クラブに拠出し、

「環境保全」「国際的な文化・人材交流」及び「地域の文化・社会の振興」の３分野の活動に対する助成を行ってお

ります。

（２）下半期の取り組みと見通し

当社は、お客さまニーズの変化を的確に掴み、既存店舗の営業力・収益力強化に向けた取り組みを実施し、コスト

を見直し、ローコストオペレーションに徹することで事業基盤を強化するとともに、新たな業態創造を行い次なる成

長に向けて一層努力してまいります。

今後の具体的な重点施策は以下のとおりです。

①　「室内ゆうえんち」「ポップンパーク」「ダイナレックス」の業態別再編による３事業体制を確立し、「室内

ゆうえんち」事業の再構築を行うとともに、「ポップンパーク」事業のネバフッド・ショッピング・センター

への出店強化・ダイナレックス事業の業態確立と出店を加速させる。

②　ローコストオペレーションの推進では、株式会社マイカルクリエイトとの合併統合により３事業本部体制に対

応した本部機能の強化と本社・本部経費の効率化に取組む。

③　店舗オペレーション力の強化をするために、店舗組織体制の維持・強化、販売計画書の強化と徹底、ストアオ

ペレーショングループの新設等による本社サポート体制の強化を図る。

④　安全・安心システムの確立に向けては、店内巡回システムの構築、安全カメラの設置強化イオンファンタジー

の遊戯機械安全基準の強化と業界への働きかけにより、さらに安全・安心な施設環境づくりに努力してまいり

ます。

以上の取り組みにより、本年度通期の見通しといたしましては、売上高51,400百万円、経常利益4,700百万円、当

期純利益2,620百万円を予定しております。また、当期の配当金につきましては、1株につき30円とさせていただく予

定であります。

Ⅱ．財政状態

キャッシュ・フローの状況につきましては、当中間連結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、2,876百万円となりました。主な理由は、以下のとおりです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動により得られた資金は、1,803百万円となりました。その主な内訳は、税金等調整前中間純利益2,237百万

円及び減価償却費2,424百万円の計上による資金の増加と、中間連結会計期間末日が金融機関の休日による売上預け

金の増加2,819百万円及び法人税等の支払1,045百万円による資金の減少であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は、5,706百万円となりました。これは当中間連結会計期間に株式会社マイカルクリ

エイトの全株式を取得したことによる支出3,992百万円、及び増床・改装の実施並びに遊戯機械の入替等既存店の活

性化を図ったためであり、有形固定資産取得による支出1,613百万円、敷金・差入保証金の増加による支出80百万円

であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果得られた資金は、2,236百万円となりました。その主な内訳は、短期借入による2,634百万円であり

ます。
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なお、キャッシュ・フロー指標の推移は下記のとおりであります。

 2005年２月期 2006年２月期 2006年８月中間期

自己資本比率 66.8% 72.1% 50.8% 

時価ベースの自己資本比率 248.0% 341.7% 288.9% 

債務償還年数 － － 1.7年 

インタレスト・カバレッジ・レシオ － － 174.6倍

 (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

(注)営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを利用して計算し

ております。有利子負債は、貸借対照表上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。また、利払いは、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

(注)当中間連結会計期間より中間連結財務諸表を作成しているため、2005年２月期及び2006年２月期の数値は、単体

ベースの財務数値により、2006年８月中間期の数値は連結ベースの財務数値により計算しております。

Ⅲ．事業等のリスク

当社の事業展開、経営成績その他に関してリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項、並びに必ずしも

事業上のリスクに該当しない事項についても、投資者の投資判断上重要であると考られる事項については、投資者に

対する情報開示の観点から積極的に「有価証券報告書」に開示しております。なお、前事業年度の有価証券報告書提

出時以降、本短信発表時までに新たに認識した事業等のリスクはありません。
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４．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

  
当中間連結会計期間末
（2006年８月20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   2,876,008  

２．売掛金   143,751  

３．売上預け金 ※２、３  3,620,679  

４．たな卸資産   839,791  

５．その他   567,729  

流動資産合計   8,047,960 35.5

Ⅱ　固定資産     

１．有形固定資産  ※１    

(1）建物  1,075,627   

(2）遊戯機械  7,436,808   

(3）器具備品  785,016 9,297,452 41.1

２．無形固定資産     

(1）連結調整勘定  2,174,270   

(2）その他  99,875 2,274,146 10.0

３．投資その他の資産     

(1）敷金・差入保証金  2,060,339   

(2）前払年金費用  66,048   

(3）その他  904,107 3,030,495 13.4

固定資産合計   14,602,093 64.5

資産合計   22,650,054 100.0
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当中間連結会計期間末
（2006年８月20日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）     

Ⅰ　流動負債     

１．買掛金   1,865,650  

２．短期借入金   3,000,000  

３．未払法人税等   1,223,749  

４．賞与引当金   133,271  

５．役員賞与引当金   21,050  

６．設備支払手形   2,308,816  

７．その他 ※４  2,385,773  

流動負債合計   10,938,310 48.3

Ⅱ　固定負債     

１．退職給付引当金   44,120  

２．役員退職慰労引当金   114,780  

３．預り保証金   49,100  

固定負債合計   208,000 0.9

負債合計   11,146,311 49.2

     

（純資産の部）     

　株主資本     

　１．資本金   1,747,139 7.7

　２．資本剰余金   1,650,139 7.3

　３．利益剰余金   8,169,203 36.1

　４．自己株式   △62,738 △0.3

　　株主資本合計   11,503,743 50.8

純資産合計   11,503,743 50.8

負債純資産合計   22,650,054 100.0

     

－ 8 －



(2) 中間連結損益計算書

  
当中間連結会計期間

（自　2006年２月21日
至　2006年８月20日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   24,109,907 100.0

Ⅱ　売上原価   20,205,446 83.8

売上総利益   3,904,461 16.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  1,605,442 6.7

営業利益   2,299,019 9.5

Ⅳ　営業外収益     

　　受取利息  430   

　　違約金等収入  7,994   

　　支払不要債務戻入益  3,933   

　　その他  3,871 16,230 0.1

Ⅴ　営業外費用     

　　支払利息  10,452   

　　新株発行費  2,206   

　　その他  2,276 14,935 0.1

経常利益   2,300,315 9.5

Ⅵ　特別損失     

　　合併関連費用 ※２ 55,206   

　　店舗等移転損失  7,270 62,477 0.2

税金等調整前中間純利益   2,237,837 9.3

法人税、住民税及び事業税  1,163,505   

法人税等調整額  △147,450 1,016,055 4.2

中間純利益   1,221,782 5.1
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

 （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 自己株式 株主資本合計

2006年２月20日残高 1,747,139 1,650,139 7,368,391 △43,266 10,722,403 10,722,403

中間連結会計期間中の変動額

2006年５月定時株主総会決議に基

づく利益処分項目(注)1
△420,970  △420,970 △420,970

中間純利益 1,221,782  1,221,782 1,221,782

自己株式の取得 △19,472 △19,472 △19,472

中間連結会計期間中の変動額　合

計
800,811 △19,472 781,339 781,339

2006年８月20日残高 1,747,139 1,650,139 8,169,203 △62,738 11,503,743 11,503,743

 

 (注)１. 2006年5月定時株主総会における利益処分項目は次のとおりであります。

利益処分額  

 １．配当金  377,870千円

 ２．役員賞与  43,100千円

 合計 420,970千円
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
当中間連結会計期間

（自　2006年２月21日
至　2006年８月20日）

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   

税金等調整前中間純利益  2,237,837

減価償却費  2,424,279

固定資産除売却損  80,466

連結調整勘定償却額  114,435

長期前払費用償却費  28,939

賞与引当金の増加額  8,352

役員賞与引当金の増加額  21,050

退職給付引当金の増加額  3,893

役員退職慰労引当金の減少額  △6,076

支払利息  10,452

売上債権の増加額  △41,309

売上預け金の増加額  △2,819,205

たな卸資産の増加額  △159,812

前払年金費用の減少額  15,452

仕入債務の増加額  883,665

未払消費税等の減少額  △27,235

役員賞与の支払額  △43,100

その他  127,296

小計  2,859,383

利息の支払額  △10,331

法人税等の支払額  △1,045,544

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,803,508

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  △1,613,704

有形固定資産の売却による収入  6,385

無形固定資産の取得による支出  △8,334

新規連結子会社の取得による支出  △3,992,331

長期前払費用の増加による支出  △27,794

敷金・差入保証金の増加による支出  △80,232

敷金・差入保証金の減少による収入  9,365

投資活動によるキャッシュ・フロー  △5,706,645

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増額  2,634,000

自己株式の取得による支出  △19,472

配当金の支払額  △377,807

財務活動によるキャッシュ・フロー  2,236,720

Ⅳ　現金及び現金同等物の減少額  △1,666,416

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  4,542,425

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末残高  2,876,008
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当中間連結会計期間

（自　2006年２月21日
至　2006年８月20日）

区分
注記
番号

金額（千円）
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
当中間連結会計期間

（自　2006年２月21日
至　2006年８月20日）

１．連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数　１社

(2)連結子会社名

株式会社マイカルクリエイト

　株式会社マイカルクリエイトについては2006年３月31日付で同社の全株式を

取得したため、新たに連結子会社としております。 

２．持分法の適用に関する事項 非連結子会社及び関連会社がないため、持分法を適用した会社はありません。

３．連結子会社の中間決算日等に関

する事項

連結子会社の中間決算日と中間連結決算日は一致しております。

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  

 ①たな卸資産

（イ）商品 

 　「企業会計原則と関係諸法令との調整に関する連続意見書」第四に定め

る売価還元平均原価法 

（ロ）貯蔵品

 最終仕入原価法 

(2)固定資産の減価償却の方法

 ①有形固定資産 

経済的耐用年数に基づく定額法 

各資産別の耐用年数として下記の年数を採用しております。 

建物(建物附属設備)　 3～6年 

遊戯機械　　　　　　 2～6年 

器具備品　　　　　　 2～6年 

 ②無形固定資産

　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(３～５

年)に基づく定額法を採用しております。 

 ③長期前払費用

定額法

 
(3)繰延資産の処理方法

新株発行費 

支出時の費用として処理しております。 

 
(4)引当金の計上基準

①賞与引当金

　社員及びフレックス社員（パートタイマー）に支給する賞与に備え、支

給見込額のうち当中間連結会計期間に負担する金額を計上しております。

②役員賞与引当金

　役員に対する賞与の支給に備えるため、役員賞与支給見込額のうち、当

中間連結会計期間に負担する金額を計上しております。

 （追加情報）

　役員賞与については、従来利益剰余金の減少として処理しておりまし

たが、当中間連結会計期間より、「役員賞与に関する会計基準」（会計

基準委員会　企業会計基準第４号　2005年11月29日）を適用し、発生し

た期間の費用として処理しております。

　この結果、販売費及び一般管理費は21,050千円多く、営業利益、経常

利益、税金等調整前中間純利益はそれぞれ同額少なく計上されておりま

す。
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項目
当中間連結会計期間

（自　2006年２月21日
至　2006年８月20日）

 ③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

務及び年金資産の見込額に基づき当中間連結会計期間末において発生して

いると認められる額を計上しております。

　なお、数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間内

の一定の年数（10年）による定額法により、翌期から費用処理することと

しております。 

④役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当中間連結会計期

間末要支給額の全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。 

(6)その他中間連結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。

５．中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

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、

随時引出可能な預金からなっております。 

追加情報

当中間連結会計期間
（自　2006年２月21日
至　2006年８月20日）

（１）貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等

当中間連結会計期間から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準委員会　2005年12月

9日　企業会計基準第5号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準委

員会　2005年12月9日　企業会計基準適用指針第8号)を適用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

　従来の「資本の部」の合計に相当する金額は11,503百万円であります。

　なお、中間連結財務諸表規則の改正により、当中間連結会計期間における中間連結財務諸表は、改正後の中間連

結財務諸表規則により作成しております。

（２）売上高の一部について総額表示から純額表示への変更

従来、店内設置自販機による販売委託及び業務委託による飲食物の提供等につきましては、お客さまへの販売額

を売上高に、その販売業務委託料を売上原価に計上する方法（総額表示方式）で会計処理を行っておりましたが、

株式会社マイカルクリエイトとの経営統合を機に、親子会社間の会計処理の統一を目的として当中間連結会計期間

より純額表示方式に変更しております。

　この結果、従来の方法によった場合に比べて当中間連結会計期間の売上高及び売上原価はそれぞれ252,666千円減

少しておりますが、営業利益及び経常利益並びに税金等調整前中間純利益に与える影響はありません。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

当中間連結会計期間末
（2006年８月20日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額　　　23,546,972千円

※２．売上預け金

　ショッピングセンターの店舗賃借人に預けている売上代金であります。 

※３．期末日が休日のため増加した主な資産

　当中間連結会計期間末日が金融機関の休日のため、下記の科目に含まれている翌営業日に決済される金額は次

のとおりであります。

売上預け金　　　1,714,678千円

※４．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、金銭的重要性が乏しいため、流動資産の「その他」及び流動

負債の「その他」に含めて表示しております。

（中間連結損益計算書関係）

当中間連結会計期間
（自　2006年２月21日
至　2006年８月20日）

※１．販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額は以下のとおりであります。

　社員給与　　　　　　　　　　　　　　425,284千円

　旅費交通費　　　　　　　　　　　　　188,196千円

　賞与引当金繰入額　　　　　　　　　　 57,863千円

　役員賞与引当金繰入額　　　　　　　　 21,050千円

　退職給付費用　　　　　　　　　　　　 29,998千円

　役員退職慰労引当金繰入額　　　　　　 13,933千円

※２．特別損失のうち、合併関連費用の主な内容は、システム統合に伴なう旧システムの除却損及び子会社の本社移転

費用の見積額であります。

（中間連結株主資本等変動計算書関係）

　当中間連結会計期間（自　2006年２月21日　至　2006年８月20日）

１．当期中に子会社を取得し、当中間連結会計期間より中間連結財務諸表を作成しているため、前連結会計年度にお

ける連結財務諸表はありませんが、中間連結株主資本等変動計算書における「2006年２月20日残高」欄には、便宜

的に同日時点の個別財務諸表の金額を記載しております。

２．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末
株式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式数     

普通株式　（注）１ 12,622,006 2,524,401 － 15,146,407

合計 12,622,006 2,524,401 － 15,146,407

自己株式     

普通株式　（注）２ 26,315 9,564 － 35,879

合計 26,315 9,564 － 35,879

（注）１．普通株式の発行済株式数の増加2,524,401株は、2006年２月21付で１株に付1.2株の割合で株式分割（無償交

付）を実施したことによるものであります。

２．普通株式の自己株式の株式数の増加9,564株は、単元未満株式の買取による増加であります。

３．当中間連結会計期間より中間連結財務諸表を作成しているため、前連結会計年度における連結財務諸表はあ

りませんが、上記「前連結会計年度末株式数」欄には、便宜的に前期末の当社の数字を記載しております。
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３．配当に関する事項

 （１）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

2006年５月18日

定時株主総会
普通株式 377,870 30 2006年２月20日 2006年５月18日

 （２）基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間期末後となるもの

　　　 該当事項はありません。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当中間連結会計期間
（自　2006年２月21日
至　2006年８月20日）

※１．現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（2006年８月20日現在）

現金及び預金勘定  2,876,008 千円

現金及び現金同等物 2,876,008 千円
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①　リース取引

当中間連結会計期間
（自　2006年２月21日
至　2006年８月20日）

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

 
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)

無形固定資産 の「その他」 27,640 24,812 2,827

合計 27,640 24,812 2,827

２．未経過リース料中間期末残高相当額

１年内 2,887千円

合計 2,887千円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 2,974千円

減価償却費相当額 2,905千円

支払利息相当額 21千円

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。

５．利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。

②　有価証券

当中間連結会計期間（2006年８月20日現在）

 該当事項はありません。

③　デリバティブ取引

当中間連結会計期間（自　2006年２月21日　至　2006年８月20日）

 当社グループはデリバティブ取引を全く行っていないため該当事項はありません。

④　ストック・オプション等

　　　　 当中間連結会計期間（自　2006年2月21日　至　2006年8月20日　）

 　　　　 当社グループはストックオプション等の付与はないため該当事項はありません。 

 

⑤　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

当中間連結会計期間（自　2006年２月21日　至　2006年８月20日）

　　　　　 当社グループはショッピングセンター内室内ゆうえんちの設置運営を行っており、当該事業以外に

　　　　　事業の種類がないため該当事項はありません。

ｂ．所在地別セグメント情報

当中間連結会計期間（自　2006年２月21日　至　2006年８月20日）

　　　　　 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

当中間連結会計期間（自　2006年２月21日　至　2006年８月20日）

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

当中間連結会計期間
（自　2006年２月21日
至　2006年８月20日）

１株当たり純資産額 761.30円

１株当たり中間純利益 80.85円

潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

なお、当社は2006年２月21日付で１株につき1.2株の株式分割を行っておりますが、当中間連結会計期間より中間

連結財務諸表を作成しているため、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

記載しておりません。

　（注）　１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当中間連結会計期間
(自　2006年２月21日
至　2006年８月20日)

中間純利益（千円） 1,221,782

普通株主に帰属しない金額（千円） －

（うち利益処分による役員賞与金） （－） 

普通株式に係る中間純利益（千円） 1,221,782

期中平均株式数（株） 15,111,466

（重要な後発事象）

当中間連結会計期間
（自　2006年２月21日
至　2006年８月20日）

株式会社マイカルクリエイトとの合併 

イオン株式会社は、株式会社マイカルの更生計画終結により、グループ内の同業種を統合することで、グループ価

値最大化の早期実現をめざしております。その一環として当社も株式会社マイカルクリエイトとの経営統合により、

両社の得意とするビジネスモデルを活かし、出店を加速するとともに、スケールメリットによるバイイングパワーの

発揮等により、経営基盤の強化をめざすべく、株式会社マイカルクリエイトの全株式を2006年３月31日に取得すると

ともに、2006年８月21日付にて合併いたしました。

　なお、合併契約書は、2006年５月８日開催の取締役会において決議を行い、同日契約を締結しております。

(1) 合併の期日

2006年８月21日

(2) 合併の形式

当社を存続会社とし、株式会社マイカルクリエイトは解散しました。

(3) 新株の発行及び割当

合併による新株の発行及び資本金の増加はありません。

(4) 財産の引継

合併期日において株式会社マイカルクリエイトの資産・負債及び権利義務の一切を引継いでおります。

なお、株式会社マイカルクリエイトから引継いだ資産及び負債は次のとおりであります。

科目
金額

（千円）
科目

金額

（千円）

（資産の部）   （負債の部）  

流動資産 2,265,085 流動負債 1,910,368

固定資産 2,714,873 固定負債 73,570

  負債の部合計 1,983,939

資産の部合計 4,979,958 差引正味財産 2,996,019
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５．仕入及び販売の状況

（1）仕入実績

　当中間連結会計期間の仕入実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

品目別

当中間連結会計期間
（自　2006年２月21日
至　2006年８月20日）

仕入高（千円） 構成比（％）

商品 3,275,263 49.2

貯蔵品 3,131,455 47.1

遊戯施設関係 6,406,718 96.3

その他 244,084 3.7

合計 6,650,802 100.0

（注）１．金額は、仕入価格で表示しております。

２．商品は、バルーン、菓子、玩具、飲食物、カード等であります。

３．貯蔵品は、遊戯機械景品のぬいぐるみ、玩具、菓子、メダル等であります。

４．その他は、販売用遊戯機械、備品、景品等であります。

（2）販売実績

　当中間連結会計期間の部門別売上高は、次のとおりであります。

部門別

当中間連結会計期間
（自　2006年２月21日
至　2006年８月20日）

売上高（千円） 構成比（％）

遊戯機械売上高 18,526,686 76.8

商品売上高 5,123,908 21.3

委託売上高 89,038 0.3

遊戯施設関係 23,739,633 98.4

その他 370,274 1.6

合計 24,109,907 100.0

（注）１．遊戯機械売上高は、メダルゲーム機、乗り物等の遊戯機械の使用による収入であります。

２．商品売上高は、バルーン、菓子、玩具、飲食物、カード等の販売による収入であります。

３．委託売上高は、室内ゆうえんち内の業者委託の自動販売機や飲食店及び大型遊具施設の運営委託に

係る収入であります。

４．その他は、遊戯機械、備品等の販売収入、ロイヤリティー収入及び遊戯機械設置手数料収入等であ

ります。
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