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１．19年１月中間期の業績（平成18年８月１日～平成19年１月31日）

(1）経営成績 （百万円未満を切捨て表示）

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年１月中間期 1,645 △52.6 △322 － △293 －

18年１月中間期 3,470 3.8 △183 － △226 －

18年７月期 5,728 △906 △999

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

19年１月中間期 △1,019 － △7,082 28 － －

18年１月中間期 △2,633 － △20,992 35 － －

18年７月期 △4,393 △32,666 08 － －
（注）①持分法投資損益 19年１月中間期 △7百万円 18年１月中間期 △1百万円 18年７月期 △5百万円

②期中平均株式数 19年１月中間期 143,969株 18年１月中間期 125,429株 18年７月期 134,488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

(2）財政状態 （百万円未満を切捨て表示）

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

19年１月中間期 7,473 4,652 62.3 32,319 39

18年１月中間期 12,192 7,543 61.9 52,707 58

18年７月期 9,456 5,694 60.2 39,550 63
（注）①期末発行済株式数 19年１月中間期 143,969株 18年１月中間期 143,119株 18年７月期 143,969株

②期末自己株式数 19年１月中間期 2株 18年１月中間期 2株 18年７月期 2株

(3）キャッシュ・フローの状況 （百万円未満を切捨て表示）

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

19年１月中間期 △463 △513 △374 5,665

18年１月中間期 337 △1,115 7,903 9,857

18年７月期 △1,302 △1,958 7,541 7,012

２．19年７月期の業績予想（平成18年８月１日～平成19年７月31日）（個別）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 1,800 △500 △1,380

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　△9,585 円 40 銭

※当社グループは、平成19年２月１日より持株会社体制へ移行し、平成19年７月期下半期より連結決算での開示を行いま

す。平成19年７月期の連結業績予想は以下のとおりとなっております。

 　　19年７月期の業績予想（平成18年８月１日～平成19年７月31日）（連結）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 3,000 △620 △1,500

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　△10,418 円 91 銭
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３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）  

配当金総額

（百万円）

 

 

配当性向

（％）

 

 

純資産配当率

（％）

 

中間期末 期末 年間

17年７月期 － － － － － －

18年７月期（実績） － － － － － －

19年７月期（予想） － －  －    

※上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成されたものであり、実際の業績は今後の様々

な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、上記業績予想に関する事項は添付書類の1２ページをご参照下

さい。
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１．企業集団の状況
　当企業集団は、複合レジャー施設の運営事業を主たる業務としております。

　当企業集団は平成19年２月１日の持株会社体制への移行に伴い、子会社２社を保有するグループ企業として構成され、

会員制レジャー事業及びその他の事業を基本事業領域としております。

　子会社はそれぞれ時間消費型会員制複合レジャー施設「ＪＪＣＬＵＢ１００」（ジェイジェイクラブイチマルマル）

の直営店舗運営を主要事業とする㈱ネクストジャパン及びフランチャイズチェーン本部の運営を主要事業とする㈱ネク

ストジャパンコンサルティングの２社となっております。

　事業系統図は以下のとおりであります。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜事業系統図＞

 （直営事業等） （フランチャイズ事業等） 

（株）ネクストジャパン （株）ネクストジャパンコンサルティング 

レジャー施設・サービスなどの提供 

レジャー施設・サービスなどの提供 

・店舗運営ノウハウの提供 

・店舗設備・消耗品の販売・レンタル 
直営店舗 

フランチャイズ店舗 

一 般 顧 客 

 
当社：（株）ネクストジャパンホールディングス 

・経営指導 
・経営管理 
・システム管理 

・経営指導 
・経営管理 
・システム管理 

・経営指導料 
・配当金等 

・経営指導料 
・配当金等 

＜当社 100％出資会社＞ 
（平成 19 年２月１日設立） 

＜当社 100％出資会社＞ 
（平成 19 年２月１日設立） 
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２．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社グループは、「時間価値の最大化＝人生の満足感」であるという考えのもと、時間消費型会員制複合レジャー

施設「ＪＪＣＬＵＢ１００」に関する事業を主たる事業として、お客様にふれあいやきっかけを通じた心豊かな時間

を提供することで、明るい未来社会を創造することを経営の基本方針としております。

　この基本方針のもと、「ＪＪＣＬＵＢ１００」では、①顧客志向の店舗運営力の強化、②低料金設定の実現、③幅

広い顧客層の獲得により、高水準の集客力と顧客満足を得て未来社会に貢献し、企業価値の最大化を目指してまいり

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として認識しており、株主への適切な利益配分、事業投資及び内

部留保のバランスを勘案しながら、企業価値の最大化に努めることを基本方針としております。

　現在、当社はこれまでの事業形態の立直しを図る時期であると認識しております。事業体質基盤を再強化し、店舗

業績の改善及び利益確保に努めます。

　その結果、株主への配当の実施などの適切な利益還元を重視していく方針であります。

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社は、株式の流動性向上を図ることは資本政策において重要な課題であると認識しております。現在におきまし

ては、当社の株価水準より投資単位の引き下げに関する措置が特に必要ではないと判断しておりますが、今後につき

ましては株価及び業績状況等を勘案しながら必要に応じて検討してまいります。

(4）目標とする経営指標

　当社では、主力事業である「ＪＪＣＬＵＢ１００」の店舗展開を積極的に図ってまいりましたが、今後は、既存店

舗の質やサービスの見直しによる業績の改善及び新レジャー事業への取り組みにより、売上高経常利益率、ＲＯＡを

重視した経営を行ってまいります。

(5）中長期的な経営戦略

①　会員制レジャー事業の展開について

　当社は、子会社が運営及び管理を行っている時間消費型会員制複合レジャー施設「ＪＪＣＬＵＢ１００」の直営

店舗及びフランチャイズ店舗の質的向上による競合他社との差別化を重要課題とし、国内において強固な体制づく

りを進めてまいります。そのため、これまでに培ったノウハウや情報を最大限に活用し、出店条件を慎重に検討し

たうえで出店を行うのと同時に、特に直営店舗のリニューアル及び最新アイテムの導入などによりサービス内容を

充実させ、集客力と顧客満足度を高めることで顧客の再来店頻度の向上に努めます。また、新業態の開発を行い収

益構造の改編を進め強固な経営基盤の構築を図ってまいります。

　出店候補物件の発掘につきましては、当社独自の幅広い不動産情報の入手ルートを活用しつつ、多数のスクラッ

プ対策店舗を保有していると考えられる大手チェーン店ならびに、その業界等との接点を引き続き維持いたします。

これらの施策により独自の店舗開発ノウハウの改善を進め、店舗開発をより適切に行なえる体制を保持しながら、

不動産の取得等、新たなスキームの構築も検討いたします。

　出店につきましては、これまで直営店舗、フランチャイズ店舗ともにロードサイドを中心に積極的な店舗展開を

行ってまいりましたが、今後は現在までに培ったノウハウを活かしたスキームの開発を行いながら慎重な出店を推

進してまいります。特に、直営店舗につきましては、既存店舗の新業態へのリニューアル及び不動産の取得を含め

た幅広い立地条件での出店を検討いたします。

　さらに、これまでの既存の店舗形態にこだわらず、他業種との積極的な共同出店を含めた複合施設の開発等、新

たなレジャーサービスの提供に努めてまいります。

②　会員制レジャー事業の業績について

　当社グループは主力事業である時間消費型会員制複合レジャー施設「ＪＪＣＬＵＢ１００」の業績を改善させる

ため、これまでの量の展開を重視した方針を見直し、質にこだわった店舗づくり、ならびにこれまでの店舗運営方

法や設備メンテナンス体制を全面的に見直し、競合他社との差別化を確立し、より魅力的なサービスを提供できる

時間消費型会員制複合レジャー施設を目指します。さらには、人員配置の効率化や店舗営業時間の見直しにより店

舗ごとの経営の効率化を図り、主力事業「ＪＪＣＬＵＢ１００」全体の業績改善に努めてまいります。

　また、店舗の大幅なリニューアルを実施し、より一層地域特性を考慮した特徴ある店舗づくりを行うことで顧客

にとっての魅力を高めてまいります。これに加えて、サービス及びアイテムの質を高め、顧客再来店頻度を向上し

業績の改善を図ります。
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　これらの施策と同時に、これまでに培った経験やノウハウを活かした新業態開発を平行して行い、事業体質の強

化にも尽力してまいります。

③　新規事業について

　当社グループは「ＪＪＣＬＵＢ１００」で培ったノウハウをもとに既存の会員データベースを活用した事業及び

その他の新規事業についての検討を行います。また、店舗への集客力に強みを持つ企業とのアライアンス等、あら

ゆる面において、当社の事業との相乗効果を期待できる事業を行っている企業との提携を検討し、共同出店等を含

めた連携を行うことにより、店舗施設全体の魅力と顧客満足を相互に高めるよう努めます。

１）新たな取り組みについて

　当社グループはこれまで、新業態店舗開発としてトライアル出店を進め様々な時間消費型複合レジャービジネ

スのモデルを検討しておりますが、「ＪＪＣＬＵＢ１００」での時間消費型課金モデルとは別に、新たな収益の

柱の確立を目指しております。取り組みにつきましては、アイテムをご利用いただく度に課金する個別課金型モ

デルの検討をいたしております。この新事業のトライアル店として既存店を活用し、「ＪＪ遊’ｓ」（ジェイジェ

イユーズ）を大阪府大東市に今春オープン予定であります。

２）その他の事業について

　会員データベースを活用した事業の一環として、ｅコマース事業、デジタル配信事業、及び広告事業に取り組

んでおります。今後におきましても、引き続き既存の「ＪＪＣＬＵＢ１００」会員を対象に、コミュニティ運営

事業として平成18年４月にサービスを開始いたしました携帯電話等で手軽に楽しめるＳＮＳ「ＪＪフレンズ」の

ように、新サービスの提供を検討してまいります。なお、早期の展開を図るためインターネット上での各種サー

ビスやシステム開発の事業検討も行ってまいります。

　なお、経営資源の効率化の一環として、株式会社ネットプライスドットコム（旧株式会社ネットプライス）と

の共同出資による当社の持分法適用関連会社である株式会社アミューズボックスを平成18年10月１日付にて、株

式会社ネットプライスドットコムの100％子会社である株式会社メディアンと統合いたしました。

　また、当社グループはこれまでにベンチャーキャピタル事業として将来有望なベンチャー企業数社に対し出資

を行ってまいりました。今後におきましても、成長の可能性のあるベンチャー企業に対し出資を行い、引き続き

ベンチャーキャピタル事業として推進してまいります。

３）「ＪＪＣＬＵＢ１００」の海外展開について

　中国上海にマスターライセンス契約での上海エリアフランチャイズ店舗として展開しておりました「ＪＪＣＬ

ＵＢ１００上海馬戯城店」は、現在進めております既存店舗の業績改善と経営基盤強化に伴った店舗の統廃合の

一環として、平成18年９月15日をもって閉店いたしました。今後は、国内での店舗展開に経営資源を集中して事

業を推進してまいります。

 

④　人財について

　当社グループは、人は何よりもかけがえのない財産であるとの考えの下、新卒・中途ともに採用活動を実施し、

「人財」の確保を図るとともに、大胆な権限委譲、教育・研修体制を充実させることにより、当社グループの事業

展開を支える自立した「人財」の育成を図ります。

(6）会社の対処すべき課題

①　「人財」の採用及び育成について

　当社グループでは、企業理念を「我々はネクストジャパングループを自己実現の場として社会に貢献する人創り

を目指す」と定め、「人財」の育成こそが企業としての最重要課題であり、今後の当社の成長の源泉であると認識

しております。

　当社グループにおける教育・研修内容といたしましては、入社時の「スタートアップ研修」や入社２週間後の

「フォローアップ研修」などの段階的な導入研修に加え、理念教育についても継続的に実施してまいります。

　また、独自の取組みといたしまして「社会に貢献する人創りを目指す」という理念に基づき、将来の経営者候補

を育成するマネージャー育成研修プログラム「次代塾」をマネージャー候補社員向けに実施しております。この研

修は、接客サービスを中心とした顧客満足度を上げるスタンスの確立を目指すだけでなく、ＭＢＡプログラムをベー

スにしたファイナンスやマーケティング、クリティカル・シンキングなど、経営に必要な要素をじっくりと学ぶ機

会を与えるものであります。

　当社グループでは、これらの教育・研修を通じて、強みである「人財」の成長を実現し、当社グループ事業の展

開を支える自立した「人財」の育成を一層強化してまいります。
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②　「ＪＪＣＬＵＢ１００」の店舗展開について

　「ＪＪＣＬＵＢ１００」に適した店舗物件の確保において、大型スーパーマーケット、量販店、ボウリング場跡

などの遊休不動産等、対象とする店舗規模が他の業種と比較して大きいことなどから絶対的な物件数が少なく、出

店に適した店舗物件を確保することは新規出店を計画どおりに推進するための重要な課題であります。当社といた

しましては、更なる立地開発体制の強化、情報網の整備により、より多くの優良な店舗物件の確保に努める他、不

動産の取得を含めた自社開発による物件の確保を検討してまいります。

③　「ＪＪＣＬＵＢ１００」の収益性改善について

１）既存店舗の業績改善について

　当社グループは主力事業である時間消費型会員制複合レジャー施設「ＪＪＣＬＵＢ１００」の業績を改善させ

るため、引き続き運営方法の徹底的な見直しと設備メンテナンス体制の構築によりゲーム機を含めた設備機器の

不備を失くし、サービスの質を高めてまいります。また、人員配置や営業時間を見直し、より効率的な運営に努

めます。さらに、一部有料ゲームや最新ゲーム機種を導入し、顧客には幅広いサービスの提供と、顧客単価の増

加を図ります。また、リニューアル及び最新ゲーム機への入れ替えなどにより、店舗全体のサービスの停滞を失

くし、再来店客に飽きさせない新鮮な店舗づくりを行います。その結果、競合他社との差別化を確立し、既存業

態の強みを活かしながらより魅力的なサービスを提供できる時間消費型会員制複合レジャー施設の構築を目指し

ます。

２）フランチャイズ店に対するスーパーバイジング業務体制の強化について

　当社グループは、全フランチャイズ店舗におけるスーパーバイジング業務を行っております。当社グループと

いたしましては、今後につきましても、引き続きスーパーバイザーの人員強化及び教育・研修の充実、直営店で

蓄積した店舗運営ノウハウのスーパーバイジング業務へのフィードバックの継続などにより、スーパーバイジン

グ業務体制の強化を図ってまいります。

④　会員の個人情報の管理について

　「ＪＪＣＬＵＢ１００」は完全会員制を採用しており、全ての顧客が初回来店時に身分証明書を提示した上で会

員登録を行い、当社はこれらの個人情報と施設の利用履歴情報を連動させたデータベースを構築・集積しておりま

す。当社におきましては、セキュリティレベルの向上を全社的なミッションとして位置づけており、セキュリティ

ポリシーや社内規定の構築、従業員全員へのセキュリティ教育体制を確立してまいりました。更なるセキュリティ

レベルの向上を目指し、「プライバシーマーク」の申請を平成17年12月に行っており、引き続き個人情報管理の徹

底を図ってまいります。

⑤　安全対策に関しての取り組みについて

　当社グループにおきましては、従来から「ＪＪＣＬＵＢ１００」のお客様の安全を最優先事項とした店舗づくり、

店舗運営に取り組んでまいりましたが、より一層の安全確保に向けて、「お客様の安全確保を最大の優先事項」と

してご来店いただく全てのお客様への安全対策ならびに体制をより一層充実させるために「ＪＪＣＬＵＢ１００安

全対策委員会」を設立するなどの取り組みを行ってまいりました。今後とも、「ＪＪＣＬＵＢ１００店舗の安全基

準指針」の更新と運用を行っていくことで、安全に対してのノウハウの構築を引き続き進めてまいります。

⑥　新業態の開発について

　これまで培ったノウハウである遊休不動産の活用やロードサイドへの出店スキームに止まらず、不動産の取得や

新業態の出店スキームの開発、他業種との共同出店を含めた複合施設の出店スキームを検討し、トライアルを実施・

検証しながらより効率的な事業の運営と収益性の向上を目指します。

 

(7）事業等のリスク

　以下については、当社グループの将来的な事業展開その他に関し、リスク要因の可能性があると考えている主な事

項を記載しております。当社は、これらのリスク発生の可能性を確認した上で、発生の回避及び発生した場合の早期

対応に努める方針であります。

 

①　当社グループの事業内容について

１）時間消費型会員制複合レジャー施設「ＪＪＣＬＵＢ１００」の経営に係るリスクについて

ⅰ）店舗設備の調達について

　店舗設備の調達につきまして前期より海外調達の国内へのシフトに着手しておりましたが、これまでと同様

のコストパフォーマンスと品質の確保を実現できる国内調達体制を確立することに成功しております。これに
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より、当期は安定的でリスクの少ない調達方法をとっておりますが、万が一、仕入先の統廃合などにより、取

引先との関係が打ち切られるような場合には、当社グループの業績及び出店政策に影響を及ぼす可能性があり

ます。

　また、当社の子会社が運営する「ＪＪＣＬＵＢ１００」では、アミューズメント施設の閉鎖等に伴って発生

する中古品や閉鎖するボウリング場の設備をリサイクルし、店舗設備として活用しております。現在のところ

円滑な設備調達を実現しておりますが、リサイクル品を利用するアミューズメント施設の増加、アミューズメ

ント施設の閉鎖頻度の鈍化等の要因により、中古品が品薄な状態となり調達価格が上昇した場合、当社グルー

プの業績に影響を及ぼす可能性があります。

　なお、当社グループは、中古アミューズメント機の調達及びメンテナンス業務のうち平成17年７月期は

79.3％、平成18年７月期は63.9％、平成19年７月期は69.7％を有限会社サンテラ（本社：大阪府東大阪市）に

業務委託しております。現在、同社と当社との間は友好的な関係が継続しておりますが、今後につきましては

業務委託先を分散することで同社に依存しない体制の構築を図ってまいります。しかしながら、他の業務委託

先の開拓が進まない段階で同社との関係が悪化した場合、当社グループのアミューズメント機の調達力及びメ

ンテナンス力が低下し、「ＪＪＣＬＵＢ１００」の運営に影響を与える可能性があります。

 

ⅱ）店舗物件の確保及び新規出店店舗の業績について

　「ＪＪＣＬＵＢ１００」は積極的な店舗展開を行うことにより業容を拡大してまいりました。しかしながら、

今後は業績改善のための、一部不採算店舗の統廃合を行う一方で、今後も引き続き出店も行う方針であるため、

新規出店を行う店舗数、店舗規模及びその店舗の業績が当社の業績に占める割合が、依然として高いことが見

込まれます。

　直営店舗につきましては、「人財」育成、オペレーション、マーケティング等の観点から、現在、全国の主

要都市及びその郊外において大型店舗の出店を中心に行っております。フランチャイズ店舗につきましては、

今後、より徹底したオペレーション指導などの運営ノウハウのスーパーバイジングを通して、そのノウハウや

体質の強化を目的として、さらに慎重に検討したうえでの店舗展開を行う方針であります。

　また、当社グループでは「ＪＪＣＬＵＢ１００」の出店に際して、ボウリング場、大型スーパーマーケット、

量販店のスクラップ物件などの遊休不動産の再生を図ることで、保証金・賃料等の物件コストを圧縮しており

ます。新規出店に際しては、商圏人口、通行量、保証金、賃料等当社の希望する様々な出店条件に合致した遊

休不動産情報入手のため積極的な活動を行ってはいるものの、当社グループの出店計画どおりの店舗物件が確

保できるとは限りません。さらに今後は、新業態開発における質を重視した設備・什器の導入にかかる出店コ

ストの増大、及び不動産の取得等を含めた新スキーム出店形態への変更による新たな投資の発生が見込まれま

す。

　当社グループは、これらの事項を考慮し、さらに商圏人口等の立地条件から、既存店舗における実績を根拠

とした事業計画を立て、検討した上で新規出店を行ってまいりますが、新規店舗の業績が必ずしも順調に推移

する保証はありません。上記のような要因により、出店ペースの鈍化及び新規店舗の業績不調があった場合、

当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

ⅲ）店舗の賃貸物件への依存について 

　当社グループは、「ＪＪＣＬＵＢ１００」の運営において、全店舗の土地建物を賃借しております。当社グ

ループは出店の際、賃貸人との間で賃貸借契約を締結し敷金及び保証金を差し入れております。賃貸人等に破

綻が生じた場合、差入保証金の全部又は一部が回収不能となり損失が発生する可能性があります。

　また、当社グループでは経営の効率化に伴い不採算店舗の閉鎖を行っております。今後、業績が急激に悪化

する店舗があった場合、賃貸借契約の中途解約により、差入保証金が未回収になり損失が生じる可能性があり

ます。

 

ⅳ）完全会員制による顧客行動の把握について

　当社グループは、「ＪＪＣＬＵＢ１００」の運営において完全会員制を採用した上で、主要なアイテムにつ

きましては、一人一人の顧客がどのアイテムをいつ利用したかをＰＯＳシステムにより管理し、顧客の属性、

行動履歴をセキュリティに十分に考慮した上でデータベース化しております。当社グループは、このデータベー

スの活用によって、販売促進、顧客動向及びアイテム稼働状況による店舗レイアウトの変更のみならず、店舗

において一人一人の顧客に対して異なる接客・案内を行うオペレーションノウハウを構築し、顧客の滞在時間

及びリピート率を高める施策を行っております。また、完全会員制を採用することで全ての顧客の身元及び店

内行動を把握することが可能なシステムが構築されており、健全性・安全性を確保することで若者層だけでは

なくファミリー層など老若男女を問わず顧客に支持される店舗運営を図っております。
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　したがって、店舗の収益性は顧客データベース及びオペレーションノウハウに依拠している部分があり、顧

客データベースの情報流出、システムダウン等によりＰＯＳシステムの稼動を停止せざるを得なくなった場合、

上記のようなノウハウを活用した店舗運営ができなくなり、当社グループの業績に影響を与える可能性があり

ます。

ⅴ）レジャー業界の流行の変化及び競合他社について

　レジャー業界は、かつてのボウリング、ビリヤード、カラオケなどのブームに見られるように流行の変化も

著しく、また、小規模企業から大手企業まで多くの競合他社が存在しているという特徴があります。

　「ＪＪＣＬＵＢ１００」では、15分につき100円（税込105円）という時間消費型料金システムを採用するこ

とにより、顧客の満足度が大きく影響する店舗での滞在時間と店舗収益とを直接的に結び付け、顧客満足度を

高めることが収益性を高めることにつながることを明確化しております。このことで従来のレジャー業界では

軽視されがちであったと思われる一人一人の顧客に対するサービスの徹底を図り競合他社との差別化を図って

おります。

　また、多くの会社が同様の時間消費型料金システムを採用し、現在では時間消費型料金システムは広く世間

一般に普及したと言えます。したがって、今後は料金システムのみによる差別化は困難な状況であります。し

かしながら、当社は時間消費型料金システムを採用した会社の先駆者としての立場から、オペレーションノウ

ハウの構築及び人財の教育によりさらなる顧客に対するサービスの徹底と既存業態の見直しを図っていくこと

で他社との差別化を図り当社グループの競争優位性を再度発揮してまいります。

　しかしながら、競合他社と比べて当施設の顧客サービスレベルが低下した場合、もしくは顧客ニーズの変化

への対応が鈍化した場合、各店舗の業績は計画どおりに推移する保証はなく、今後の当社グループの出店政策

及び事業展開に影響を与える可能性があります。

ⅵ）業態変更による業績の変化について

　当社グループでは、昨今の多数の競合他社による時間消費型レジャー業界への参入を受けて、われわれが当

初より培ってきたノウハウを元に、サービス内容の充実化や他社とのより一層の差別化を図るため、業績が悪

化した既存店の全面的な業績改善を見込んだ業態変更計画の実施に着手してまいります。しかしながら、常に

変化と成長を続ける当業界において、競合他社との差別化を明確に打ち出せなかった場合には業績の向上を見

込めず、当社グループの収益に影響を及ぼす可能性があります。

ⅶ）新業態の開発及び新事業の創出について

　当社グループでは、主力事業として時間消費型料金システムを採用したレジャー施設「ＪＪＣＬＵＢ１００」

を運営しております。当社グループは、時間消費型料金システムをレジャー業界でいち早く導入した優位性を

活かし、平成12年12月の１店舗目の出店以来、急成長を遂げてまいりましたが、昨今の多数の会社による時間

消費型レジャー業界への参入により業界内では競争が激化しております。

　当社グループでは、現在の「ＪＪＣＬＵＢ１００」事業に加え新業態の開発により、単一事業への業績依存

によるリスクを回避するため、主力事業である「ＪＪＣＬＵＢ１００」との相乗効果を見込める新業態店舗の

開発を早急に進めてまいります。併せて、従来の事業領域とは別の収益構造からなる事業モデル等の新事業の

創出を検討し、複数の事業からなる収益構造を確立する必要があります。

　しかしながら、新業態の開発及び新事業の創出におきましては、未経験分野への進出等を伴うため、即座に

収益に貢献する事業にはならない可能性は十分にあります。

ⅷ）食品の安全管理について

　当社グループでは、新業態開発の一環として現在数店舗にフードコーナーを設け食品提供を行っております。

当社グループでは安全な商品を顧客に提供するために衛生管理を徹底しておりますが、万一食中毒等が発生し

た場合、フードコーナーの営業停止及び店舗イメージの失墜等による顧客減少、さらには損害賠償金の支払い

等が発生した場合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。

２）フランチャイズ事業に係るリスクについて

ⅰ）フランチャイズシステムに関するリスクについて

　当社グループは、フランチャイズシステムにより「ＪＪＣＬＵＢ１００」の店舗展開を行っております。フ

ランチャイズシステムでは、一般的にフランチャイズチェーン本部は店舗運営ノウハウを提供し、フランチャ

イズ加盟店は統一的な店舗運営ノウハウにより店舗運営を行っております。しかしながら、フランチャイズ

チェーン本部の指導に従わないフランチャイズ加盟店が発生した場合、ブランドイメージが損なわれることな

どから、フランチャイズシステム全体に影響を及ぼす可能性があります

－ 8 －



　また、フランチャイズシステムでは通常、収益性、簡便なオペレーションなどのメリットを強調して加盟店

の募集を行っておりますが、実際にフランチャイズ加盟店がこのようなメリットを享受できなかった場合、ト

ラブル又は訴訟に発展する場合があります。　

 

ⅱ）フランチャイズ加盟店発掘について

　当社グループは、平成19年１月31日現在において98件の加盟枠においてフランチャイズ加盟企業とフランチャ

イズ契約を締結しております。また、サブフランチャイザー契約につきましては６件を締結しており、サブフ

ランチャイザーは85件の出店権を有しております。

　現在、当社グループといたしましては既存加盟店の新規出店を推進するとともに、加盟店開発については、

フランチャイズ加盟候補者へのアプローチを行っております。しかしながら、加盟の発掘が計画どおりに進展

しない場合、中長期的な当社のフランチャイズ展開に支障をきたす可能性があります。

ⅲ）フランチャイズ加盟契約締結後の出店状況について

　当社グループがフランチャイズ展開を行っている「ＪＪＣＬＵＢ１００」では、各フランチャイズ加盟企業

の個別事情及び立地確保の遅れなどから、加盟契約締結後出店に至っていないフランチャイズ加盟企業が存在

しております。平成19年１月31日現在で未出店の加盟枠76件のうち、フランチャイズ加盟契約締結後12ヶ月超

にわたって未出店の加盟枠は76件となっております。同様に、平成19年１月31日現在フランチャイズ加盟企業

40社のうち、１店舗も出店していないフランチャイズ加盟企業は17社となっております。

　当社グループでは、フランチャイズ加盟企業の出店を促進するため、店舗物件発掘のアドバイスや店舗物件

の紹介に努めておりますが、フランチャイズ加盟契約締結後の長期にわたる出店物件の未確保、フランチャイ

ズ加盟企業の財務状況の悪化などにより、フランチャイズ加盟企業の新規出店が不可能となる可能性がありま

す。このような場合には、トラブルの解決、契約解除などのために当社が何らかの負担を求められる場合もあ

り、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　会員の個人情報の管理について

　「ＪＪＣＬＵＢ１００」は完全会員制を採用しており、全ての顧客が初回来店時に身分証明書を提示した上で会

員登録を行っており、当社グループはこれらの個人情報と施設の利用履歴情報を連動させたデータベースを構築・

集積しております。また、セキュリティレベルの高いデータベースサーバーに会員情報を格納するとともに、会員

情報を分析・閲覧が可能な社員を限定し、必要者にのみ個人認証用ＩＤ番号と、パスワードを提供して情報の漏洩

を防ぐ措置をとっております。しかしながら、万一不測の事態により当社が保有する会員情報が外部に漏洩した場

合は、顧客への信用低下、損害賠償費用等により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　新法や新条例の施行について

　当社グループ事業に関連する業界において、現在施行中の法令の改正や、新法ならびに新条例の施行等があった

場合、当然ながら法令の改正や施行にあわせ、主力事業である「ＪＪＣＬＵＢ１００」の店舗の運営方法の見直し

など行い、を早急な対応に努めます。しかしながら、運営の見直しや、現在進めている運営の効率化の面において

対応が遅れた場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(8)親会社等との関係に関する基本方針 

 当社は親会社を有していないため、該当事項はございません。
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３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績

①　当中間会計期間の概況

　当中間会計期間における我が国の経済は、企業業績及び雇用情勢の回復により個人所得の改善が見られましたが、

依然として米国や中国の景気の先行き不透明感、原油高騰のマイナス要因及び金利上昇政策に対する不安感により

個人消費は伸び悩み軟調に推移いたしました。

　レジャー業界は、ボウリング・カラオケなどの個別レジャー業態が引き続き苦戦をしている状況下において、時

間制複合レジャー業界は類似業種などからの出店が続き、競争が激化しております。それに加え、景気回復の兆し

による個人消費動向にも変化が見られ、個人消費の二極化と嗜好の多様化が進み、レジャー業界において安定した

収益を持続的に確保していくためには、顧客に支持されるサービスの創造及び差別化、ならびに新規顧客の獲得と

再来店頻度の向上が必要不可欠な状況となっております。

　当社グループでは、前期より実施しております主要事業のレジャー施設「ＪＪＣＬＵＢ１００」の不採算店舗の

撤退及び既存店の営業改善に加え、経営体質の効率化の一環として当期より本格的に経費削減施策を実施しており

ます。平成18年９月には本部への経営資源の集約を目的とした「東京支社の閉鎖」を行い、また、中国での調達に

おける品質やコスト面でのメリットを損なわずに店舗設備や什器の国内調達ルートを確保したことにより、これま

での調達の拠点であった「中国事務所の閉鎖」をいたしました。さらには、同10月に発表いたしました「希望退職

者の募集」を行い、経営体質の再構築を指向した人員の適正化と人件費の削減を実施いたしました。

　上述のとおり、不採算店舗の撤退や既存店の営業体制の見直しを含めた経営改善を行うことで、経営基盤の再構

築に取り組んでおります。このような環境の下、当中間会計期間における売上高は1,645百万円（前年同期比1,824

百万円減）、経常損失は293百万円（前年同期比66百万円減）、当中間期純損失は1,019百万円（前年同期比1,613百

万円増）と大幅な減収となりました。また、既存店舗の業績悪化に伴い、減損損失363百万円を計上しております。

　事業部門別の業績は以下のとおりであります。

【会員制レジャー事業】

　当中間会計期間における「ＪＪＣＬＵＢ１００」の新規出店は、直営店及びフランチャイズ店共にありませんで

した。

　会員制レジャー事業の業績におきましては、ボウリング・カラオケなどの個別レジャー業種やフィットネス、キッ

ズ向けレジャー施設などの様々な類似業種による同一商圏内への出店が相次ぎ、競争が激化したため依然として厳

しい状況が続きました。当中間会計期間におきましては、店舗運営力の強化のため店舗運営方法の見直し及び業務

改善、さらに経営の効率化のため一部不採算店舗の撤退や新業態の開発等、業績の回復に向け尽力いたしました。

しかしながら、改善計画の途中段階でもあり即座の業績回復には至らず、当社「ＪＪＣＬＵＢ１００」直営既存店

舗の当期における総売上は、対前年同期比90.1％と、前年を下回る結果となりました。

　店舗運営力の強化につきましては、「ＪＪＣＬＵＢ１００」にご来店いただいたお客様全員にご満足いただける

よう、顧客の属性、行動履歴に合わせ一人一人の顧客ニーズに応じた接客ができるような店舗運営力の強化に加え、

多頻度における店舗スタッフの再教育及び体制変更により店舗運営に強い人財を店舗運営へ再配置する等の業務改

善、またこれまで培ったノウハウを活用し、運営方法の見直しによる人件費の効率化等を実施いたしました。さら

に、店舗設備のメンテナンス体制を見直し、顧客満足度の低下を招く要因を分析し、その改善に努めました。同時

に、新体制の導入として、新品ゲーム機導入や店舗内の有料エリアの拡充を行い、より幅広い客層に対し訴求力を

高めることに注力いたしました。

　また、販促活動強化による集客力と顧客満足度の向上のため、再来店に結びつくよう顧客直接参加型の「夏休み

キャンペーン」及び「冬休みキャンペーン」を実施いたしました。夏休みキャンペーンでは、タレントの稲川淳二

さん総監修ならびに若槻千夏主演によるオリジナルのストーリーに沿ってお客様が店内のキーワードを頼りに謎解

きをし、見事解読できたら景品がもらえる『ＪＪ真夏の怪奇伝説』（平成18年７月28日～８月31日）を実施いたし

ました。その結果、多数のお客様が当キャンペーンへ参加し、店舗のアイテムの一つとして楽しんでいただきまし

た。

　また冬休みキャンペーンでは、『あそんで！けずって！もらっちゃお！キャンペーン』（平成18年12月20日～平

成19年１月19日）といたしまして、「ＪＪＣＬＵＢ１００」へ来店されたお客様にスクラッチカードをお渡しし、

カードを集め一定の点数を獲得することによりプレゼントをお渡しいたしました。さらに、スクラッチカードには

抽選番号がついており当選された方には豪華景品が当たる、一度のキャンペーンで二度楽しめる企画により顧客を

飽きさせない演出をいたしました。

　このような施策の結果、当中間会計期間は直営店及びフランチャイズ店を合わせた店舗売上高は3,356百万円（前

年同期比61.8％）となりました。
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（直営事業）

　直営事業におきましては、前期より進めております経営の効率化のための一部不採算店舗の撤退による当中間会

計期間における閉店数は５店舗であり、結果として直営店は合計９店舗となりました。以上の結果、直営店につき

ましては、当中間会計期間の売上高は1,170百万円（前年同期比70.6％）となりました。

　トライアル店舗として埼玉県春日部市（平成18年６月１日）にオープンいたしました「ＪＪ‐ｃａｆｅ」（ジェ

イジェイカフェ）に次いで、当中間会計期間は、新料金体系を採用し飲食メニューも取り揃えたトライアル店舗を

奈良県橿原市（同年８月15日）と兵庫県姫路市（同年10月１日）に「ＪＪＣＬＵＢ１００」のリニューアル店とし

てオープンいたしました。特に「橿原店」では、営業面積の大きさや地域特性を十分に活かし、「ＪＪ‐ｃａｆｅ

春日部店」モデルに加え、お子様連れのご家族にごゆっくり楽しんでいただける「ＪＪｋｉｄ’ｓ」（ジェイジェ

イキッズ）を併設した店舗となっており、各種知育玩具やお子様向けのランチメニュー、さらにはお子様とご一緒

に楽しめるシアタールームなども備えております。今後におきましても、トライアル店としての位置づけを踏襲し、

よりお客様にとって魅力のあるサービスを提供できるよう柔軟に営業形態等を変更しながらトライアル及び検証を

進めてまいります。

　このように、トライアルとして地域特性を考慮しながら新たなサービスの展開を検討しており、また成果のある

ものについては新サービスとしてその他の店舗にも導入し業績の回復に努めてまいります。

 

（フランチャイズ事業）

　フランチャイズ事業におきましては、当中間会計期間の閉店数は７店舗であり、結果としてフランチャイズ店は

合計27店舗となりました。

　既存のフランチャイズ店舗につきましては、さらなる運営ノウハウの蓄積やスーパーバイザーの再配置及びスー

パーバイジングレベルの向上などにより店舗運営力強化に取り組みました。また、直営店舗にて進めております店

舗運営力の強化や業務の改善と運営方法の抜本的見直しなどの結果、効果が見込めるものについては随時フランチャ

イズ店舗への導入を行いました。

　この結果、フランチャイズ事業の売上高は435百万円（前年同期比25.1％）となりました。

【その他の事業】

　当社グループでは、会員向けサービスならびに事業強化のため、会員データベースを活用した事業を推進する一

環として、ｅコマース事業、デジタルコンテンツ配信事業及びＷｅｂ広告事業ならびにＳＮＳなどのＷｅｂコミュ

ニティ事業に取り組んでおります。引き続き、「ＪＪＣＬＵＢ１００」会員様には、店舗のみならず店舗以外での

魅力的なサービスやコンテンツを提供し、よりお客様に支持されるよう努め顧客のロイヤルユーザー化を推進して

まいります。

　この結果、Ｗｅｂ広告事業の減収による影響などもあり、当中間会計期間における売上高は39百万円（前年同期

比32.2％）となりました。

(2）財政状態

①　資産、負債及び純資産の状況

　資産につきましては、前期末と比較して1,983百万円減少して7,473百万円となりました。これは主として中間純

損失の計上に伴う現金及び預金の減少額1,346百万円によるものであります。

　負債につきましては、前期末と比較して942百万円減少して2,820百万円となりました。これは主として、未払金

の減少額261百万円及び長期借入金の減少額（１年以内返済予定の長期借入金減少額を含む）346百万円によるもの

であります。

　純資産につきましては、前期末と比較して1,041百万円減少して4,652百万円となりました。当中間会計期間にお

けるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

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、前期末に比べ1,346百万円減少し、

5,665百万円となりました。

　また、当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因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）

営業活動の結果使用した資金は463百万円でした。これは主に、非資金項目である減価償却費195百万円及び減損損

失363百万円があったものの、税引前中間純損失1,002百万円等減少要因によるものであります。
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（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動に使用した資金は513百万円となりました。これは、有形固定資産の取得による支出328百万円及び無形

固定資産の取得による支出306百万円等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）

　財務活動に使用した資金は374百万円となりました。これは、長期借入金の返済による支出346百万円等によるも

のであります。

　なお、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17年７月期 平成18年７月期 平成19年７月期

中間 期末 中間 期末 中間

自己資本比率（％） 47.1 60.0 61.9 60.2 62.3

時価ベースの自己資本比率（％） 385.1 446.8 153.8 46.4 37.6

債務償還年数（年） 1.4 1.0 4.4 － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍）
30.7 47.3 21.0 － －

　（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：株価時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

（中間期については、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しております。）

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

１．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・フローを使用して

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。また、利払いについては、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。

２．債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオのうち平成18年７月期及び平成19年７月期につき

ましては、営業キャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。

(3）平成19年７月期通期の見通し

　当社グループは、より一層の経営の効率化と迅速化を目指し、平成19年２月１日に当社の商号を「株式会社ネクス

トジャパンホールディングス」に変更し、当社の直営事業部門及びフランチャイズ事業部門を会社分割し、持株会社

へ移行することといたしました。

　当期の見通しにつきましては、時間制複合レジャー業界の競争の激化により他社との差別化した店舗開発に時間を

要しているため非常に厳しい状況でありますが、当社グループでは引き続き経費削減に努めてまいります。平成19年

３月には、人員削減による本社の余剰スペースの適正化のため、本社の移転を予定しております。また、主力事業で

ある「ＪＪＣＬＵＢ１００」の業績を改善させるため、これまでの店舗でのサービスを継続的に見直し、質にこだわっ

た店舗づくりと前期に構築した設備のメンテナンス体制等の強化を随時行ってまいります。特に店舗アイテムをこま

めに入れ替えることで、いつも新鮮な店舗をつくり顧客を飽きさせないサービスの提供及びサービスの質を高め、集

客力アップを目指します。同時に既存店舗の料金体系の変更や本格飲食メニューの導入、人気ゲーム機及び最新機種

の導入に加え店舗設備のリニューアルを含めたトライアルを行い、その結果、競合他社との差別化を確立し、既存業

態の強みを活かしながら、より魅力的なサービスを提供できる時間消費型会員制複合レジャー施設の構築を目指しま

す。また、主要事業である時間消費型レジャー事業を核とした相乗効果の見込める新レジャー事業の開発に取組み、

業績を改善させ事業体質の強化に努め、当社独自のビジネスモデルの確立に取り組んでまいります。

　以上の事業環境と戦略により、当平成19年７月期の業績見通しにつきましては、個別決算として売上高1,800百万円、

経常損失500百万円、中間純損失1,380百万円を見込んでおります。また、連結決算としては売上高3,000百万円（前期

（非連結）比47.6％減)、経常損失620百万円、当期純損失1,500百万円を見込んでおります。

 

（注）本業績予想は、現在入手可能な情報から当社の経営者の判断に基づき作成しております。従いまして、本業績予想

のみに全面的に依拠して投資判断を下す事は、控えられるようお願い致します。また実際の業績は、様々な要因により本

業績予想とは異なる結果となりえる事をご承知おきください。
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４．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18年１月31日現在）

当中間会計期間末
（平成19年１月31日現在）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年７月31日現在）

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 9,900,804 5,708,616 7,055,503

２．売掛金 263,855 36,192 73,215

３．商品 121,851 40,962 78,126

４．その他 ※３ 234,950 142,939 436,591

貸倒引当金 △11,539 △527 △1,946

流動資産合計 10,509,922 86.2 5,928,183 79.3 7,641,490 80.8

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１

（１）建物  384,274 301,983 420,579

（２）器具備品 58,203 225,076 252,295

（３）その他  273,828 44,351 207,241

有形固定資産合計 716,306 571,410 880,116

２．無形固定資産 62,640 377,133 112,912

３．投資その他の資産

（１）差入保証金 362,851 239,108 366,187

（２）その他 638,922 515,421 583,830

貸倒引当金 △98,214 △157,560 △127,754

投資その他の資産
合計

903,559 596,969 822,264

固定資産合計 1,682,506 13.8 1,545,514 20.7 1,815,292 19.2

資産合計 12,192,428 100.0 7,473,697 100.0 9,456,783 100.0
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前中間会計期間末
（平成18年１月31日現在）

当中間会計期間末
（平成19年１月31日現在）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年７月31日現在）

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 163,742 30,054 63,562

２．１年以内返済予定
の長期借入金

 693,480 659,880 676,880

３．未払金 542,160 197,319 458,384

４．１年以内支払予定
の長期未払金

30,511 － 26,246

５．未払法人税等 23,577 18,848 －

６．賞与引当金 29,913 21,561 35,472

７．その他  283,587 94,890 216,504

流動負債合計 1,766,973 14.5 1,022,553 13.7 1,477,050 15.6

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金  2,258,556 1,598,676 1,928,616

２．長期未払金 17,084 － 1,505

３．繰延税金負債 71,316 － 6,153

４．長期預り保証金 323,160 133,199 275,160

　 ５．その他 211,882 66,279 74,233

固定負債合計 2,881,999 23.6 1,798,154 24.0 2,285,668 24.2

負債合計 4,648,972 38.1 2,820,707 37.7 3,762,718 39.8

（資本の部）

Ⅰ　資本金 4,625,243 37.9 － － － －

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 4,721,293 －  

資本剰余金合計 4,721,293 38.7 － － － －

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 2,553 －  

２．中間未処分利益
（△損失）

△1,911,907 －  

利益剰余金合計 △1,909,354 △15.7 － － － －

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

106,974 1.0 － － － －

Ⅴ　自己株式 △702 △0.0 － － － －

資本合計 7,543,455 61.9 － － － －

負債・資本合計 12,192,428 100.0 － － － －

－ 14 －



前中間会計期間末
（平成18年１月31日現在）

当中間会計期間末
（平成19年１月31日現在）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年７月31日現在）

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
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   － －  4,629,502 61.9  4,629,502 48.9

２．資本剰余金           

　資本準備金  －   4,725,534   4,725,534   

資本剰余金合計   － －  4,725,534 63.2  4,725,534 50.0

３．利益剰余金           

(1）利益準備金  －   2,553   2,553   

(2）その他利益剰余
金

          

繰越利益剰余金  －   △4,691,682   △3,672,054   

利益剰余金合計   － －  △4,689,129 △62.7  △3,669,500 △38.8

４．自己株式   － －  △702 △0.0  △702 △0.0

株主資本合計   － －  4,665,205 62.4  5,684,834 60.1

Ⅱ　評価・換算差額等           

その他有価証券
評価差額金

  － －  △12,216 △0.1  9,230 0.1

評価・換算差額等
合計

  － －  △12,216 △0.1  9,230 0.1

純資産合計   － －  4,652,989 62.3  5,694,064 60.2

負債純資産合計   － －  7,473,697 100.0  9,456,783 100.0

－ 15 －



(2）中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成17年８月１日
至　平成18年１月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

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 3,470,346 100.0 1,645,518 100.0 5,728,315 100.0

Ⅱ　売上原価 2,847,542 82.1 1,485,631 90.3 4,997,087 87.2

売上総利益 622,804 17.9 159,887 9.7 731,227 12.8

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

806,131 23.2 482,603 29.3 1,637,741 28.6

営業利益（△損失） △183,327 △5.3 △322,716 △19.6 △906,514 △15.8

Ⅳ　営業外収益 ※１ 9,039 0.3 55,817 3.4 19,860 0.4

Ⅴ　営業外費用 ※２ 52,285 1.5 26,182 1.6 112,559 2.0

経常利益（△損失） △226,573 △6.5 △293,081 △17.8 △999,213 △17.4

Ⅵ　特別利益 ※３ 110 0.0 － － 110 0.0

Ⅶ　特別損失 ※４ 2,294,155 66.1 709,293 43.1 3,275,165 57.2

税引前中間（当期）
純利益（△損失）

△2,520,618 △72.6 △1,002,375 △60.9 △4,274,267 △74.6

法人税、住民税及び
事業税

3,506 17,253 10,003

法人税等調整額 108,924 112,431 3.3 － 17,253 1.1 108,924 118,928 2.1

中間（当期）純利益
（△損失）

△2,633,049 △75.9 △1,019,628 △62.0 △4,393,196 △76.7

前期繰越利益 721,141   

中間未処分利益（△
損失）

△1,911,907   

－ 16 －



(3）中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自　平成18年８月１日　至　平成19年１月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本
準備金

資本剰余
金合計

利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金
合計

繰越利益剰余金

平成18年７月31日　残高
（千円）

4,629,502 4,725,534 4,725,534 2,553 △3,672,054 △3,669,500 △702 5,684,834

中間会計期間中の変動額         

中間純損失     △1,019,628 △1,019,628  △1,019,628

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額
（純額）

        

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

－ － － － △1,019,628 △1,019,628 － △1,019,628

平成19年１月31日　残高
（千円）

4,629,502 4,725,534 4,725,534 2,553 △4,691,682 △4,689,129 △702 4,665,205

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評

価差額金
評価・換算差額等

合計

平成18年７月31日　残高
（千円）

9,230 9,230 5,694,064

中間会計期間中の変動額

中間純損失   △1,019,628

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

△21,446 △21,446 △21,446

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△21,446 △21,446 △1,041,074

平成19年１月31日　残高
（千円）

△12,216 △12,216 4,652,989

－ 17 －



前事業年度（自　平成17年８月１日　至　平成18年７月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本
準備金

資本剰余
金合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計
繰越利益剰余金

平成17年７月31日　残高
（千円）

1,624,910 1,720,960 1,720,960 2,553 721,141 723,695 － 4,069,566

事業年度中の変動額

新株の発行 3,004,592 3,004,574 3,004,574 － － － － 6,009,166

当期純利益（△当期純損失） － － － － △4,393,196 △4,393,196  △4,393,196

自己株式の取得 － － － － － － △702 △702

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

－ － － － － － － －

事業年度中の変動額合計
（千円）

3,004,592 3,004,574 3,004,574 － △4,393,196 △4,393,196 △702 1,615,267

平成18年７月31日　残高
（千円）

4,629,502 4,725,534 4,725,534 2,553 △3,672,054 △3,669,500 △702 5,684,834

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評

価差額金
評価・換算差額等

合計

平成17年７月31日　残高
（千円）

416 416 4,069,983

事業年度中の変動額

新株の発行 － － 6,009,166

当期純利益（△当期純損失） － － △4,393,196

自己株式の取得 － － △702

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

8,813 8,813 8,813

事業年度中の変動額合計
（千円）

8,813 8,813 1,624,081

平成18年７月31日　残高
（千円）

9,230 9,230 5,694,064

－ 18 －



(4）中間キャッシュ・フロー計算書

前中間会計期間
（自　平成17年８月１日
至　平成18年１月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日）

前事業年度のキャッ
シュ・フロー計算書

（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

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
（損失：△）

△2,520,618 △1,002,375 △4,274,267

減価償却費 314,217 195,130 441,261

減損損失 2,203,994 363,355 2,675,342

事業整理損 － 83,356 119,327

貸倒引当金の増減額
（減少：△）

11,651 28,386 34,311

賞与引当金の増減額
（減少：△）

△26,286 △13,911 △20,727

受取利息及び受取配当金 △81 △814 △234

支払利息 14,197 13,017 29,415

為替差損（差益：△） △2,222 △4,610 △2,629

デリバティブ評価損益
（評価益：△）

△1,079 △859 △2,332

固定資産売却益 △110 － △110

固定資産売却損 － 60 －

固定資産除却損 22,042 8,776 107,485

新株発行費 7,587 － 11,650

社債発行費 28,465 － 28,465

売上債権の増減額
（増加：△）

103,302 27,922 277,255

たな卸資産の増減額
（増加：△）

388,749 18,924 432,474

未収入金の増減額
（増加：△）

509 △592 5,743

前払費用の増減額
（増加：△）

△21,236 38,555 17,544

その他資産の増減額
（増加：△）

16,992 109,492 △57,161

長期前払費用の増減額
（増加：△）

4,421 4,283 31,655

仕入債務の増額
（減少：△）

8,068 △33,507 △92,111

未払金の増減額
（減少：△）

41,325 △189,827 △321,771

その他負債の増減額
（減少：△）

△4,976 △121,486 △213,609

長期預り保証金の入金によ
る収入

39,000 39 39,000

長期預り保証金の返金によ
る支出

△9,000 △130,000 △57,000

小計 618,912 △606,685 △791,023

利息及び配当金の受取額 46 781 223

利息の支払額 △16,063 △12,609 △31,194

法人税等の支払額 △264,954 △16,374 △480,505

法人税等還付金の受取額 － 171,520 －

営業活動によるキャッシュ・
フロー

337,940 △463,367 △1,302,501

－ 19 －



前中間会計期間
（自　平成17年８月１日
至　平成18年１月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日）

前事業年度のキャッ
シュ・フロー計算書

（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・
フロー

投資有価証券の取得による
支出

△95,000 △15,000 △170,141

関係会社株式の取得による
支出

－ △15,000 △45,000

有形固定資産の取得による
支出

△980,951 △328,487 △1,525,652

有形固定資産の売却による
収入

1,457 515 1,457

無形固定資産の取得による
支出

△37,196 △306,050 △122,256

差入保証金の払込みによる
支出

△20,082 △8,672 △108,963

差入保証金の返還による収
入

30,638 46,105 42,038

その他 △14,039 113,147 △29,978

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△1,115,173 △513,443 △1,958,497

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

長期借入れによる収入 2,250,000 － 2,250,000

長期借入金の返済による支
出

△282,376 △346,940 △628,916

長期未払金の返済による支
出

△27,804 △27,752 △47,648

自己株式取得による支出 △702 － △702

転換社債型新株予約権付社
債の発行による収入

4,971,534 － 4,971,534

株式の発行による収入 993,078 － 997,515

財務活動によるキャッシュ・
フロー

7,903,730 △374,692 7,541,783

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換
算差額

2,222 4,610 2,629

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額
（減少：△）

7,128,719 △1,346,892 4,283,413

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残
高

2,728,942 7,012,355 2,728,942

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期
末（期末）残高

9,857,662 5,665,463 7,012,355

－ 20 －



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

（自　平成17年８月１日
至　平成18年１月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日）

前事業年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　中間決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部資本

直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定）を採

用しております。

(1）有価証券

①子会社株式及び関連会社株式

　　移動平均法による原価法

②その他有価証券

時価のあるもの

　中間決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定）を

採用しております。

(1）有価証券

①子会社株式及び関連会社株式

 同左

②その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく

時価法(評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定)を採

用しております。

時価のないもの

 移動平均法による原価法を採用

しております。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左　　　　　

 

なお、投資事業組合への出資（証券

取引法第２条第２項により有価証券

とみなされるもの）については、組

合規約に規定される決算報告日に応

じて入手可能な最近の決算書を基礎

とし、持分相当額を純額で取り込む

方法によっております。

 

(2)デリバティブ

時価法を採用しております。

 

(2)デリバティブ

同左

(2)デリバティブ

同左

(3)たな卸資産

総平均法による原価法を採用して

おります。

(3)たな卸資産

同左

(3)たな卸資産

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（ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物（附属設

備を除く）については定額法）を

採用しております。

　また、取得価額が10万円以上20

万円未満の少額減価償却資産につ

いては３年均等償却、器具備品の

うち賃貸用資産（ゲーム機）及び

自社店舗営業用備品の一部（ゲー

ム機等）については２年均等償却

によっております。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

(1）有形固定資産

　定率法（ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物（附属設

備を除く）については定額法）を

採用しております。

　また、取得価額が10万円以上20

万円未満の少額減価償却資産につ

いては３年均等償却しております。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

(1）有形固定資産

　定率法（ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物（附属設

備を除く）については定額法）を

採用しております。

　また、取得価額が10万円以上20

万円未満の少額減価償却資産につ

いては３年均等償却、器具備品の

うち賃貸用資産（ゲーム機）及び

自社店舗営業用備品の一部（ゲー

ム機等）については２年均等償却

によっております。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物 10年～18年

器具備品 ２年～８年

建物 10年～18年

器具備品 ２年～８年

建物 10年～18年

器具備品 ２年～８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

（５年）に基づく定額法を採用し

ております。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

－ 21 －



項目
前中間会計期間

（自　平成17年８月１日
至　平成18年１月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日）

前事業年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

(3）長期前払費用

　均等償却を採用しております。

(3）長期前払費用

同左

(3)長期前払費用

同左

３．繰延資産の処理方法 (1)新株発行費

　支出時に全額費用として処理し

ております。

― (1)新株発行費

　支出時に全額費用として処理し

ております。

(2)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)社債発行費

　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

　売上債権等の貸倒損失に備える

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

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額に基づき計上して

おります。

(2）賞与引当金

同左

(2)賞与引当金

同左

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．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

７．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

　消費税及び地方消費税の会計処

理は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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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成17年８月１日
至　平成18年１月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日）

前事業年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

（固定資産の減損に係る会計処理）

　当中間会計期間より、固定資産の減損に係

る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基

準の設定に関する意見書」（企業会計審議会

　平成14年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第６号　平成15年10月31日）を適

用しております。これにより税引前中間純損

失は2,203,994千円増加しております。

　なお、減損損失累計額については、改正後

の中間財務諸表等規則に基づき各資産の金額

から直接控除しております。

 

 ―

　

１．固定資産の減損に係る会計基準

　当期より、固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に

関する意見書」（企業会計審議会　平成14年

８月９日））及び「固定資産の減損に係る会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第６号平成15年10月31日））を適用しており

ます。これにより営業損失及び経常損失は、

307,423千円減少し、税引前当期純損失は、

2,675,342千円増加しております。

 

 

２．貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等

　当期より、「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」（企業会計基準第５号

　平成17年12月９日）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」（企業会計基準適用指針第８号　平成17

年12月９日）を適用しております。従来の資

本の部の合計に相当する金額は5,694,064千円

であります。

 

３．ストックオプション等に関する会計基準

　当期より、「ストックオプション等に関す

る会計基準」（企業会計基準第８号　平成17

年12月27日）及び「ストックオプション等に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第11号　平成17年12月27日）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。 

注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成18年１月31日現在）

当中間会計期間末
（平成19年１月31日現在）

前事業年度末
（平成18年７月31日現在）

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額

 

1,289,304千円        535,932千円 597,220千円 

※２．担保に供している資産 ※２．担保に供している資産 ※２．担保に供している資産

現金及び預金20,130千円を信用状開設によ

る支払承諾の担保に供しております。

現金及び預金20,135千円を信用状開設によ

る支払承諾の担保に供しております。

現金及び預金20,133千円を信用状開設によ

る支払承諾の担保に供しております。

※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、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。

※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、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。

※３．

―
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年８月１日
至　平成18年１月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年８月１日

至　平成19年１月31日）

前事業年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの

受取利息 52千円 受取利息 784千円 受取利息   177千円

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの

支払利息 14,197千円

新株発行費 7,587千円

社債発行費 28,465千円

支払利息   13,017千円 支払利息   29,415千円

新株発行費   11,650千円

社債発行費   28,465千円

※３．　　　　　　　― ※３．　　　　　　　―　　　　　 ※３．特別利益のうち主要なもの

固定資産売却益      110千円

※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの

たな卸資産評価損 61,012千円

減損損失 2,203,994千円

たな卸資産評価損     34,408千円

特別退職金    46,555千円

固定資産除却損 8,776千円

事業整理損 251,718千円

減損損失 　363,355千円

固定資産除却損  107,485千円

事業整理損 430,019千円

減損損失 2,675,342千円

　当中間会計期間において、当社は以下の資

産グループについて減損損失を計上しており

ます。

　当中間会計期間において、当社は以下の資

産グループについて減損損失を計上しており

ます。

 当事業年度において、当社は以下の資産グ

ループについて減損損失を計上しております。

場所 用途 種類
減損損失
(千円)

大阪府
堺市他

店舗
建物附
属設備
等

2,203,994

場所 用途 種類
減損損失
(千円)

奈良県
橿原市
他

店舗
建物附
属設備
等

363,355

場所 用途 種類
減損損失
(千円)

大阪府
堺市他

店舗
建物附
属設備
等

2,675,342

　当社はキャッシュ・フローを生み出す最小

単位として、店舗を基本としたグルーピング

を行っております。

　このうち、収益性が著しく下落した資産グ

ループについて、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額2,203,994千円を減損損

失として計上しております。

　当社はキャッシュ・フローを生み出す最小

単位として、店舗を基本としたグルーピング

を行っております。

　このうち、収益性が著しく下落した資産グ

ループについて、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額363,355千円を減損損失

として計上しております。

　当社はキャッシュ・フローを生み出す最小

単位として、店舗を基本としたグルーピング

を行っております。

 このうち、収益性が著しく下落した資産グ

ループについて、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額2,675,342千円を減損損

失として計上しております。

※減損損失の内訳 ※減損損失の内訳  ※減損損失の内訳

建物及び構築物 1,631,455千円

器具備品 180,504千円

リース資産 392,034千円

計 2,203,994千円

建物及び構築物         273,100千円

器具備品 89,639千円

リース資産        615千円

計         363,355千円

建物及び構築物      2,017,703千円

器具備品 224,723千円

リース資産        432,915千円

計     2,675,342千円

　なお、当該資産グループの回収可能価額は、

使用価値により算定しております。使用価値

は、将来キャッシュ・フローを4.0％で割り引

いて算出しております。

 

　なお、当該資産グループの回収可能価額は、

使用価値により算定しております。使用価値

は、将来キャッシュ・フローを4.0％で割り引

いて算出しております。

　なお、当該資産グループの回収可能価額は、

使用価値により算定しております。使用価値

は、将来キャッシュ・フローを4.0％で割り引

いて算出しております。

※５．減価償却実施額 ※５．減価償却実施額 ※５．減価償却実施額

有形固定資産 306,788千円

無形固定資産 7,428千円

有形固定資産 152,119千円

無形固定資産   43,010千円

有形固定資産  422,521千円

無形固定資産   18,607千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自　平成18年８月１日　至　平成19年１月31日）

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

前事業年度末株式数
（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 143,969 － － 143,969

合計 143,969 － － 143,969

自己株式

普通株式 2.92 － － 2.92

合計 2.92 － － 2.92

前事業年度（自　平成17年８月１日　至　平成18年７月31日）

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

前事業年度末株式数
（株）

当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（株）

発行済株式

普通株式      （注）１ 113,440 30,529 － 143,969

合計 113,440 30,529 － 143,969

自己株式

普通株式　　　（注）２ － 2.92 － 2.92

合計 － 2.92 － 2.92

（注）１．普通株式の発行済み株式数の増加30,529株は、第三者割当による新株発行4,100株、無担保転換

　　　　　社債型新株予約権付社債25,529株、ストックオプションの行使による増加900株であります。

　　　２．普通株式の自己株式の増加2.92株は、無担保転換社債型新株予約権付社債の転換に伴い取得した

　　　　　自己株式であります。
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（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年８月１日
至　平成18年１月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日）

前事業年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

１．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

１．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

１．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

現金及び預金勘定 9,900,804千円

預入期間が３か月を超える定

期預金
△43,142千円

現金及び現金同等物 9,857,662千円

現金及び預金勘定  5,708,616千円

預入期間が３か月を超える定

期預金
  △43,153千円

現金及び現金同等物  5,665,463千円

現金及び預金勘定  7,055,503千円

預入期間が３か月を超える定

期預金
  △43,147千円

現金及び現金同等物  7,012,355千円

２．重要な非資金取引の内容 ２． ２．重要な非資金取引の内容

　　新株予約権付社債（転換社債型新株

予約権付社債）に付された新株予約権

の行使

新株予約権の行使による

　 資本金の増加額

― 　　新株予約権付社債（転換社債型新株

予約権付社債）に付された新株予約権

の行使

新株予約権の行使による

　 資本金の増加額

2,500,000千円          2,500,000千円

新株予約権の行使による

　 資本準備金の増加額

新株予約権の行使による

　 資本準備金の増加額

2,500,000千円  2,500,000千円

　 新株予約権の行使による

　 新株予約権付社債の減少額

　 新株予約権の行使による

　 新株予約権付社債の減少額

5,000,000千円          5,000,000千円
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成17年８月１日
至　平成18年１月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日）

前事業年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31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

　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

　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、減損損失累計額相当額及

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、減損損失累計額相当額及

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、減損損失累計額相当額及

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)

減損損失
累計額相
当額
(千円)

中間期末
残高相当
額
(千円)

機械装
置

83,208 52,404 30,803 －

器具備
品

793,164 339,027 345,923 108,213

無形固
定資産
(ソフ
ト
ウェ
ア)

50,329 34,518 6,490 9,319

合計 926,701 425,950 383,218 117,532

取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
(千円)

減損損失
累計額相
当額
(千円)

中間期末
残高相当
額
(千円)

機械装
置

47,603 33,080 14,522 －

器具備
品

395,656 124,482 233,916 37,257

合計 443,260 157,563 248,438 37,257

取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
(千円)

減損損失
累計額相
当額
(千円)

期末残高
相当額
(千円)

機械装
置

52,174 35,336 16,838 －

器具備
品

532,529 191,464 283,830 57,233

無形固
定資産
(ソフ
ト
ウェ
ア)

15,570 9,082 6,487 －

合計 600,274 235,883 307,156 57,233

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

未経過リース料中間期末残高相当額 未経過リース料中間期末残高相当額

１年内 223,755千円

１年超 299,036千円

合計 522,791千円

リース資産減損勘定

の残高
383,218千円

１年内    90,492千円

１年超    88,922千円

合計   179,414千円

リース資産減損勘定

の残高
 139,879千円

１年内    156,501千円

１年超 135,651千円

合計 292,153千円

リース資産減損勘定

の残高
 246,054千円

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び支払利息相

当額及び減損損失

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び支払利息相

当額及び減損損失

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び支払利息相

当額及び減損損失

支払リース料 126,919千円

リース資産減損勘定

の取崩額
－千円

減価償却費相当額 119,574千円

支払利息相当額 11,454千円

減損損失 383,218千円

支払リース料     88,156千円

リース資産減損勘定

の取崩額
106,790千円

減価償却費相当額      4,232千円

支払利息相当額    5,119千円

減損損失        615千円

支払リース料     239,336千円

リース資産減損勘定

の取崩額
186,860千円

減価償却費相当額      124,858千円

支払利息相当額    20,105千円

減損損失      432,915千円

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。

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

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。

５．利息相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

同左
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（有価証券関係）

　前中間会計期間末（平成18年１月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
中間貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

（1）株式 55,350 233,145 177,795

（2）その他 3,027 3,522 495

合計 58,377 236,667 178,290

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 65,000

投資事業組合出資金 30,000

　当中間会計期間末（平成19年１月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
中間貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

（1）株式 155,491 142,859 △12,632

（2）その他 3,054 3,470 415

合計 158,545 146,329 △12,216

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間貸借対照表計上額（千円）

１．子会社株式及び関連会社株式 60,000

２．その他有価証券

非上場株式 55,000

投資事業組合出資金 28,594
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　前事業年度末（平成18年７月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
貸借対照表計上額
（千円）

差額（千円）

（1）株式 155,491 170,708 15,217

（2）その他 3,027 3,193 166

合計 158,518 173,901 15,383

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

貸借対照表計上額（千円）

１．子会社株式及び関連会社株式 45,000

２．その他有価証券

非上場株式

 　投資事業組合出資金

40,000

29,397
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（デリバティブ取引関係）

　前中間会計期間末（平成18年１月31日現在）

　デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円）

金利 スワップ取引 200,000 △2,444 △2,444

合計 200,000 △2,444 △2,444

　（注）　時価の算定方法

取引先金融機関等から提示された価格に基づき算定しております。

　当中間会計期間末（平成19年１月31日現在）

　デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円）

金利 スワップ取引 100,000 △331 △331

合計 100,000 △331 △331

　（注）　時価の算定方法

取引先金融機関等から提示された価格に基づき算定しております。

　前事業年度末（平成18年７月31日現在）

　デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円）

金利 スワップ取引 200,000 △1,191 △1,191

合計 200,000 △1,191 △1,191

　（注）　時価の算定方法

取引先金融機関等から提示された価格に基づき算定しております。
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（ストック・オプション等関係）

当中間会計期間（自　平成18年８月１日　至　平成19年１月31日）

 

 該当事項はありません。

前事業年度（自　平成17年８月１日　至　平成18年７月31日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

平成15年７月期
ストック・オプション

平成16年７月期
ストック・オプション

平成17年７月期
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数
当社取締役　　　　　２名

外部協力者　　　　　１名

当社取締役　　　　　７名

当社従業員　　　　４８名

当社取締役　　　　　１名

当社従業員　　　　　１名

ストック・オプションの目的

となる株式の種類及び数

（注）

普通株式株　　2,100株 普通株式　　　2,700株 普通株式　　　　50株

付与日 平成15年７月15日 平成16年11月30日 平成17年２月22日

権利確定条件

 付与日（平成15年７月15

日）以降、権利確定日（平

成17年８月１日）まで継続

して勤務していること。

 付与日（平成16年11月30

日）以降、権利確定日（平

成18年10月27日）まで継続

して勤務していること。

 付与日（平成17年２月22

日）以降、権利確定日（平

成18年10月27日）まで継続

して勤務していること。

対象勤務期間
自　平成15年７月15日

至　平成17年７月31日

自　平成16年11月30日

至　平成18年10月26日

 自　平成17年２月22日

至　平成18年10月26日

権利行使期間
自　平成17年８月１日

至　平成25年７月14日

自　平成18年10月27日

至　平成26年10月26日

 自　平成18年10月27日

至　平成26年10月26日

平成18年７月期①
ストック・オプション

平成18年７月期②
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数
当社取締役　　　　　１名

外部協力者　　　　　２名

当社取締役　　　　　５名

当社従業員　　　１９１名

外部協力者　　　　　１名

ストック・オプションの目的

となる株式の種類及び数

（注）

普通株式株　　250株 普通株式　　　3,000株

付与日 平成17年10月21日 平成18年４月28日

権利確定条件

 付与日（平成17年10月21

日）以降、権利確定日（平

成18年10月27日）まで継続

して勤務していること。

 付与日（平成18年４月28

日）以降、権利確定日（平

成19年11月１日）まで継続

して勤務していること。

対象勤務期間
自　平成17年10月21日

至　平成18年10月26日

自　平成18年４月28日

至　平成19年10月31日

権利行使期間
自　平成18年10月27日

至　平成26年10月26日

自　平成19年11月１日

至　平成27年10月26日

 （注）株式数に換算して記載しております。
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

平成15年７月期
ストック・オプ

ション

平成16年７月期
ストック・オプ

ション

平成17年７月期
ストック・オプ

ション

 平成18年7月期
①

ストック・オプ
ション 

平成18年７月期
②

ストック・オプ
ション

権利確定前　　　　　　（株）      

前期 － 2,680 40 － －

付与 － － － 250 3,000

失効 － 95 － － 187

権利確定 － － － － －

未確定残 － 2,585 40 250 2,813

権利確定後　　　　　　（株） － － － － －

前事業年度末 2,100 － － － －

権利確定 2,100 － － － －

権利行使 900 － － － －

失効 － － － － －

未行使残 1,200 － － － －

②　単価情報

平成15年７月期
ストック・オプ

ション

平成16年７月期
ストック・オプ

ション

平成17年７月期
ストック・オプ

ション 

平成18年７月期
①

ストック・オプ
ション 

平成18年７月期
②

ストック・オプ
ション

権利行使価格　　　　　　

（円）
10,000 137,319 158,340 243,233 104,925

行使時平均株価　　　　　

（円）
177,650 － － － －

公正な評価単価（付与日）

（円）
－ － － － －
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（持分法損益等）

前中間会計期間
（自　平成17年８月１日
至　平成18年１月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日）

前事業年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

１．関連会社に対する

投資の金額
45,000千円

２．持分法を適用した

場合の投資の金額
43,891千円

３．持分法を適用した

場合の投資損失の

金額

1,108千円

１．関連会社に対する

投資の金額
60,000千円

２．持分法を適用した

場合の投資の金額
  47,454千円

３．持分法を適用した

場合の投資損失の

金額

   7,191千円

１．関連会社に対する

投資の金額
45,000千円

２．持分法を適用した

場合の投資の金額
  39,645千円

３．持分法を適用した

場合の投資損失の

金額

   5,354千円

 （注）前期まで関連会社であった株式会社アミューズボックスは、平成18年10月１日を合併期日とする株式会社メディア

ンを存続会社とした吸収合併により解散したため、当中間会計期間末において株式会社メディアンが関連会社に該当して

おります。そのため、上記の持分法を適用した場合の各金額は、株式会社アミューズボックスの平成18年８月１日から平

成18年９月末までの期間に係る損益計算書に計上された損失の持分相当額及び株式会社メディアンの直近の財務諸表に基

づき算定しております。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成17年８月１日
至　平成18年１月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日）

前事業年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

１株当たり純資産額 52,707.58円

１株当たり中間純損失

金額
20,992.35円

１株当たり純資産額 32,319.39円

１株当たり中間純損失

金額
7,082.28円

１株当たり純資産額 39,550.63円

１株当たり当期純損失

金額
32,666.08円

　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、潜在株式が

存在するものの１株当たり中間純損失

であるため、記載しておりません。

当社は平成17年６月20日付で株式１

株につき５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

れたものと仮定した場合の前中間会計

期間における１株当たり情報について

は下記のとおりとなります。

１株当たり純資産額

　　17,842.49円

１株当たり中間純利益金額

　　　　　　　　　　 1,426.48円

潜在株式調整後１株当たり中間純利益

金額

　　　　　　　　　　 1,400.20円

　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、潜在株式が

存在するものの１株当たり中間純損失

であるため、記載しておりません。

　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、潜在株式が

存在するものの１株当たり当期純損失

であるため、記載しておりません。

（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

(自　平成17年８月１日
至　平成18年１月31日)

当中間会計期間
(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

前事業年度
(自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額

中間（当期）純利益（△純損失）　　

　（千円）
△2,633,049 △1,019,628 △4,393,196

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利

益（△損失）　　　　　　（千円）
△2,633,049 △1,019,628 △4,393,196

期中平均株式数　　　　　（株） 125,429 143,969 134,488

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） － － －

（うち新株予約権）　　 （株） － － －

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間純利益の算定に

含めなかった潜在株式の概要

－ － －
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成17年８月１日
至　平成18年１月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

前事業年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

― １．会社分割による持株会社体制への移行 １．会社分割による持株会社体制への移行

　当社は、経営判断のスピードアップと業務の

効率化による利益改善を進めていくため、平成

18年９月22日開催の当社取締役会及び平成18年

10月25日開催の第13回定時株主総会の決議に基

づき、平成19年２月１日を期日として、当社の

直営事業部門及びフランチャイズ事業部門を会

社分割により持株会社へ移行し、あわせて当社

商号を「株式会社ネクストジャパンホールディ

ングス」と改称いたしました。

　当社は、経営判断のスピードアップと業務の

効率化による利益改善を進めていくため、平成

18年９月22日開催の当社取締役会において、平

成19年２月１日（予定）を期日として、当社の

直営事業部門及びフランチャイズ事業部門を会

社分割により分社し、持株会社へ移行すること

及び当社商号を「株式会社ネクストジャパン

ホールディングス」と改称することを決議し、

平成18年10月25日開催の第13期定時株主総会に

おいて承認されました。

 (1)会社分割の内容は以下のとおりでありま

　

 す。

 (1)会社分割の内容は以下のとおりでありま 

 す。

 事業部門 分社内容 

直営事業 当社を分割会社として、

当社の全額出資子会社

である株式会社ネクス

トジャパンを新設会社

とする分社型新設分割

（物的分割）方式

フランチャイズ事業 当社を分割会社として、

当社の全額出資子会社

である株式会社ネクス

トジャパンを新設会社

とする分社型新設分割

（物的分割）方式

(2)当社から各社へ承継させる資産及び負

債・資本の金額（平成19年１月31日現在）

は以下のとおりであります。

①株式会社ネクストジャパン 

 

承継資産
（単位：千円）

承継負債

流動資産 535,097

流動負債 189,542

固定負債 66,318

固定資産

その他
865,289

 承継資本

株主資本 1,144,526

②株式会社ネクストジャパンコンサルティン

グ 

 

承継資産
（単位：千円）

承継負債

流動資産 741,138

流動負債 38,034

固定負債 117,000

固定資産

その他
33,617

 承継資本

株主資本 619,721

 事業部門 分社内容 

直営事業 当社を分割会社として、

当社の全額出資子会社

である株式会社ネクス

トジャパンを新設会社

とする分社型新設分割

（物的分割）方式

フランチャイズ事業 当社を分割会社として、

当社の全額出資子会社

である株式会社ネクス

トジャパンを新設会社

とする分社型新設分割

（物的分割）方式

(2)当社から各社へ承継させる資産及び負債

の金額（平成18年7月31日現在）は以下のと

おりであります。

①株式会社ネクストジャパン 

 

承継資産
（単位：千円）

承継負債

流動資産 637,781 流動負債 614,979

固定資産

その他
1,273,498 固定負債 175,738

②株式会社ネクストジャパンコンサルティン

グ 

 

承継資産
（単位：千円）

承継負債

流動資産 776,698 流動負債 59,140

固定資産

その他
34,941 固定負債 159,000

 

 

 

 

 

 

 

２．希望退職者の募集について 

　当社は、平成18年10月17日開催の当社取締

役会において、経営体質のスリム化を指向し

「人員の適正化による人件費削減」の一環と

して希望退職者を募集することを決議いたし

ました。
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前中間会計期間
（自　平成17年８月１日
至　平成18年１月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

前事業年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

 

（1）募集人員 50名程度

（2）対象者 全従業員

（3）募集期間 平成18年10月23日から平成

18年10月31日まで

（4）実施時期 平成18年11月30

（5）その他 退職者に対し、会社都合扱

いの特別退職金を支給する。

これに伴う翌期以降の財政状態及び経営成

績に与える影響を現時点で見積もることは

困難でありますが、平成19年７月期に特別

退職金等を特別損失として計上する予定で

あります。
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５．生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績

　当社は、生産を行っておりませんので、記載すべき事項はありません。

(2）受注状況

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度における受注状況を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別

前中間会計期間
（自　平成17年８月１日
至　平成18年１月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日）

前事業年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

受注高
（千円）

受注残高
（千円）

受注高
（千円）

受注残高
（千円）

受注高
（千円）

受注残高
（千円）

会員制レジャー事業

フランチャイズ店舗開業時の

設備販売
141,482 － － － 274,124 －

　（注）１．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．フランチャイズ事業のうち、フランチャイズ店舗開業時の設備販売については受注を受けたのち販売する形

態となっております。その他の売上については受注形態による販売ではないため、受注実績については記載

すべき事項はありません。

３．直営事業については、店舗においてお客様の滞在時間に課金するシステムとなっておりますので、受注実績

については記載すべき事項はありません。

４．その他の事業については、受注形態による販売ではないため、受注実績については記載すべき事項がはあり

ません。

(3）販売実績

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度における事業部門別に示すと、次のとおりであります。

 

事業部門別
前中間会計期間

（自　平成17年８月１日
至　平成18年１月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日）

前事業年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

会員制レジャー事業（千円） 3,392,964 1,606,556 5,630,957

直営事業（千円） 1,657,875 1,170,340 3,218,258

フランチャイズ事業（千円） 1,735,089 435,215 2,412,699

その他の事業（千円） 77,382 39,961 97,357

合計（千円） 3,470,346 1,645,518 5,728,314

　（注）１．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　　２．直営事業とは、当社直営店舗における店舗運営売上であります。

　　　　３．フランチャイズ事業とは、フランチャイズ加盟店より加盟契約時に受け取る加盟金及びロイヤルティ（フ

　　　　　　ランチャイズ店舗の売上高の６％)、店舗開業時の設備販売、ゲーム機のレンタル収入等であります。

　　　　４．その他事業は、店舗設備・不動産賃貸収入であります。
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(4）直営店及びフランチャイズ加盟店の店舗数及び会員数

　会員制レジャー事業における直営店、フランチャイズ加盟店の店舗数及び会員数は以下のとおりであります。

　（注）　店舗数は開店営業中のもののみを表示しております。

地区名

前中間会計期間
（自　平成17年８月１日
至　平成18年１月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日）

前事業年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

直営店舗
フランチャ
イズ店舗

小計 直営店舗
フランチャ
イズ店舗

小計 直営店舗
フランチャ
イズ店舗

小計

北海道地区 － 7 7 － 5 5 1 6 7

東北地区 － 4 4 － 1 1 1 1 2

関東地区 3 17 20 1 12 13 2 13 15

中部地区 2 4 6 1 2 3 2 2 4

近畿地区 8 8 16 4 5 9 5 6 11

中国地区 － 2 2 － 2 2 － 3 3

九州地区 1 5 6 3 － 3 3 3 6

合計 14 47 61 9 27 36 14 34 48

(5）店舗坪数及び来店客数

　会員制レジャー事業における直営店及びフランチャイズ加盟店の店舗坪数及び来店客数は以下のとおりであります。

店舗区分

前中間会計期間
（自　平成17年８月１日
至　平成18年１月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日）

前事業年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

店舗坪数
（坪）

来店客数
（人）

店舗坪数
（坪）

来店客数
（人）

店舗坪数
（坪）

来店客数
（人）

直営店舗 15,191 1,324,312 9,629 824,065 15,274 2,409,737

フランチャイズ店舗 35,087 3,182,537 23,116 1,400,638 28,446 5,226,392

合計 50,278 4,506,849 32,745 2,224,703 43,721 7,636,129

(6）店舗売上高

　会員制レジャー事業における直営店及びフランチャイズ加盟店の売上高は以下のとおりであります。

店舗区分

前中間会計期間
（自　平成17年８月１日
至　平成18年１月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日）

前事業年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

売上高
（千円）

構成比
（％）

売上高
（千円）

構成比
（％）

売上高
（千円）

構成比
（％）

直営店舗 1,657,875 30.5 1,170,340 34.9 3,218,258 33.8

フランチャイズ店舗 3,778,409 69.5 2,186,608 65.1 6,302,659 66.2

合計 5,436,284 100.0 3,356,948 100.0 9,520,917 100.0

　（注）　本表の金額には、消費税等は含まれておりません。
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