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１．四半期連結財務情報の作成等に係る事項

①　四半期連結財務諸表の作成基準　　　　　　　　　　　　：　中間連結財務諸表作成基準

②　最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　：　無

③　連結及び持分法の適用範囲の異動の有無　　　　　　　　：　有

　連結（新規）２社　　（除外）―社　　　持分法（新規）―社　　（除外）―社

　　　　平成19年２月１日付で、当社の時間消費型複合レジャー施設直営事業部門を株式会社ネクストジャパンとして、

また同施設フランチャイズ事業部門を株式会社ネクストジャパンコンサルティングとして会社分割により分社化し、

当第３四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。

④　会計監査人の関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　有

　四半期連結財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規

則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための

手続きを受けております。

２．平成19年７月期第３四半期財務・業績の概況（平成18年８月１日～平成19年４月30日）

(1）連結経営成績の進捗状況 （百万円未満切捨）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年７月期第３四半期 2,213 ― △543 ― △502 ― △1,361 ―

18年７月期第３四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（参考）18年７月期 ― ― ― ― ― ― ― ―

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年７月期第３四半期 △9,459 34 ― ―

18年７月期第３四半期 ― ― ― ―

（参考）18年７月期 ― ― ― ―

　（注）1.　平成19年７月期第３四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、平成18年７月期第３四半期、

平成18年７月期及び対前年同四半期増減率については記載しておりません。

 2.　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、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。

［連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］

 

　当第３四半期連結会計期間の経済は、企業業績及び雇用情勢の回復が続いたものの、個人所得の改善が期待値ほど進ん

でおらず、また原油価格高騰ならびに金利及び税率の上昇懸念等のマイナス要因の中、個人消費が伸び悩み今後の景気の

牽引役となる見込みも薄く、景気は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業種の新規出店が続いており、時間制複合レジャー業界においても類

似業種の店舗数増加のため競争が激化しております。さらに、個人消費動向に変化が見られ、個人消費の二極化と嗜好の

多様化が続いております。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

ビスの創造および他社との差別化による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期首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、店舗設備や什器の国内における調達ルー
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トを確立し、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。

　また、当社は平成19年２月１日付で商号を「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分社化したことにより持株会社となり、連結経営体制へ移行いたしました。このたび

新設の株式会社ネクストジャパン及び株式会社ネクストジャパンコンサルティングは、両社とも当社の100％出資比率の子

会社であり、今後ネクストジャパングループとして効率的な経営と魅力ある事業の推進にあたってまいります。

　このような状況の下、当第３四半期の売上高は2,213百万円、経常損失は502百万円、当期純損失は1,361百万円となりま

した。

　事業の種類別セグメントの業績は以下のとおりであります。

  なお、当第３四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しており、前年同期比については前第３四半期会計期

間に係る四半期財務諸表と比較しております。

 

（直営事業）

　　直営事業におきましては、引き続き店舗運営力の強化のため店舗運営方法の改善及び料金体系の見直し、さらに一部

不採算店舗の撤退及びトライアル店実施を含めた新業態の開発等、業績の回復に向け尽力いたしました。その結果、当

第３四半期連結会計期間（平成18年８月１日～平成19年４月30日）における不採算店舗の撤退による閉店は５店舗であ

り、直営店は合計９店舗となりました。

　　当社グループが運営する「ＪＪＣＬＵＢ１００」直営既存店舗の当期における総売上高につきましては、対前年同期

比95.4％と前年を下回る結果となりました。さらに、当第３四半期連結会計期間の直営事業売上高は1,571百万円

（64.8％、前第３四半期直営店舗数15店舗）となりました。

　　具体的な施策の内容におきましては、店舗運営力の強化のため「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、顧客の属性及び行動履歴データより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材を店舗運営への再配置等の

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。また、

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。

　　一方では新業態開発のため直営既存店舗にて様々なトライアルを行ってまいりました。具体的には、最初のトライア

ル店である飲食メニューを取り揃えた小規模店舗用モデルの「ＪＪ‐ｃａｆｅ」（ジェイジェイカフェ）に加え、ご家

族のためのセットメニュー及び各種知育玩具等を充実させたＪＪｋｉｄ’ｓ（ジェイエジェイキッズ）コーナーを併設

した大規模店舗用モデルの「ＪＪＣＬＵＢ１００橿原店」、「ＪＪＣＬＵＢ１００」モデルに飲食メニューを導入した

中規模店舗用モデルの「ＪＪＣＬＵＢ１００姫路飾磨店」、さらに「ＪＪＣＬＵＢ１００」既存店舗に風営法対象ゲー

ム機を導入したモデルの「ＪＪＣＬＵＢ１００鹿児島大学前店」などです。

　　このような様々なトライアルの結果、多数の風営法対象ゲーム機とご利用アイテム毎に課金する都度課金制を導入し

た新業態店舗を確立し、新ブランド「ＪＪ遊’ｓ」として平成19年４月７日大阪府大東市に１店舗目をオープンいたし

ました。この「ＪＪ遊’ｓ」と現在の既存事業「ＪＪＣＬＵＢ１００」を事業の核とし、地域特性も考慮しながらお客

様にとってより魅力のあるサービス提供を模索し、引き続き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、当第３四半期連結会計期間（平成18年８月１日～平成19年４月30日）における

閉店数は９店舗であり、結果としてフランチャイズ店は合計２５店舗となりました。また、当第３四半期連結会計期間

においては、新規出店及び前第３四半期に行ったＳＯＦＣ（一旦直営店として出店した店舗を、営業状態が安定した数ヵ

月後にフランチャイズ化するスキーム）での出店もありませんでした。この結果、フランチャイズ事業の売上高は592百

万円（前年同期比27.0％、前第３四半期フランチャイズ店舗数41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進めている結果、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うことによる売場構成の改編など収益の改善を図っております。

　　このような運営の結果、当第３四半期連結会計期間は、フランチャイズ店舗売上高は総店舗数が減っていることもあ

り、3,067百万円（前年同期比59.6％）となりました。

　　当社グループでは、今後も一層の運営改善を進め、業績の回復に向け尽力してまいります。

 

（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広告事業などに取り組んでおります。引き続き、「Ｊ

ＪＣＬＵＢ１００」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、事業の拡大化を目指してまいります。

　　この結果、Ｗｅｂ広告事業の減収による影響などもあり、当第３四半期連結会計期間（平成18年８月１日～平成19年

４月30日）における売上高50百万円（前年同期比43.1％）となりました。
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(2）連結財政状態の変動状況 （百万円未満切捨）

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７月期第３四半期 6,890 4,303 62.5 29,891 44

18年７月期第３四半期 ― ― ― ― ―

（参考）18年７月期 ― ― ― ― ―

（注）　平成19年７月期第３四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、平成18年７月期第３四半期及

　　　び平成18年７月期については記載しておりません。 

 

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （百万円未満切捨）

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７月期第３四半期 △760 △876 △503 4,875

18年７月期第３四半期 ― ― ― ―

（参考）18年７月期 ― ― ― ―

（注）　平成19年７月期第３四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、平成18年７月期第３四半期及

　　　び平成18年７月期については記載しておりません。 

 

［連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等］

  当第３四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しており、前期末比については前事業年度の財務諸表と比較

しております。

 

（財政状態の状況）

　総資産につきましては、前期末と比較して2,566百万円減少して6,890百万円となりました。これは主として第３四半期

純損失に伴う現金預金の減少2,136百万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1,175百万円減少して2,587百万円となりました。これは主として未払金の減少

305百万円、長期借入金の減少494百万円ならびに長期預り保証金の減少153百万円によるものであります。

 

（キャッシュ・フローの状況）

　当第３四半期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2,136百万円減少し、当第３四

半期末には4,875百万円となりました。

　各キャッシュ・フローの状況とその要因は次の通りであります。

 

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760百万円となりました。これは、主に税金等調整前第３四半期純損失1,342百万円等

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

　　投資活動の結果使用した資金は876百万円となりました。これは主に無形固定資産の取得による支出313百万円及び有

形固定資産の取得による支出768百万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

　　財務活動の結果使用した資金は503百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出476百万円等によ

るものであります。
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３．平成19年７月期の連結業績予想（平成18年８月１日～平成19年７月31日）

 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

［業績予想に関する定性的情報等］

 

　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、今後も引き続き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など、新業態店舗を含めた当社グループが運営する複合レジャー施設のサービスの質的向上

と地域特性に合わせた店舗運営を行い、お客様により魅力的なサービスを提供することで再来店頻度の向上を図ってまい

ります。

　なお、当社は平成19年２月１日付で商号を「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の会社分割によって持株会社へ移行いたしました。従いまして、当第３四半期会計期間

より連結会計に移行しております。

　業績予想につきましては、現時点に起きましては連結・個別ともに平成18年12月15日に公表した通期の業績予想に変更

はございません。

 

　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ことは控えられるようお願いいたします。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得ることをご承知おきください。

［添付資料］

４．四半期連結財務諸表

(1）四半期連結貸借対照表

(2）四半期連結損益計算書

(3）四半期連結株主資本等変動計算書

(4）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(5）注記事項等

－ 4 －



４．四半期連結財務諸表

(1）四半期連結貸借対照表

  
当第３四半期連結会計期間末

（平成19年４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  ※2  4,919,013  

２．売掛金   36,514  

３．たな卸資産   46,904  

４．その他 ※3  151,072  

貸倒引当金   △748  

流動資産合計   5,152,757 74.8

Ⅱ　固定資産     

１．有形固定資産  ※1    

(1）建物及び構築物  483,011   

(2）器具備品  455,530   

(3）その他  3,988 942,530  

２．無形固定資産   362,698  

３．投資その他の資産     

(1）差入保証金  222,696   

(2）その他  375,770   

貸倒引当金  △165,764 432,702  

固定資産合計   1,737,930 25.2

資産合計   6,890,688 100.0
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当第３四半期連結会計期間末

（平成19年４月30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   30,230  

２．1年以内返済予定の長期借入金   695,710  

３．賞与引当金   9,450  

４．その他   239,277  

流動負債合計   974,669 14.1

Ⅱ　固定負債     

１．長期借入金   1,433,706  

２．その他   178,872  

固定負債合計   1,612,578 23.4

負債合計   2,587,247 37.5

     

（純資産の部）     

Ⅰ　株主資本     

１．資本金   4,629,502 67.2

２．資本剰余金   4,725,534 68.6

３．利益剰余金   △5,031,352 △73.0

４．自己株式   △702 △0.1

株主資本合計   4,322,983 62.7

Ⅱ　評価・換算差額等     

１．その他有価証券評価差額金   △19,542 △0.2

評価・換算差額等合計   △19,542 △0.2

純資産合計   4,303,440 62.5

負債純資産合計   6,890,688 100.0
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(2）四半期連結損益計算書

  
当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成19年４月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   2,213,340 100.0

Ⅱ　売上原価   1,964,245 88.7

売上総利益   249,094 11.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1  792,119 35.8

営業損失   543,024 △24.5

Ⅳ　営業外収益     

　１．受取利息  3,497   

　２．受取配当金  29   

　３．保険解約金  13,151   

　４．解約違約金  12,287   

　５．その他  45,619 74,585 3.3

Ⅴ　営業外費用     

　１．支払利息  18,155   

　２．支払手数料  6,000   

　３．その他  9,473 33,628 1.5

経常損失   502,068 △22.7

Ⅵ　特別利益   ― ―

Ⅶ　特別損失     

　１．減損損失  ※2 363,355   

　２．特別退職金  46,555   

　３．たな卸資産廃棄損  34,408   

　４．事業整理損  274,849   

　５．固定資産除却損  32,118   

　６．固定資産売却損  ※3 60   

　７．投資有価証券評価損  64,945   

　８．投資有価証券売却損  24,322 840,614 38.0

税金等調整前第３四半期純損失   1,342,682 △60.7

法人税、住民税及び事業税   19,168 0.8

第３四半期純損失   1,361,851 △61.5
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(3）四半期連結株主資本等変動計算書

当第３四半期連結会計期間（自　平成18年８月１日　至　平成19年４月30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

平成18年７月31日　残高
（千円）

4,629,502 4,725,534 △3,669,500 △702 5,684,834

第３四半期連結会計期間中の変動
額

第３四半期純損失   △1,361,851  △1,361,851

株主資本以外の項目の第３四半
期連結会計期間中の変動額
（純額）

     

第３四半期連結会計期間中の変動
額合計（千円）

― ― △1,361,851 ― △1,361,851

平成19年４月30日　残高
（千円）

4,629,502 4,725,534 △5,031,352 △702 4,322,983

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

第３四半期連結会計期間中の変動
額

第３四半期純損失   △1,361,851

株主資本以外の項目の第３四半
期連結会計期間中の変動額
（純額）

△28,772 △28,772 △28,772

第３四半期連結会計期間中の変動
額合計（千円）

△28,772 △28,772 △1,390,623

平成19年４月30日　残高
（千円）

△19,542 △19,542 4,303,440
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(4）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成19年４月30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   

税金等調整前第３四半期純損失  △1,342,682

減価償却費  286,041

減損損失  363,355

貸倒引当金の増加額  36,810

受取利息及び受取配当金  △3,526

支払利息  18,155

固定資産除却損  32,118

売上債権の減少額  20,526

たな卸資産の減少額  13,128

仕入債務の減少額  △33,331

未払金の減少額  △230,115

その他  △54,683

小計  △894,204

利息及び配当金の受取額  3,488

利息の支払額  △16,687

法人税等の支払額  △25,866

法人税等還付金の受取額  173,000

営業活動によるキャッシュ・フロー  △760,269

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  △15,000

有形固定資産の取得による支出  △768,617

無形固定資産の取得による支出  △313,400

その他  220,386

投資活動によるキャッシュ・フロー  △876,631

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出  △476,080

その他  △27,752

財務活動によるキャッシュ・フロー  △503,832

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  4,236

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（減少：△）  △2,136,496

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  7,012,355

Ⅶ　現金及び現金同等物の第３四半期末残高  4,875,859
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

 

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成19年４月30日）

　当社グループ(※)は、時間制複合レジャー業界を取り巻く競合環境の変化などにより大幅な減収となり、前事業年度は906,514千円、当

第３四半期連結会計期間は543,024千円の営業損失となり、また、営業キャッシュ・フローも前事業年度は、1,302,501千円、当第３四半期

連結会計期間は760,269千円のマイナスとなっております。当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。

　当社グループは、当該状況を解消すべく以下の施策を実施しております。 

 

１．経費の削減

　　　当社グループは、不採算店舗の閉鎖及び運営店舗の経営体制の見直しによる経費削減を行っているほか、経営効率化の一環として東

京支社及び中国事務所の閉鎖、本社の移転により経営資源の集約をし、さらには人員の適正化のための希望退職者の募集による人件費

の削減の実施により、赤字体質の改善に努めております。

２．収益性の改善

　　　経費削減の実施と同時に、当社グループでは新たな収益構造を創出することによる収益性の改善に取り組んでおります。具体的には、

飲食メニューを取り揃えた小規模店舗用モデルの「ＪＪ-ｃａｆｅ」、「ＪＪ-ｃａｆｅ」とご家族のためのセットメニュー及び各種知

育玩具等を充実させたＪＪｋｉｄ’ｓコーナーを併設した大規模店舗用モデル、また「ＪＪＣＬＵＢ１００」既存店舗に飲食メニュー

を導入した中規模店舗用モデル、さらには「ＪＪＣＬＵＢ１００」既存店舗に風営対象ゲーム機を導入したモデルなど、地域特性も考

慮しながらお客様にとってより魅力のあるサービス提供を模索しながらトライアル店舗を出店し、検証を行っております。

　このような様々なトライアルの結果、多数の風営法対象ゲーム機とご利用アイテム毎に課金する都度課金制を導入した新業態店舗を

確立し、新ブランド「ＪＪ遊’ｓ」として既に平成19年４月７日大阪府大東市に１店舗目をオープンいたしました。この新業態「ＪＪ

遊’ｓ」と現在の既存業態「ＪＪＣＬＵＢ１００」を事業の核とし、一層の収益性の改善に努めております。

 

　また、当社グループは現在、資金面において業績改善に必要な設備投資及び新事業創出のための必要経費等充当するための十分な資金を

保有しており、当第３四半期連結会計期間以降においても金融機関からの融資が継続されているということもあり、当面資金繰りに支障は

ないものと考えております。

　従いまして、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の状況を四半期連結財務諸表には反映

しておりません。

 

　※当社は平成19年２月１日を期日として会社分割により分社し、持株会社へ移行しているため、当第３四半期連結会計期間より第３四半

期連結財務諸表を作成しております。
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成19年４月30日）

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社　２社

　　会社名：株式会社ネクストジャパン 

　なお、株式会社ネクストジャパンは平成19年２月１日付で当社

の時間消費型複合レジャー施設事業直営部門を分社して新設され

たものです。

　　会社名：株式会社ネクストジャパンコンサルティング

　なお、株式会社ネクストジャパンコンサルティングは平成19年

２月１日付で当社の時間消費型複合レジャー施設事業フランチャ

イズ部門を分社して新設されたものです。

２．連結子会社の四半期決算日等に

関する事項

　連結子会社の第３四半期決算日は、第３四半期連結決算日と一致して

おります。

 

 

３．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有価証券

時価のあるもの

 　 　第３四半期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。

  　　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。

 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。

 (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

　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通りです。

 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。

 ③長期前払費用

均等償却を採用しております。

  

 (3）重要な引当金の計上基準

　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。

　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。
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項目
当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成19年４月30日）

 (4）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。

 (5）その他四半期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

　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。 

 

４．四半期連結キャッシュ・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。
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(5）注記事項等

（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間末
（平成19年４月30日）

※1.有形固定資産の減価償却累計額

 　473,361千円

　　　　　　　　

※2.担保に供している資産

　　現金及び預金20,136千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、相殺の上、金銭的重要性が乏しいため流動資

産の「その他」に含めて表示しております。

 

（四半期連結損益計算書関係）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成19年４月30日）

※1.販売費及び一般管理費のうち主要なもの 

  従業員給与手当　　　　　　　132,308千円

　減価償却費　　　　　　　　　 82,984千円

  支払手数料　　　　　　　　　128,687千円

  貸倒引当金繰入額　 　　　　　30,112千円

  賞与引当金繰入額　　　　　　　2,418千円

 

※2.減損損失

　　当第３四半期連結会計期間において、当社グループ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） 

 奈良県橿原市他 店舗 建物附属設備等 363,355

 

　当社グループはキャッシュ・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

　減損損失内訳

 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 

　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。

 

※3.固定資産売却損の内訳

 　　  その他（車両運搬具）　　　　　　60千円

 　

 4.減価償却実施額

 　  　有形固定資産　　  　　　    221,245千円

 　  　無形固定資産　　 　　　      64,796千円
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（四半期連結株主資本等変動計算書関係）

当第３四半期連結会計期間（自　平成18年８月１日　至　平成19年４月30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

前連結会計年度末株
式数（株）

当第３四半期連結会
計期間増加株式数

（株）

当第３四半期連結会
計期間減少株式数

（株）

当第３四半期連結会
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
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成19年４月30日）

１．現金及び現金同等物の第３四半期末残高と四半期連結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 4,919,013千円

 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △43,153千円

 現金及び現金同等物 4,875,859千円

 

（リース取引関係）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成19年４月30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、減損損失累計額相当額及

び四半期末残高相当額

 
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）

第３四半期末
残高相当額

(千円)

機械装置 47,603 33,080 14,522 ―

器具備品 362,260 115,850 211,166 35,243

合計 409,864 148,931 225,689 35,243

(2）未経過リース料第３四半期末残高相当額等

未経過リース料第３四半期末残高相当額

１年内 71,659千円

１年超 75,527千円

合計 147,187千円

リース資産減損勘定の残高 111,875千円

(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

支払リース料 122,002千円

リース資産減損勘定の取崩額 134,793千円

減価償却費相当額 6,177千円

支払利息相当額 6,737千円

減損損失 615千円

(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。
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（有価証券関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成19年４月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
四半期連結貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）

(1）株式 90,546 70,642 △19,904

(2）その他 3,054 3,415 361

合計 93,600 74,057 △19,542

（注）当第３四半期連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について64,945千円の減損処理を行ってお

ります。

　なお、減損処理にあたっては、第３四半期連結会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合に

は全て減損処理を行い、30％～50％程下落した場合には回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処

理を行っております。

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 四半期連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 55,000

 事業投資組合出資金 28,594

（デリバティブ取引関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成19年４月30日現在）

　第３四半期末残高がないため、該当事項はありません。

 

（ストック・オプション等関係）

当第３四半期連結会計期間（自　平成18年８月１日　至　平成19年４月30日）

　当第３四半期連結会計期間中に付与したストック・オプションはないため、該当事項はありません。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間（自　平成18年８月１日　至　平成19年４月30日）

 
直営事業
（千円）

フランチャイ
ズ事業
（千円）

その他の
事業
（千円）

計（千円）
消去又は
全社
（千円）

連結
（千円）

　売上高

(1)外部顧客に対する売上高 1,571,105 592,168 50,066 2,213,340 ― 2,213,340

(2)セグメント間の内部売上高又は振

替高
― ― ― ― ― ―

 計 1,571,105 592,168 50,066 2,213,340 ― 2,213,340

営業費用 2,103,814 610,250 42,300 2,756,365 ― 2,756,365

営業利益（△：営業損失） △532,709 △18,081 7,766 △543,024 ― △543,024

　（注）１．事業区分は、事業の内容によっております。

 　　　 ２．各事業区分に属する主要な事業内容

        （1）直営事業

　　         時間消費型会員制複合レジャー施設「ＪＪクラブ100」の直営店舗の運営

        （2）フランチャイズ事業

　　         フランチャイズチェーン本部の運営管理及び商品、什器・備品等の販売等

        （3）その他の事業

　　         ｅコマース事業、デジタルコンテンツ配信事業及びＷｅｂ広告事業等

３．配賦不能営業費用はありません。

【所在地別セグメント情報】

　　 当第３四半期連結会計期間（自　平成18年８月１日　至　平成19年４月30日）

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

【海外売上高】

　　 当第３四半期連結会計期間（自　平成18年８月１日　至　平成19年４月30日）

　　　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、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）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成19年４月30日）

１株当たり純資産額 29,891円　44銭

１株当たり四半期純損失金額 9,459円　34銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり第３四半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株当たり第３四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

 
当第３四半期連結会計期間
(自　平成18年８月１日
至　平成19年４月30日)

１株当たり第３四半期純損失  

第３四半期純損失（千円） 1,361,851

普通株主に帰属しない金額（千円） ―

普通株式に係る第３四半期純損失（千円） 1,361,851

期中平均株式数（株）

 

143,969
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(財)財務会計基準機構会員  

平成19年７月期　第３四半期財務・業績の概況（個別）
 平成19年６月15日

上場会社名　株式会社ネクストジャパンホールディングス 　（コード番号：２４０９　　東証マザーズ）

（ＵＲＬ　http://www.nextjapan.com/　）  

問合せ先　　代表者役職・氏名　　代表取締役社長　渡邊　一正 　ＴＥＬ：（０６）６３３０－７８７８　　　　　

　　　　　　責任者役職・氏名　　取締役　　　　　藤原　治  

１．四半期財務情報の作成等に係る事項

①　四半期財務諸表の作成基準　　　　　　　　　　　　　　：　中間財務諸表作成基準

②　最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　：　無

③　会計監査人の関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　有

　四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取

扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続きを

受けております。

２．平成19年７月期第３四半期財務・業績の概況（平成18年８月１日～平成19年４月30日）

(1）経営成績の進捗状況 （百万円未満切捨）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年７月期第３四半期 1,727 △63.5 △366 ― △322 ― △1,159 ―

18年７月期第３四半期 4,735 △2.5 △471 ― △546 ― △3,055 ―

（参考）18年７月期 5,728  △906  △999  △4,393  

１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭

19年７月期第３四半期 △8,055 14

18年７月期第３四半期 △23,273 15

（参考）18年７月期 △32,666 　　　　 08

　（注）1.　売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

　　　　2.　平成19年２月１日付の持株会社への移行により、個別業績におきましては、下期から連結子会社からの経営

指導料等を売上に計上しております。

 

(2）財政状態の変動状況 （百万円未満切捨）

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７月期第３四半期 6,707 4,505 67.2 31,295 64

18年７月期第３四半期 11,326 7,079 62.5 49,173 52

（参考）18年７月期 9,456 5,694 60.2 39,550 63

３．平成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）

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
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４．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

18年７月期 ― ― ― ― ― ―

19年７月期（実績） ― ― ― ― ―
―

19年７月期（予想） ― ― ― ― ―

 

［添付資料］

５．四半期財務諸表

(1）四半期貸借対照表

(2）四半期損益計算書

(3）四半期株主資本等変動計算書

  (4）四半期キャッシュ・フロー計算書

(5）注記事項等
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５．四半期財務諸表

(1）四半期貸借対照表

  
前第３四半期会計期間末
（平成18年４月30日）

当第３四半期会計期間末
（平成19年４月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年７月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金 ※2  8,451,943   3,862,499   7,055,503  

２．売掛金   94,170   25,394   73,215  

３．商品   95,006   ―   78,126  

４．その他 ※3  425,766   143,691   436,591  

貸倒引当金   △3,420   △1,255   △1,946  

流動資産合計   9,063,466 80.0  4,030,328 60.1  7,641,490 80.8

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※1          

(1）建物  537,730   9,331   420,579   

(2）器具備品  130,702   12,870   252,295   

(3）その他  567,918   ―   207,241   

計  1,236,351  10.9 22,201  0.3 880,116  9.3

２．無形固定資産  87,572  0.8 259,239  3.9 112,912  1.2

３．投資その他の資産           

(1）関係会社株式  ―   1,764,248   ―   

(2）関係会社長期
貸付金

 ―   426,959   ―   

(3）差入保証金  371,989   40,171   366,187   

(4）その他  692,098   298,837   583,830   

貸倒引当金  △125,468   △134,941   △127,754   

計  938,619  8.3 2,395,274  35.7 822,264  8.7

固定資産合計   2,262,543 20.0  2,676,715 39.9  1,815,292 19.2

資産合計   11,326,009 100.0  6,707,044 100.0  9,456,783 100.0
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前第３四半期会計期間末
（平成18年４月30日）

当第３四半期会計期間末
（平成19年４月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年７月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金   62,230   ―   63,562  

２．１年以内返済予定
の長期借入金

  676,847   695,710   676,880  

３．未払金   553,475   35,458   458,384  

４．１年以内支払予定
の長期未払金

  23,170   ―   26,246  

５．賞与引当金   18,566   2,160   35,472  

６．その他   267,017   18,247   216,504  

流動負債合計   1,601,307 14.1  751,576 11.2  1,477,050 15.6

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金   2,129,416   1,433,706   1,928,616  

２．長期未払金   12,473   ―   1,505  

３．繰延税金負債   38,022   ―   6,153  

４．長期預り保証金   302,160   16,160   275,160  

５．その他   163,168   ―   74,233  

固定負債合計   2,645,239 23.4  1,449,866 21.6  2,285,668 24.2

負債合計   4,246,547 37.5  2,201,442 32.8  3,762,718 39.8
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前第３四半期会計期間末
（平成18年４月30日）

当第３四半期会計期間末
（平成19年４月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年７月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   4,629,502 40.9  ― ―  ― ―

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  4,725,534   ―  ― ―   

資本剰余金合計   4,725,534 41.7     ― ―

Ⅲ　利益剰余金           

１．利益準備金  2,553   ―   ―   

２．第３四半期未処理
損失

 △2,334,460   ―   ―   

利益剰余金合計   △2,331,906 △20.6  ― ―  ― ―

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  57,033 0.5  ― ―  ― ―

Ⅴ　自己株式   △702 △0.0  ― ―  ― ―

資本合計   7,079,462 62.5  ― ―  ― ―

負債資本合計   11,326,009 100.0  ― ―  ― ―

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   ― ―  4,629,502 69.0  4,629,502 48.9

２．資本剰余金           

(1）資本準備金  ―   4,725,534   4,725,534   

資本剰余金合計   ― ―  4,725,534 70.5  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  ―   △4,831,745   △3,672,054   

利益剰余金合計   ― ―  △4,829,191 △72.0  △3,669,500 △38.8

４．自己株式   ― ―  △702 △0.0  △702 △0.0

株主資本合計   ― ―  4,525,143 67.5  5,684,834 60.1

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券
　　評価差額金

  ―   △19,542   9,230  

評価・換算差額等
合計

  ― ―  △19,542 0.3  9,230 0.1

純資産合計   ― ―  4,505,601 67.2  5,694,064 60.2

負債純資産合計   ― ―  6,707,044 100.0  9,456,783 100.0

           

－ 23 －



(2）四半期損益計算書

  
前第３四半期会計期間

（自　平成17年８月１日
至　平成18年４月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成19年４月30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   4,735,011 100.0  1,727,573 100.0  5,728,315 100.0

Ⅱ　売上原価   4,043,937 85.4  1,491,245 86.3  4,997,087 87.2

売上総利益   691,074 14.6  236,328 13.7  731,227 12.8

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  1,163,049 24.6  602,897 34.9  1,637,741 28.6

営業損失   471,974 △10.0  366,569 △21.2  906,514 △15.8

Ⅳ　営業外収益 ※1  8,759 0.2  77,399 4.5  19,860 0.4

Ⅴ　営業外費用 ※2  83,383 1.7  33,192 1.9  112,559 2.0

経常損失   546,597 △11.5  322,361 △18.6  999,213 △17.4

Ⅵ　特別利益 ※3  110 0.0  ― ―  110 0.0

Ⅶ　特別損失 ※4  2,393,233 50.6  818,645 47.4  3,275,165 57.2

税引前第３四半期
（当期）純損失

  2,939,720 △62.1  1,141,006 △66.0  4,274,267 △74.6

法人税、住民税及
び事業税

 6,957   18,684   10,003   

法人税等調整額  108,924 115,881 2.4 ― 18,684 1.1 108,924 118,928 2.1

第３四半期（当
期）純損失

  3,055,601 △64.5  1,159,690 △67.1  4,393,196 △76.7

前期繰越利益   721,741   ―   ―  

第３四半期未処理
損失

  2,334,460   ―   ―  
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(3）四半期株主資本等変動計算書

当第３四半期会計期間（自　平成18年８月１日　至　平成19年４月30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

第３四半期会計期間中の
変動額

第３四半期純損失（千円） ― ― ― ― △1,159,690 △1,159,690 ― ―

株主資本以外の項目の第３四
半期会計期間中の変動額（純
額）（千円)

― ― ― ― ― ― ― ―

第３四半期会計期間中の変動額
合計（千円）

― ― ― ― △1,159,690 △1,159,690 ― △1,159,690

平成19年４月30日　残高
（千円）

4,629,502 4,725,534 4,725,534 2,553 △4,831,745 △4,829,191 △702 4,525,143

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

第３四半期会計期間中の
変動額

第３四半期純損失（千円） ― ― ―

株主資本以外の項目の第３四
半期会計期間中の変動額（純
額）（千円）

△28,772 △28,772 △28,772

第３四半期会計期間中の変動額
合計（千円）

△28,772 △28,772 △1,188,463

平成19年４月30日　残高
（千円）

△19,542 △19,542 4,505,601
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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（千円） 3,004,592 3,004,574 3,004,574 ― ― ― ― 6,009,166

当期純利益（△：純損失）（千
円）

― ― ― ― △4,393,196 △4,393,196 ― △4,393,196

自己株式の取得（千円） ― ― ― ― ― ― △702 △702

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）(千円)

― ― ― ― ― ― ― ―

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（千円） ― ― 6,009,166

当期純利益（△：純損失）
（千円）

― ― △4,393,196

自己株式の取得（千円） ― ― △702

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）
（千円）

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
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(4）四半期キャッシュ・フロー計算書

  
前第３四半期会計期間

（自　平成17年８月１日
至　平成18年４月30日）

前事業年度
（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）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前第３四半期（当期）純利益
（損失：△）

 △2,939,720 △4,274,267

減価償却費  362,878 441,261

減損損失  2,203,994 2,675,342

事業整理損  ― 119,327

貸倒引当金の増減額（減少：△）  33,499 34,311

賞与引当金増減額（減少：△）  △37,633 △20,727

受取利息及び受取配当金  △196 △234

支払利息  21,891 29,415

為替差損益（益：△）  △1,678 △2,629

デリバティブ評価損益（益：△）  △1,774 △2,332

固定資産売却益  △110 △110

固定資産除却損  22,042 107,485

新株発行費  11,650 11,650

社債発行費  28,465 28,465

売上債権の増減額（増加：△）  268,171 277,255

たな卸資産の増減額（増加：△）  415,594 432,474

未収入金の増減額（増加：△）  2,622 5,743

前払費用の増減額（増加：△）  △20,499 17,544

その他資産の増減額（増加：△）  △1,632 △57,161

長期前払費用の増減額（増加：△）  15,959 31,655

仕入債務の増減額（減少：△）  △93,443 △92,111

未払金の増減額（減少：△）  △137,402 △321,771

その他負債の増加額（減少：△）  △60,339 △213,609

長期預り保証金の入金による収入  △39,000 39,000

長期預り保証金の返金による支出  △30,000 △57,000

小計  △101,337 △791,023

利息及び配当金の受取額  160 223

利息の支払額  △22,691 △31,194

法人税等の支払額  △459,555 △480,505

法人税等還付金の受取額  ― ―

営業活動によるキャッシュ・フロー  △380,749 △1,302,501
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前第３四半期会計期間

（自　平成17年８月１日
至　平成18年４月30日）

前事業年度
（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）

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  △215,141 △170,141

関係会社株式の取得による支出  ― △45,000

有形固定資産の取得による支出  △1,379,509 △1,525,652

有形固定資産の売却による支出  1,457 1,457

無形固定資産の取得による支出  △66,732 △122,256

差入保証金の払込みによる支出  △40,713 △108,963

差入保証金の返還による収入  32,038 42,038

その他  △22,911 △29,978

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,691,512 △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  △428,149 △628,916

長期未払金の返済による支出  △39,757 △47,648

自己株式の取得による支出  △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  997,515 997,515

財務活動によるキャッシュ・フロー  7,750,441 7,541,783

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  1,678 2,629

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（減少：△）  5,679,858 4,283,413

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  2,728,942 2,728,942

Ⅶ　現金及び現金同等物の第３四半期末（期末）
残高

 8,408,801 7,012,355
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

 

前第３四半期会計期間
（自　平成17年８月１日
至　平成18年４月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成19年４月30日）

前事業年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

 ―

 

 

  当社グループ（※）は、時間制複合レ

ジャー業界を取り巻く競合環境の変化な

どにより大幅な減収となり、前事業年度

は906,514千円、当第３四半期連結会計

期間は543,024千円の営業損失となり、

また、営業キャッシュ・フローも前事業

年度は、1,302,501千円、当第３四半期

連結会計期間は760,269千円のマイナス

となっております。当該状況により、継

続企業の前提に関する重要な疑義が存在

しております。

　当社グループは、当該状況を解消すべ

く以下の施策を実施しております。

 

１．経費の削減

　当社グループは、不採算店舗の閉鎖

及び運営店舗の経営体制の見直しによ

る経費削減を行っているほか、経営効

率化の一環として東京支社及び中国事

務所の閉鎖、本社の移転により経営資

源を集約し、また人員の適正化のため

の希望退職者の募集による人件費の削

減の実施により、赤字体質の改善に努

めております。

２．収益性の改善

　経費削減の実施と同時に、当社グ

ループでは新たな収益構造を創出する

ことによる収益性の改善に取り組んで

おります。

　具体的には、飲食メニューを取り揃

えた小規模店舗用モデルの「ＪＪ-ｃ

ａｆｅ」、「ＪＪ-ｃａｆｅ」とご家

族のためのセットメニュー及び各種知

育玩具等を充実させたＪＪｋｉｄ’ｓ

コーナーを併設した大規模店舗用モデ

ル、また「ＪＪＣＬＵＢ１００」既存

店舗に飲食メニューを導入した中規模

店舗用モデル、さらには「ＪＪＣＬＵ

Ｂ１００」既存店舗に風営法対象ゲー

ム機を導入したモデルなど、地域特性

も考慮しながらお客様にとってより魅

力のあるサービス提供を模索しながら

トライアル店舗を出店し、検証を行っ

ております。

―
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前第３四半期会計期間
（自　平成17年８月１日
至　平成18年４月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成19年４月30日）

前事業年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

 ―

 

 

　このような様々なトライアルの結果、

多数の風営法対象ゲーム機とご利用ア

イテム毎に課金する都度課金制を導入

した新業態店舗を確立し、新ブランド

「ＪＪ遊’ｓ」として既に平成19年４

月７日大阪府大東市に１店舗目をオー

プンいたしました。この新業態「ＪＪ

遊’ｓ」と現在の既存業態「ＪＪＣＬ

ＵＢ１００」を事業の核とし、一層の

収益性の改善に努めております。

 

　また、当社グループは現在、資金面に

おいて業績改善に必要な設備投資及び新

事業創出のための必要経費等充当するた

めの十分な資金を保有しており、当第３

四半期連結会計期間以降においても金融

機関からの融資が継続されているという

こともあり、当面資金繰りに支障はない

ものと考えております。

　従いまして、四半期財務諸表は継続企

業を前提として作成されており、このよ

うな重要な疑義の状況を四半期財務諸表

には反映しておりません

 

※当社は、平成19年２月１日を期日とし

て会社分割により分社し、持株会社へ移

行しています。直営事業、フランチャイ

ズ事業共に実質的な業務は連結子会社に

て実施しているため、当該注記は当社グ

ループとして記載しております。

 

―
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前第３四半期会計期間

（自　平成17年８月１日
至　平成18年４月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成19年４月30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

(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

(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 

 第３四半期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。 

時価のあるもの

第３四半期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。

　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。

 時価のないもの

 同左

 時価のないもの

 同左

    

 (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 

 

 

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。

 建物   10年～18年 

 器具備品 2年～8年 　　　

(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。

 建物 10年～18年 

 器具備品 2年～8年 　　　

(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 　　　

    

 (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 

 

 

 (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
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項目
前第３四半期会計期間

（自　平成17年８月１日
至　平成18年４月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成19年４月30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．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。

（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。

 

―

 

 

―

（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。

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。

（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。

 

（1）貸倒引当金

 同左

 

 

 

 

 

（2）賞与引当金

 同左

（1）貸倒引当金

 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 

 

 

６．四半期キャッシュ・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。

 

―

 

 

　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。

 

 ７．その他四半期財務諸表

（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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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前第３四半期会計期間
（自　平成17年８月１日
至　平成18年４月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成19年４月30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．固定資産の減損に係る会計処理

　当第３四半期会計期間から、「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。

 これにより税引前第３四半期純損失は

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準じて各資産の金額から

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。

 

表示方法の変更

前第３四半期会計期間
（自　平成17年８月１日
至　平成18年４月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成19年４月30日）

 ―

 

 

 1.　「関係会社株式」は、前第３四半期会計期間末まで、

投資その他の資産の「その他」に含めて表示しており

ましたが、当第３四半期会計期間末において資産総額

の100分の５を超えたため区分掲記しております。

　なお、前第３四半期会計期間末の「関係会社株式」

の金額は45,000千円であります。
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追加情報

前第３四半期会計期間
（自　平成17年８月１日
至　平成18年４月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成19年４月30日）

前事業年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

 ―

 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等）

　当第3四半期会計期間より、「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、4,505,601千円であります。

 ―
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(5）注記事項等

（四半期貸借対照表関係）

前第３四半期会計期間末
（平成18年４月30日）

当第３四半期会計期間末
（平成19年４月30日）

前事業年度末
（平成18年７月31日）

※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

　　　　　　　　1,290,517千円 14,408千円 　　　　　　　　597,220千円

※2.担保資産及び担保付債務 ※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。

 

※3.消費税等の扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺の上、

金銭的重要性が乏しいため流動資産の「その

他」に含めて表示しております。

　現金及び預金20,136千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.消費税等の扱い

　同左

　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.　　　　　　　　―

　

（四半期損益計算書関係）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年８月１日
至　平成18年４月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成19年４月30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

　受取利息　　　　　 　　　166千円

※1.営業外収益のうち主要なもの

　受取利息　　　　　　 　3,840千円

※1.営業外収益のうち主要なもの

　受取利息　　　　　　 　　177千円

　受取手数料　　　　　 　7,318千円

   

※2.営業外費用のうち主要なもの

　支払利息　　　　　　　21,891千円

　新株発行費　　　　　　11,650千円

　社債発行費　　　　　　28,465千円

※2.営業外費用のうち主要なもの

　支払利息　　　　　　　18,155千円

 

 

※2.営業外費用のうち主要なもの

　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

　減損損失　　　　　　2,203,994千円 

 

 

 

※4.特別損失のうち主要なもの

　事業整理損　　　　　　259,187千円

　特別退職金　　　　　 　46,555千円

　投資有価証券評価損　 　64,945千円

　減損損失　　　　　　  363,355千円

※4.特別損失のうち主要なもの

　事業整理損　　　 　　430,019千円 

　固定資産除却損　　　 107,485千円

　減損損失　　　　 　2,675,342千円

 

   

 当四半期会計期間において、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。

 

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

 

　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

  当四半期会計期間において、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。

 

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

 

　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

 当四半期会計期間において、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。

 

場所 用途 種類 減損損失

（千円）

大阪府堺市

西区他

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2,675,342千円を減損損失

として計上しております
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前第３四半期会計期間
（自　平成17年８月１日
至　平成18年４月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成19年４月30日）

前事業年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

減損損失内訳

 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 

減損損失内訳

 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 

減損損失内訳

 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

　有形固定資産　　　　　351,165千円 

　無形固定資産　　　 　　11,712千円 

5.減価償却実施額

　有形固定資産　　　　　　153,680千円

　無形固定資産　　　　 　　58,280千円  

5.減価償却実施額

　有形固定資産　　　　　422,521千円 

  無形固定資産　　　　 　18,607千円 

（四半期株主資本等変動計算書関係）

当第３四半期会計期間（自　平成18年８月１日　至　平成19年４月30日）

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）

 

当第３四半期会計期
間増加株式数（株）

 

当第３四半期会計期
間減少株式数（株）

 

当第３四半期会計期
間末株式数（株）

 

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）

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.普通株式の発行済株式総数の増加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

権付社債の転換による増加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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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

 

前第３四半期会計期間
（自　平成17年８月１日
至　平成18年４月30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第３四半期末残高と第３四半期貸借対照表

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 8,451,943千円 

預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △43,142千円 

現金及び現金同等物 8,408,801千円 

現金及び預金勘定 7,055,503千円 

預入期間が3ヶ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．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

 

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

 

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

 

5,000,000千円 

　　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 

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 

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 
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（リース取引関係）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年８月１日
至　平成18年４月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成19年４月30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

計額相当額及び第３四半期末残高相当額

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

び第３四半期末残高相当額

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

   

　　　　　　　　　　　　　　(単位：千円)　　

　

 
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

第３四
半期末
残高
相当額

機械
装置

83,208 52,404 30,803 ―

器具
備品

632,99
6

224,000 311,244 97,750

無形固
定資産
(ソフト
ウェア)

40,158 25,649 6,487 8,022

合計
756,36

3
302,054 348,536

105,77
3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　当第３四半期末残高はありません。

 　                         (単位：千円)　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　

 
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

期末
残高
相当額

機械
装置

52,174 35,336 16,838 ―

器具
備品

532,52
9

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
600,27

4
235,883 307,156 57,233

２．未経過リース料第３四半期末残高相当額

 

未経過リース料第３四半期末残高相当額

２．未経過リース料第３四半期末残高相当

額等

未経過リース料第３四半期末残高相当額

２．未経過リース料期末残高相当額等

 

 未経過リース料第３四半期末残高相当額

 　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

１年内 194,996千円

１年超 219,904千円

合計 414,900千円

リース資産減

損勘定の残高
288,891千円

 

 　　　　　　　　　　　　　

 　　当第３四半期末残高はありません。

 　　　　　　　　　　　　　（単位：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、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 187,486千円

リース資産減損

勘定の取崩額

　　　　　　　

94,326千円

減価償却費相当額 114,896千円

支払利息相当額 16,245千円

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 239,366千円

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

する定額法になっております。

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）

前第３四半期会計期間末（平成18年４月30日現在）

1.その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
第３四半期貸借対照表

計上額（千円）
差額（千円）

（1）株式 155,491 250,082 94,591

（2）その他 3,027 3,491 464

合計 158,518 253,573 95,055

 　　　2.時価評価されていない主な有価証券の内容

 
第３四半期貸借対照表計上額

（千円）

その他有価証券  

 　非上場株式 85,000

 　　 投資事業組合出資金 30,000

当第３四半期会計期間末（平成19年４月30日現在）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

前事業年度（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

 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 40,000

　　　投資事業組合出資金 29,397
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（デリバティブ取引関係）

　当第３四半期会計期間（自　平成18年８月１日　至　平成19年４月30日）

　当第３四半期会計期間より連結財務諸表を作成しているため、「デリバティブ取引関係」の注記については、連結財

務諸表における注記事項として記載しております。

 

　前第３四半期会計期間（自　平成17年８月１日　至　平成18年４月30日）及び前事業年度（自　平成17年８月１日　至

　平成18年７月31日）

対象物の種類 取引の種類 

前第３四半期会計期間末
 （平成18年４月30日）

前事業年度末
（平成18年７月31日）

契約額 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益

金利
（千円）

 スワップ取引
 

200,000 △1,749 △1,749 200,000 △1,191 △1,191

合計（千円） 200,000 △1,749 △1,749 200,000 △1,191 △1,191
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（ストック・オプション等関係）

当第３四半期会計期間（自　平成18年８月１日　至　平成19年４月30日）

　当第３四半期会計期間より連結財務諸表を作成しているため、「ストック・オプション等関係」の注記については、

連結財務諸表における注記事項として記載しております。

 

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

新株引受権

平成16年７月期

 新株予約権

平成17年７月期

 新株予約権

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　　　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

新株予約権

平成18年７月期②

 新株予約権

付与対象者の区分及び数
 当社取締役　　　　１名

 当社従業員　　　　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　　　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2828

日)以降、権利確定日(平成

18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21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 平成16年７月期 平成17年７月期 
平成18年７月期

① 
平成18年７月期

② 

権利確定前　（株）      

前期末 ― 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）      

前期末 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 平成16年７月期 平成17年７月期 
平成18年７月期

① 
平成18年７月期

② 

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）

― ― ― ― ―

（持分法損益等）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年８月１日
至　平成18年４月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成19年４月30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　　　　　　　　　42,812千円

３．持分法を適用した場合の投資損失

の金額　　　　 　　　2,187千円

連結財務諸表を作成しているため、該

当事項はありません。

 

 

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
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（１株当たり情報）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年８月１日
至　平成18年４月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成19年４月30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 49,173円52銭

１株当たり第３四半期

純損失金額
22,273円15銭

１株当たり純資産額 31,295円64銭

１株当たり第３四半期

純損失金額
8,055円14銭

１株当たり純資産額 39,550円63銭

１株当たり当期純損失

金額
32,666円08銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり第

３四半期純利益金額については、潜在

株式が存在するものの、１株当たり第

３四半期純損失であるため、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

れたと仮定した場合の前第３四半期に

おける１株当たり情報については、以

下の通りとなります。

 

１株当たり純資産額 18,582円48銭

１株当たり四半期純利

益金額
2,166円57銭

潜在株式調整後１株当

たり第３四半期純利益

金額

2,120円81銭

 

　なお、潜在株式調整後１株当たり第

３四半期純利益金額については、潜在

株式が存在するものの、１株当たり第

３四半期純損失であるため、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株当たり四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期（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。

 
前第３四半期会計期間
(自　平成17年８月１日
至　平成18年４月30日)

当第３四半期会計期間
(自　平成18年８月１日
至　平成19年４月30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株当たり第３四半期（当期）純

損失金額
   

第３四半期（当期）純損失（千

円）
3,055,601 1,159,690 4,393,196

普通株主に帰属しない金額

（千円）
   

普通株式に係る第３四半期（当

期）純損失（千円）
3,055,601 1,159,690 4,393,196

期中平均株式数（株） 143,969 143,969 134,488
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（重要な後発事象）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年８月１日
至　平成18年４月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成19年４月30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．会社分割による持ち株会社体制へ

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称号を「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通りであ

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）の方式

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
ネクストジャパンコンサルティ
ングを新設会社とする分社型新
設分割（物的分割）の方式

 

（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）は以下の通りであります。

 ①株式会社ネクストジャパン

 
 （単位：千円)　　　

承継資産 承継負債

流動資産 637,731 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
（単位：千円)  

承継資産 承継負債

流動資産 776,698 流動負債 59,240

固定資産
その他 34,941 固定負債 159,000
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前第３四半期会計期間
（自　平成17年８月１日
至　平成18年４月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成19年４月30日）

前事業年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

 

 

 

 

 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。

 

(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日

(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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