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１．平成19年６月中間期の業績（平成19年１月１日～平成19年６月30日）

(1）経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年６月中間期 6,441 14.8 1,202 11.7 1,192 12.0 645 13.2

18年６月中間期 5,613 5.3 1,076 △9.0 1,065 △10.7 570 △13.1

18年12月期 11,748 － 1,894 － 1,866 － 1,002 －

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

円 銭 円 銭

19年６月中間期 60 96 60 88

18年６月中間期 53 86 53 75

18年12月期 94 74 94 56

（参考）持分法投資損益 19年６月中間期 －百万円 18年６月中間期 －百万円 18年12月期 －百万円

(2）財政状態

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６月中間期 17,376 11,010 63.4 1,039 14

18年６月中間期 15,459 10,235 66.2 966 63

18年12月期 16,045 10,540 65.7 995 51

（参考）自己資本 19年６月中間期 11,009百万円 18年６月中間期 10,235百万円 18年12月期 10,540百万円

(3）キャッシュ・フローの状況

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６月中間期 2,167 △2,238 595 2,302

18年６月中間期 1,452 △2,461 1,102 2,442

18年12月期 3,073 △4,823 1,177 1,777

２．配当の状況

 １株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 その他 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

18年12月期 12 00 12 00 5 00 29 00

19年12月期 12 00 － －

19年12月期（予想） － 12 00 6 00 30 00

（参考）18年12月期配当金の内訳　普通配当24円00銭　業績配当　５円00銭

３．平成19年12月期の業績予想（平成19年１月１日～平成19年12月31日）

（％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 12,900 9.8 2,000 5.5 1,990 6.6 1,050 4.7 99 11
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４．その他

(1）中間財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、16ページ「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」をご覧下さい。

(2）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年６月中間期 10,728,000株 18年６月中間期 10,722,000株 18年12月期 10,722,000株

②　期末自己株式数 19年６月中間期 133,474株 18年６月中間期 133,474株 18年12月期 133,474株

（注）１株当たり中間（当期）純利益の算定の基礎となる株式数については、25ページ「１株当たり情報」をご覧

下さい。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の予想数値は、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したものであり、実際の業績は、今

後様々な要因により予想数値と異なる場合があります。なお、上記の予想数値に関する事項は添付資料の３ページ

を参照して下さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

①当中間会計期間の概況

　当中間会計期間においては、新規出店も退店もありませんが、前事業年度において開店いたしましたアミューズ

メントパークウェアハウス東雲店（平成18年11月開店）及び同草加店の拡充施設（平成18年９月拡充）の売上が当

中間会計期間を通して寄与したこと等により、売上高の前年同期比較では、レンタル部門売上高68百万円増加とア

ミューズメント施設部門売上高759百万円増加の結果、全体として828百万円の増加となりました。また、アミュー

ズメントパークウェアハウス川崎店に平成19年４月にネットカフェを併設して開店しておりますが、売上に対する

影響は軽微なものとなりました。

　レンタル部門売上高68百万円増加の内訳は、ビジュアル109百万円増加、オーディオ38百万円減少、上記以外で２

百万円減少となっております。ビジュアルについては、ＤＶＤレンタルの割合は約93.3％となり、ＤＶＤへの移行

は、ほぼ終了いたしました。なお、当中間会計期間の売上高につきましては102.9％と前年を上回りました。これは

主な理由として、ビデオからＤＶＤへ移行した過程においてお客様とのニーズのずれが若干見られたためとハード

ディスクレコーダーが普及する過程においてテレビ番組の録画視聴が競争相手になったものの、その影響が一巡し、

かつ作品に恵まれたこと等により前中間会計期間において落ち込んだ売上が回復したものと推定されます。ただ、

音楽流通市場については、レンタルやセル市場から携帯電話等による音楽配信市場にますます移行しており、オー

ディオレンタルのビジネスモデルがさらに変化していくものと見込んでおります。

　アミューズメント施設部門売上高759百万円増加の内訳は、ゲーム752百万円増加、ボウリング３百万円減少、上

記以外で10百万円増加となっております。

　アミューズメント施設部門のゲームについては、ゲーム機がネットワーク機能を持ったことにより、ユーザーや

遊び方に広がりが見られ、好調を維持しております。

　営業利益については、前事業年度に開店いたしましたアミューズメントパークウェアハウス東雲店の償却負担等

により125百万円の増加にとどまりました。　

②通期の見通し

　通期の見通しといたしましては、レンタル部門のビジュアルについては下期後半に人気作品の発売が予定されてお

りますので引き続き好調に推移すると思われますが、オーディオについては弱含みの展開になるものと見られます。

　また、アミューズメント施設部門は堅調に推移するものと思われますが、アミューズメント機器の入替えによる減

価償却費及び除売却損が増加することが予想され、平成19年１月29日の決算短信（非連結）発表時に公表いたしまし

た業績予想に変更はなく、通期の業績は、売上高12,900百万円、経常利益1,990百万円、当期純利益1,050百万円を見

込んでおります。

(2）財政状態に関する分析

　キャッシュ・フローにつきましては、当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前

事業年度末に比し525百万円増加し、当中間会計期間末には2,302百万円となりました。当中間会計期間における各

キャッシュ・フローは次の通りです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間会計期間において営業活動の結果得られた資金は、2,167百万円となりました。これは、主に、税引前中間純

利益1,103百万円、減価償却費1,102百万円、法人税等の支払額323百万円によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間会計期間において投資活動の結果使用した資金は、2,238百万円となりました。これは、主に、既存店のア

ミューズメント機器の購入による支払等を中心とする有形固定資産の取得による支出2,241百万円によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間会計期間において財務活動の結果得られた資金は、595百万円となりました。これは、主に、短期借入金によ

る資金調達1,100百万円、社債償還による支払242百万円及び配当金の支払180百万円によるものです。
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 （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成17年12月期 平成18年12月期 平成19年12月中間期

自己資本比率（％） 69.6 65.7 63.4

時価ベースの自己資本比率（％） 112.5 82.6 73.5

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 89.6 129.9 110.0

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 169.5 60.9 61.9

※各指標の算定基準は、以下の通りであります。

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：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

※株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

有利子負債は貸借対照表（中間貸借対照表）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・フロー計算書の支払額を使用しております。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社は、より合理性があり、もっとダイナミックに株主の皆様と経営成果を共有・共感でき、かつ、株主の皆様か

らご覧いただいた場合に具体的で、さらに企業価値の増大に結びつくような基準として、以下のような配当方針を採

用しております。

①中間及び期末配当金は、それぞれ１株当たり12円を予定しており、株式分割等が実施された場合には相当額を調整

します。この配当金を「普通配当金」と呼ぶことにし、よほど経営的に苦境に至らない限りこれを維持します。

②上記「普通配当金」に加えて、潜在株式調整後１株当たり当期純利益の30％相当額が、１株当たり年間「普通配当

金」を超えた場合は、その差の相当額（円単位）を、別途、期末に配当金として成果分配することとし、これを「業

績配当金」と呼ぶことにします。

　上記の配当方針の結果、当期における中間配当金は１株につき12円を実施し、期末配当につきましては普通配当金

を１株につき12円、業績配当金を１株につき６円をそれぞれ予定しており、その結果、期末配当金の合計額は１株に

つき18円となり、通期の配当金は１株につき30円を予定しております。

(4）事業等のリスク

①レンタル部門

　会員制のレンタル事業の特性上、入会されたお客様に関する多くの個人情報を有しております。個人情報の取り

扱いに関しては、社外漏洩の問題など生じないよう、業務手続上、情報処理システム上、各種の対策を構築してお

りますが、コンピュータトラブルによる情報流出や犯罪行為などによる情報漏洩が発生する可能性があり、その場

合、当社の社会的信用を失うとともに、企業ブランドイメージを損ない、当社の業績に大きな影響を与える可能性

があります。

　ＣＤ（コンパクトディスク、著作権法ではレコードと呼称）レンタル業務は、「著作権法」の貸与権にかかわる

適用を受けております。同法の改正等により、ビジネスモデルに大きな影響が発生する可能性があります。

　テレビ放送のデジタル化やブロードバンドの普及によって、音楽・映像商品の流通チャネルが大きく変化し、ビ

ジネスモデルに大きな影響が発生する可能性があります。

　川上市場、すなわち映画制作産業や音楽制作産業の生産物に依存したビジネスです。従って、これらの川上市場

で良質な商品が制作されないと、事業が存続できない可能性があります。
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②アミューズメント施設部門

　アミューズメント施設のうちゲーム機を設置して営業する施設の運営については、「風俗営業等の規制及び業務

の適正化等に関する法律（風営法）」及び関連する政令、条例により規制を受けております。同法の改正等により、

ビジネスモデルに大きな影響が発生する可能性があります。

　出店可能地域につきましては、土地用途等の風営法等による規制があり、新規出店物件の開発に困難さが伴いま

す。その結果、出店ペースが計画を下回り、企業成長のペースに影響を与える可能性があります。

　テレビ放送のデジタル化やブロードバンドの普及によって、ゲーム商品の流通チャネルが大きく変化し、ビジネ

スモデルに大きな影響が発生する可能性があります。

　川上市場、すなわちゲーム機メーカー産業の生産物に依存したビジネスです。従って、これらの川上市場で良質

なゲーム機商品が制作されないと、事業が存続できない可能性があります。

③店舗の賃借物件への依存について

　当社は、大部分の店舗の土地建物を賃借しております。賃借期間は賃貸人との合意により更新可能でありますが、

賃貸人側の事情により賃借契約を解除される可能性があります。また、賃貸人に対して平成19年６月末時点で総額

1,660百万円の預託金を差し入れておりますが、このうちの一部が、倒産その他の賃貸人に生じた事由により回収で

きなくなるリスクがあります。

 

２．企業集団の状況
　当社は企業集団を構成する関係会社がありません。将来、新規事業を営む場合においても、経営の透明感や一体感を

維持するため、また、関係会社管理にかかる追加コストの発生を避けるため、可能な限り、関係会社を設立しない方針

です。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　私どものビジネスは娯楽産業です。人間生活に欠くことのできない「衣食住」に関連したビジネスではありません。

世の中の状況によっては、真っ先に切り捨てられるビジネスです。また、私どもはメーカーではありませんから、取

り扱う商品は、どこのお店にもあるものです。私どもにしかない特別なゲーム機やビデオ商品は無いのです。さらに、

店舗施設にしても、専門業者さんならば、そっくりに真似して、まったく同じ施設を作ることができます。

　私どもが、世の中に企業として存在させていただけるためには、お客様に「ウェアハウスが無ければ、私は困る」

と思っていただけるためには、どうしたらよいのでしょう？

　その答えを、私どもは、「思いの強さ」だと思っています。「あなたの笑顔が見たい」と愚直なまでに思いつづけ

ることだと考えています。人生にはハレの日や喜びの日も沢山ありますが、これと同じくらい、いや、むしろチョッ

と多いぐらいに、悲しいとき、苦しいとき、ため息をつきたいときがあるのが普通です。

　そんなとき、「心のセルモーター」をブルンとまわして、元気に、笑顔で、がんばっていけるようにと、私どもの

提供するサービスが、そんなきっかけの一つになる、お客様の身近にいて、手軽に、そんなサービスを提供する企業

を目指すこと、これが、私どもの経営方針のすべての出発点です。

①商品政策について

　お客様が欲しい商品を提供するために、クロス・マーチャンダイジングに基づく大規模商品構成、仕入問屋情報

力の活用、在庫回転率分析に基づく商品鮮度の維持、特定メーカーに偏らないお客様に支持されるゲーム機構成等

を商品政策の中心に置いています。

②店舗運営政策について

　レンタル店はファミリーで来店して気分よく買い物をしていただけること、アミューズメント店舗はカップルの

ためのデートコースとして非日常空間を楽しんでいただけることを中心に組み立てています。ソフト面では、お客

様への気配りを具体的な行動にすること、店舗施設等のハード面では、ゆったり感、明るい清潔感、駐車場の利用

しやすさ等に心がけております。

③出店政策について

　お店で起きることは、例外事項のかたまりです。また、異常値が計数で表れてからでは、手の打ち方としては、

遅きに失します。本部からすぐにサポートに飛んでいける、本部スタッフが頻繁に巡回できる、そのような距離感

を、出店政策では重視し、本部を中心に、ドミナント出店をしていきます。当面の間、アミューズメント店舗の新

規出店を、年間１～２店舗のペースで行えるよう努力しておりますが、投資金額も多額となるため、立地条件や運

営コストも充分吟味勘案し、目標店舗数を消化するためには当社出店基準に満たない物件で妥協するという姿勢で

はなく、当社出店基準を満足させる物件がなければ出店を見送るという、慎重な姿勢を優先させる方針です。

④人事政策について

　当社では、社員が互いに切磋琢磨し、「プロの商人」を目指すための人事政策を採っております。具体的には、

入社１年は基礎的な教育研修の期間となっていますが、原則として、入社２年次から成果主義の年俸制度に移行し、

ダイナミックな業績配分に参加することになります。また、店舗のアルバイトやパートタイマーの方についても、

能力主義の賃金制度を採用しております。全部で80項目以上に及ぶ実務技術を定め、これを難易度順に４グループ

に分類し、それぞれの実務技術の修得にあわせて、時給を上昇させています。

(2）目標とする経営指標

　経常利益率20％、投下自己資本利益率（ＲＯＩ）15％及び自己資本比率80％を目標としております。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　店舗運営政策については、いたずらに売上高の拡大に走ることなく、当社の原点であるお客様第一主義の観点から、

企業としての基礎体力の強化を図ってまいる所存であります。レンタル事業につきましては、提案型の売り場づくり

に努め現状の利益率を確保し、また、アミューズメント事業につきましては、売り場面積1,000坪以上の大型店を出店

し財務とのバランスをとりながら規模と利益の拡大を図ってまいる所存であります。
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(4）会社の対処すべき課題

　ＤＶＤ・ＣＤ等レンタル業界並びにアミューズメント施設業界におきましては、いくつかの大きな環境変化が予想

されております。例えば、業界情報誌等によれば、アミューズメント施設の大型化・複合化、映像商品媒体の変化、

テレビ放送のデジタル化、ブロードバンドの普及による映像・音楽・ゲーム商品等の流通革命等が指摘されておりま

す。当社といたしましては、このような厳しい環境変化を受け止めつつも、同時にお客様の視点からこれらを慎重に

評価検討し、真にお客様の利便性に応えるものについては、即時に積極対応できる企業となれるよう努力してまいる

所存であります。また、当社の事業に重要な影響を及ぼす可能性のあるリスク事項として、「１．経営成績　(4)事業

等のリスク」がありますが、これらについて、常にモニタリングに努め、最善のリスク回避策を準備してまいります。

(5）その他、会社の経営上重要な事項

 該当事項はありません。
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４．中間財務諸表
(1）中間貸借対照表

前中間会計期間末
(平成18年６月30日)

当中間会計期間末
(平成19年６月30日)

増減
前事業年度の要約貸借対照表

(平成18年12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）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１．現金及び預金 2,442,759 2,302,903 △139,856 1,777,442

２．商品 71,984 66,670 △5,313 100,890

３．貯蔵品 4,407 4,118 △288 5,679

４．前払費用 116,917 115,046 △1,870 107,558

５．繰延税金資産 58,087 70,872 12,785 89,087

６．立替金 16,689 17,256 566 29,241

７．その他 9,392 11,382 1,989 118,610

流動資産合計 2,720,238 17.6 2,588,249 14.9 △131,988 2,228,510 13.9

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産  

(1) 建物 2,228,820 5,973,614 3,744,794 5,952,091

(2) 構築物 477,989 495,266 17,276 527,748

(3) アミューズメ
ント機器

2,019,059 2,102,296 83,237 2,366,680

(4) 工具器具備品 463,059 606,053 142,993 605,024

(5) 土地 2,549,857 3,197,088 647,231 2,549,857

(6) 建設仮勘定 3,257,334 583,350 △2,673,984 －

有形固定資産合
計

※１ 10,996,121 71.1 12,957,670 74.6 1,961,548 12,001,401 74.8

２．無形固定資産  

(1) ソフトウェア 23,462 9,429 △14,032 15,046

(2) 電話加入権 5,529 5,529 － 5,529

無形固定資産合
計

28,991 0.2 14,959 0.1 △14,032 20,575 0.1

３．投資その他の資
産

 

(1) 出資金 110 110 － 110

(2) 敷金保証金 1,588,249 1,660,684 72,434 1,644,912

(3) 長期前払費用 30,962 43,278 12,316 48,307

(4) 繰延税金資産 94,734 111,571 16,837 101,234

投資その他の資
産合計

1,714,055 11.1 1,815,643 10.4 101,587 1,794,563 11.2

固定資産合計 12,739,168 82.4 14,788,272 85.1 2,049,103 13,816,540 86.1

資産合計 15,459,407 100.0 17,376,522 100.0 1,917,115 16,045,050 100.0
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前中間会計期間末
(平成18年６月30日)

当中間会計期間末
(平成19年６月30日)

増減
前事業年度の要約貸借対照表

(平成18年12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）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．買掛金 158,264 159,540 1,275 203,037

２．短期借入金 ※２ － 1,100,000 1,100,000 －

３．１年以内返済予
定長期借入金

166,400 171,200 4,800 168,800

４．１年以内償還予
定社債

412,000 484,000 72,000 484,000

５．未払金 393,212 342,114 △51,098 573,527

６．未払費用 159,054 209,179 50,124 95,136

７．未払法人税等 390,046 465,713 75,666 337,457

８．未払消費税等 73,734 128,390 54,655 －

９．預り金 19,597 26,325 6,727 48,982

10．役員賞与引当金 4,800 4,800 － 1,000

11．その他 － － － 1,575

流動負債合計 1,777,110 11.5 3,091,262 17.8 1,314,152 1,913,516 11.9

Ⅱ　固定負債  

１．社債 2,275,500 2,255,500 △20,000 2,497,500

２．長期借入金 928,600 757,400 △171,200 844,200

３．退職給付引当金 157,080 176,403 19,323 157,173

４．長期未払金 47,412 47,412 － 47,412

５．預り保証金 38,516 38,505 △11 44,316

固定負債合計 3,447,109 22.3 3,275,221 18.8 △171,888 3,590,602 22.4

負債合計 5,224,220 33.8 6,366,484 36.6 1,142,264 5,504,118 34.3

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本  

１．資本金 1,275,283 8.2 1,276,609 7.3 1,326 1,275,283 7.9

２．資本剰余金  

(1) 資本準備金 1,334,330 1,335,650  1,334,330

(2) その他資本剰
余金

1,200 1,200  1,200

資本剰余金合計 1,335,530 8.6 1,336,850 7.7 1,320 1,335,530 8.3

３．利益剰余金  

(1) 利益準備金 65,395 65,395  65,395

(2) その他利益剰
余金

 

別途積立金 4,000 4,000  4,000

繰越利益剰余金 7,717,796 8,489,175  8,023,542

利益剰余金合計 7,787,192 50.4 8,558,571 49.3 771,379 8,092,937 50.4

４．自己株式 △162,818 △1.1 △162,818 △0.9 － △162,818 △1.0

株主資本合計 10,235,186 66.2 11,009,211 63.4 774,025 10,540,932 65.7

Ⅱ 新株予約権 － － 826 0.0 826 － －

純資産合計 10,235,186 66.2 11,010,037 63.4 774,851 10,540,932 65.7

負債純資産合計 15,459,407 100.0 17,376,522 100.0 1,917,115 16,045,050 100.0
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(2）中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

増減
前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12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）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 5,613,529 100.0 6,441,836 100.0 828,306 11,748,445 100.0

Ⅱ　売上原価 2,141,584 38.2 2,411,978 37.4 270,394 4,712,286 40.1

売上総利益 3,471,945 61.8 4,029,857 62.6 557,912 7,036,159 59.9

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

2,395,037 42.6 2,827,137 43.9 432,100 5,141,174 43.8

営業利益 1,076,907 19.2 1,202,720 18.7 125,812 1,894,984 16.1

Ⅳ　営業外収益 ※１ 26,329 0.5 24,168 0.3 △2,161 53,452 0.5

Ⅴ　営業外費用 ※２ 38,217 0.7 34,574 0.5 △3,643 82,139 0.7

経常利益 1,065,019 19.0 1,192,313 18.5 127,293 1,866,298 15.9

Ⅵ　特別利益 989 0.0 11,381 0.2 10,391 13,999 0.1

Ⅶ　特別損失 109,650 2.0 100,177 1.6 △9,473 183,631 1.6

税引前中間(当
期)純利益

956,358 17.0 1,103,517 17.1 147,159 1,696,666 14.4

法人税、住民
税及び事業税

363,500 450,001 708,500

法人税等調整
額

22,700 386,200 6.8 7,878 457,879 7.1 71,678 △14,800 693,700 5.9

中間(当期)純
利益

570,158 10.2 645,638 10.0 75,480 1,002,966 8.5

(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自平成18年１月１日　至平成18年６月30日）

株主資本

新株
予約権

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本　
合計資本準備

金

その
他資
本剰
余金

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

別途
積立
金

繰越利益
剰余金

平成17年12月31

日残高

 (千円)　　　　

　　

1,272,643 1,331,690 1,200 1,332,890 65,395 4,000 7,348,592 7,417,987 △162,818 9,860,702 - 9,860,702

中間会計期間中

の変動額

新株の発行 2,640 2,640 - 2,640 - - - - - 5,280 - 5,280

剰余金の配当 - - - - - - △200,953 △200,953 - △200,953 - △200,953

中間純利益 - - - - - - 570,158 570,158 - 570,158 - 570,158

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)

2,640 2,640 - 2,640 - - 369,204 369,204 - 374,484 - 374,484

平成18年６月30

日残高

(千円)

1,275,283 1,334,330 1,200 1,335,530 65,395 4,000 7,717,796 7,787,192 △162,818 10,235,186 - 10,235,186
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当中間会計期間（自平成19年１月１日　至平成19年６月30日）

株主資本

新株
予約権

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本　
合計資本準備

金

その
他資
本剰
余金

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

別途
積立
金

繰越利益
剰余金

平成18年12月

31日残高

(千円)　　　　

　　

1,275,283 1,334,330 1,200 1,335,530 65,395 4,000 8,023,542 8,092,937 △162,818 10,540,932 - 10,540,932

中間会計期間中

の変動額

新株の発行 1,326 1,320 - 1,320 - - - - - 2,646 - 2,646

剰余金の配当 - - - - - - △180,004 △180,004 - △180,004 - △180,004

中間純利益 - - - - - - 645,638 645,638 - 645,638 - 645,638

株主資本以外

の項目の中間

会計期間中の

変動額（純

額）

- - - - - - - - - - 826 826

中間会計期間中

の変動額合計 

(千円)

1,326 1,320 - 1,320 - - 465,633 465,633 - 468,279 826 469,105

平成19年６月

30日残高  

(千円)

1,276,609 1,335,650 1,200 1,336,850 65,395 4,000 8,489,175 8,558,571 △162,818 11,009,211 826 11,010,037

前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

株主資本

新株
予約権

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本　
合計資本準備

金

その
他資
本剰
余金

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

別途
積立
金

繰越利益
剰余金

平成17年12月

31日残高

(千円)　　　　

　　

1,272,643 1,331,690 1,200 1,332,890 65,395 4,000 7,348,592 7,417,987 △162,818 9,860,702 - 9,860,702

事業年度中の変

動額

新株の発行 2,640 2,640 - 2,640 - - - - - 5,280 - 5,280

剰余金の配当 - - - - - - △328,016 △328,016 - △328,016 - △328,016

当期純利益 - - - - - - 1,002,966 1,002,966 - 1,002,966 - 1,002,966

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)

2,640 2,640 - 2,640 - - 674,949 674,949 - 680,229 - 680,229

平成18年12月

31日残高

(千円)

1,275,283 1,334,330 1,200 1,335,530 65,395 4,000 8,023,542 8,092,937 △162,818 10,540,932 - 10,540,932
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(4）中間キャッシュ・フロー計算書

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12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 956,358 1,103,517 1,696,666

減価償却費 868,572 1,102,103 2,042,906

退職給付引当金の増加額 13,477 19,230 13,569

役員賞与引当金の増減額 △4,600 3,800 △8,400

受取利息 △3 △3 △0

支払利息 18,291 34,233 52,755

社債発行費 19,646 － 28,936

有形固定資産売却益 △989 △11,381 △13,999

有形固定資産売却損 29,592 23,403 51,006

有形固定資産除却損 61,358 76,773 132,625

たな卸資産の増加額 40,466 35,780 10,288

その他資産の増減額 2,286 9,652 △6,405

仕入債務の増減額 △58,064 △43,497 36,869

未払費用の増加額 67,567 114,607 －

未払消費税等の増減額 116,402 228,580 △63,298

その他負債の増減額 △174,058 △170,261 33,391

小計 1,956,303 2,526,540 4,006,912

利息の受取額 3 3 0

利息の支払額 △19,685 △35,023 △50,436

法人税等の支払額 △483,797 △323,536 △882,521

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,452,823 2,167,984 3,073,954

Ⅱ  投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △2,471,494 △2,241,532 △4,787,563

有形固定資産の売却による収入 11,939 29,067 41,338

無形固定資産の取得による支出 － － △234

敷金保証金の増加による支出 △3 △44,144 △72,048

敷金保証金の回収による収入 7,976 25,084 19,961

預かり保証金の増加による収支 － △5,811 5,800

その他の収支 △9,828 △843 △30,482

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,461,411 △2,238,179 △4,823,228

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増額 － 1,100,000 －

長期借入れによる収入 200,000 － 200,000

長期借入金の返済による支出 △70,000 △84,400 △152,000

社債の発行による収入 1,280,353 － 1,771,063

社債の償還による支出 △112,500 △242,000 △318,500

株式の発行による収入 5,280 2,646 5,280

配当金の支払額 △200,844 △180,590 △328,185

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,102,288 595,655 1,177,657

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額 93,700 525,460 △571,616

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 2,349,059 1,777,442 2,349,059

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末（期
末）残高

2,442,759 2,302,903 1,777,442
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１．資産の評価基準

及び評価方法

(1)デリバティブ

時価法

(1)デリバティブ

同左

(1)デリバティブ

同左

(2)たな卸資産

商品

最終仕入原価法

(2)たな卸資産

同左

(2)たな卸資産

同左

貯蔵品

最終仕入原価法

２．固定資産の減価

償却の方法

(1)有形固定資産

定率法によっております。

ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（付属

設備を除く）については、

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、以

下の通りであります。

(1)有形固定資産

同左

(1)有形固定資産

同左

建物 15年～47年

アミューズメント機器

２年～10年

工具器具備品 ３年～15年

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年間

で均等償却しております。

(2)無形固定資産

ソフトウェア（自社利

用）については、社内にお

ける利用可能期間（５年）

に基づく定額法によってお

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

定額法によっております。

(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)株式交付費

支出時に全額費用処理し

ております。

(1)株式交付費

同左

(1)株式交付費

同左

(2)社債発行費

支出時に全額費用処理し

ております。

────── (2)社債発行費

支出時に全額費用処理し

ております。
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

４．引当金の計上基

準

(1)貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失

に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能

性を検討して、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)役員賞与引当金

役員に対して支給する賞

与の支出に充てるため、支

給見込額の当中間会計期間

負担額を計上しております。

(2)役員賞与引当金

同左

(2)役員賞与引当金

役員に対して支給する賞

与の支出に充てるため、支

給見込額の当事業年度負担

額を計上しております。

(3)退職給付引当金

従業員の退職給付に備え

るため、退職給付会計に関

する実務指針（中間報告）

（日本公認会計士協会　会

計制度委員会報告第13号）

に定める簡便法（期末自己

都合要支給額を退職給付債

務とする方法）により、計

上しております。

(3)退職給付引当金

同左

(3)退職給付引当金

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
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

６．ヘッジ会計の方

法

(1)ヘッジ会計の方法

金利スワップ取引につい

て、特例処理の要件を満た

しておりますので、特例処

理を採用しております。

(1)ヘッジ会計の方法

同左

(1)ヘッジ会計の方法

同左

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　金利スワップ

ヘッジ対象　借入金の利息

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3)ヘッジ方針

借入金の金利変動リスク

を回避する目的で金利ス

ワップ取引を行っており、

ヘッジ対象の識別は個別契

約ごとに行っております。

(3)ヘッジ方針

同左

(3)ヘッジ方針

同左

(4)ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップ取引につい

て、特例処理の要件を満た

しておりますので、有効性

の評価を省略しております。

(4)ヘッジ有効性評価の方法

同左

(4)ヘッジ有効性評価の方法

同左

７．中間キャッ

シュ・フロー計

算書（キャッ

シュ・フロー計

算書）における

資金の範囲

手許現金、随時引き出し

可能な預金及び容易に換金

可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から

３ヶ月以内に償還期限の到

来する短期投資からなって

おります。

同左 同左

８．その他中間財務

諸表（財務諸

表）作成のため

の基本となる重

要な事項

(1)レンタル用資産の会計処理

レンタル用資産について

は、営業の用に供したとき

に、全額売上原価として処

理しております。

(1)レンタル用資産の会計処理

同左

(1)レンタル用資産の会計処理

同左

(2)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税

抜方式によっております。

なお、仮払消費税及び仮受

消費税は相殺の上、流動負

債の「未払消費税等」とし

て表示しております。

(2)消費税等の会計処理

同左

(2)消費税等の会計処理

税抜方式によっておりま

す。
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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18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

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。これによる損益

に与える影響はありません。

────── （固定資産の減損に係る会計基準）

当事業年度より、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。これによる損益に与

える影響はありません。

（貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準）

当中間会計期間より、「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10,235,186千円でありま

す。

なお、中間財務諸表等規則の改

正により、当中間会計期間におけ

る中間貸借対照表の純資産の部に

ついては、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しております。

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準）

当事業年度より、「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10,540,932千円でありま

す。

なお、財務諸表等規則の改正に

より、当事業年度における貸借対

照表の純資産の部については、改

正後の財務諸表等規則により作成

しております。

────── （ストック・オプション等に関する会

計基準）

当中間会計期間より、「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18年５月31日）を

適用しております。

　これにより営業利益、経常利益

及び税引前中間純利益は、それぞ

れ826千円減少しております。

──────

追加情報

 該当事項はありません。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

項目
前中間会計期間末

（平成18年６月30日）
当中間会計期間末

（平成19年６月30日）
前事業年度末

（平成18年12月31日）

※１．減価償却累計額

有形固定資産          6,293,223千円          7,832,015千円          7,098,241千円

※２．当座貸越契約 当社は、運転資金の効率

的な調達を行うため取引銀

行２行と当座貸越契約を締

結しております。これら契

約に基づく当中間会計期間

末の借入未実行残高は、次

の通りであります。

当社は、運転資金の効率

的な調達を行うため取引銀

行２行と当座貸越契約を締

結しております。これら契

約に基づく当中間会計期間

末の借入未実行残高は、次

の通りであります。

当社は、運転資金の効率

的な調達を行うため取引銀

行２行と当座貸越契約を締

結しております。これら契

約に基づく当事業年度末の

借入未実行残高は、次の通

りであります。

当座貸越

極度額
2,500,000千円

借入実行

残高
－

差引額 2,500,000千円

当座貸越

極度額
2,500,000千円

借入実行

残高
1,100,000

差引額 1,400,000千円

当座貸越

極度額
2,500,000千円

借入実行

残高
－

差引額 2,500,000千円

（中間損益計算書関係）

項目
前中間会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

※１．営業外収益のうち重要

なもの

受取利息  3千円 3千円   0千円

ロイヤリティ収入 4,800 4,400 12,500

広告協賛金収入 7,619 75 11,543

レンタル延滞金収入 5,282 1,947 8,127

※２．営業外費用のうち重要

なもの

支払利息      18,291千円       11,287千円            19,194千円

社債利息 －      22,945         33,560

３．減価償却実施額

有形固定資産        845,298千円          1,087,327千円          2,008,398千円

無形固定資産 9,283 5,616 17,700
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日）　

 １．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  10,710,000  12,000 - 10,722,000

合 計  10,710,000 12,000 - 10,722,000

自己株式

 普通株式 133,474 - - 133,474

合 計  133,474 - - 133,474

（注）普通株式の発行済株式総数の増加12,000株は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加であります。

 ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

 該当事項はありません。

 ３．配当に関する事項

 (1）配当金支払額

決  議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基 準 日 効力発生日

平成18年３月30日

定時株主総会
普通株式  200,953  19 平成17年12月31日 平成18年３月31日

（注）１株当たり配当額には、業績配当金７円を含んでおります。

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

決  議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基 準 日 効力発生日

平成18年７月27日

取締役会
普通株式 127,062 利益剰余金 12 平成18年６月30日 平成18年９月５日

当中間会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）　

 １．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 10,722,000  6,000 - 10,728,000

合 計 10,722,000  6,000 - 10,728,000

自己株式

 普通株式  133,474 - - 133,474

合 計 133,474 - - 133,474

（注）普通株式の発行済株式総数の増加6,000株は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加であります。

 ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区　分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当中間会計
期間末残高
（千円）

前事業年度
末

当中間会計
期間増加

当中間会計
期間減少

当中間会計
期間末

提出会社
ストック・オプション

としての新株予約権
－ - - - - 826

合　計 － - - - - 826
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 ３．配当に関する事項

 (1）配当金支払額

決  議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基 準 日 効力発生日

平成19年３月29日

定時株主総会
普通株式 180,004 17 平成18年12月31日 平成19年３月30日

（注）１株当たり配当額には、業績配当金５円を含んでおります。

 (2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

決  議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基 準 日 効力発生日

平成19年７月27日

取締役会
普通株式 127,134 利益剰余金 12 平成19年６月30日 平成19年９月５日

前事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）　

 １．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 10,710,000 12,000 - 10,722,000

合 計 10,710,000 12,000 - 10,722,000

自己株式

 普通株式 133,474 - - 133,474

合 計 133,474 - - 133,474

（注）普通株式の発行済株式総数の増加12,000株は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加であります。

 ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

 該当事項はありません。

 ３．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成18年３月30日

定時株主総会
普通株式 200,953 19 平成17年12月31日 平成18年３月30日

平成18年７月27日

取締役会
普通株式 127,062 12 平成18年６月30日 平成18年９月５日

 （注）平成17年12月31日を基準日とする配当金19円には、業績配当金７円が含まれております。

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年３月29日

定時株主総会
普通株式 180,004 利益剰余金 17 平成18年12月31日 平成19年３月30日

 （注）平成18年12月31日を基準日とする配当金17円には、業績配当金５円が含まれております。

（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18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係

現金及び現金同等物の期末残高と貸

借対照表に掲記されている科目の金額

との関係

現金及び預金勘定 2,442,759千円

現金及び現金同等物  2,442,759千円

現金及び預金勘定 2,302,903千円

現金及び現金同等物  2,302,903千円

現金及び預金勘定 1,777,442千円

現金及び現金同等物 1,777,442千円
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（リース取引関係）

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

前中間会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日）、当中間会計期間（自　平成19年１月１

日　至　平成19年６月30日）及び前事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）について、開示

の対象となるリース契約はありません。

（有価証券関係）

当社は、前中間会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日）、当中間会計期間（自　平成19年

１月１日　至　平成19年６月30日）及び前事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）について、

有価証券を保有しておりませんので、該当事項はありません。

（デリバティブ取引関係）

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１．取引の状況に関する事項

（1）取引の内容

当社の利用しているデリバ

ティブ取引は、金利スワップ取

引であります。

（2）取引に対する取組方針

当社のデリバティブ取引は、

将来の金利の変動によるリスク

回避を目的としており、投機的

な取引は行わない方針でありま

す。

（3）取引の利用目的

当社のデリバティブ取引は、

借入金利の将来の金利市場にお

ける利率上昇による変動リスク

を回避する目的で利用しており

ます。なお、デリバティブ取引

を利用してヘッジ会計を行って

おります。

①ヘッジ会計の方法

金利スワップ取引につい

て、特例処理の要件を満た

しておりますので、特例処

理を採用しております。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 金利スワップ

ヘッジ対象 借入金の利息

③ヘッジ方針

借入金の金利変動リスク

を回避する目的で金利ス

ワップ取引を行っており、

ヘッジ対象の識別は個別契

約ごとに行っております。

④ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップ取引につい

て、特例処理の要件を満た

しておりますので、有効性

の評価を省略しております。

１．取引の状況に関する事項

（1）取引の内容

同左

（2）取引に対する取組方針

同左

（3）取引の利用目的

同左

①ヘッジ会計の方法

同左

②ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

③ヘッジ方針

同左

④ヘッジ有効性評価の方法

同左

１．取引の状況に関する事項

（1）取引の内容

同左

（2）取引に対する取組方針

同左

（3）取引の利用目的

同左

①ヘッジ会計の方法

同左

②ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

③ヘッジ方針

同左

④ヘッジ有効性評価の方法

同左
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前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

（4）取引に係るリスクの内容

金利スワップ取引は市場金利

の変動によるリスクを有してお

ります。なお、取引相手先は高

格付を有する金融機関に限定し

ているため、信用リスクはほと

んどないと認識しております。

（5）取引に係るリスク管理体制

デリバティブ取引の執行・管

理については、取引権限及び取

引限度額等を定めた社内ルール

に従い、資金担当部門が決裁担

当者の承認を得て行っておりま

す。

２．取引の時価等に関する事項

 当中間会計期間において、金利

スワップ取引を行っておりますが、

ヘッジ会計を適用しておりますの

で、注記の対象から除いておりま

す。

（4）取引に係るリスクの内容

同左

（5）取引に係るリスク管理体制

同左

２．取引の時価等に関する事項

同左

（4）取引に係るリスクの内容

同左

（5）取引に係るリスク管理体制

同左

２．取引の時価等に関する事項

 当事業年度において、金利ス

ワップ取引を行っておりますが、

ヘッジ会計を適用しておりますの

で、注記の対象から除いておりま

す。
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（ストック・オプション等関係）

前中間会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日）

ストック・オプションの内容

 平成18年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 当社従業員　　　　２名

ストック・オプション数（注） 普通株式　　 　6,000株

付与日 平成18年４月10日

権利確定条件

　新株予約権の割当を受けたものは、権利

行使時においても当社の取締役、監査役ま

たは従業員であることを要す。

対象勤務期間 定めておりません。

権利行使期間
自　平成18年５月１日

至　平成23年４月30日

 （注）株式数に換算して記載しております。

当中間会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

１．ストック・オプションに係る当中間会計期間における費用計上額及び科目名

 販売費及び一般管理費　　　　826千円

２．当中間会計期間に付与したストック・オプションの内容

  平成19年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 当社従業員　　　　４名

ストック・オプション数（注） 普通株式　　  12,000株

付与日 平成19年４月16日

権利確定条件

　新株予約権の割当を受けたものは、権利

行使時においても当社の取締役、監査役ま

たは従業員であることを要す。

対象勤務期間 定めておりません。

権利行使期間
自　平成19年５月１日

至　平成24年４月30日

権利行使価格（円） 1,238

付与日における公正な評価単価（円） 6,884

 （注）株式数に換算して記載しております。
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前事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

ストック・オプションの内容

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13年
ストック・オプション

平成14年
ストック・オプション

平成15年
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数 当社従業員　　　　　８名 当社従業員　　　　　５名
当社監査役　　　　　１名

当社従業員　　　　　５名

ストック・オプション数(注) 普通株式　　　　24,000株 普通株式　　　　15,000株 普通株式　　　　24,000株

付与日 平成13年４月２日 平成14年４月４日 平成15年４月７日

権利確定条件

新株予約権の割当を受け

た者は、権利行使時におい

ても当社の取締役、または

従業員であることを要す。

新株予約権の割当を受け

た者は、権利行使時におい

ても当社の取締役、または

従業員であることを要す。

新株予約権の割当を受け

た者は、権利行使時におい

ても当社の取締役、監査役

または従業員であることを

要す。

対象勤務期間  定めておりません。  定めておりません。  定めておりません。

権利行使期間
自　平成13年３月30日

至　平成18年３月29日 

自　平成14年５月１日

至　平成19年４月30日 

自　平成15年５月１日

至　平成20年４月30日 

平成16年
ストック・オプション

平成17年
ストック・オプション

平成18年
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数 当社従業員　　　　　５名 当社従業員　　　　　５名 当社従業員　　　　　２名

ストック・オプション数(注) 普通株式　　　　15,000株 普通株式　　　　15,000株 普通株式　　　　 6,000株

付与日 平成16年４月12日 平成17年４月11日 平成18年４月10日

権利確定条件

新株予約権の割当を受け

た者は、権利行使時におい

ても当社の取締役、監査役

または従業員であることを

要す。

新株予約権の割当を受け

た者は、権利行使時におい

ても当社の取締役、監査役

または従業員であることを

要す。

新株予約権の割当を受け

た者は、権利行使時におい

ても当社の取締役、監査役

または従業員であることを

要す。

対象勤務期間  定めておりません。  定めておりません。  定めておりません。

権利行使期間
自　平成16年５月１日

至　平成21年４月30日 

自　平成17年５月１日

至　平成22年４月30日 

自　平成18年５月１日

至　平成23年４月30日 

 （注）株式数に換算して記載しております。また、平成16年２月20日に１株を２株に株式分割しておりますので、上記株

式数は全て株式分割後で記載しております。
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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13年ストック・

オプション

平成14年ストック・

オプション

平成15年ストック・

オプション

平成16年ストック・

オプション

平成17年ストック・

オプション

平成18年ストック・

オプション

権利確定前

（株）
      

前事業年度末 － － － － － －

付与 － － － － － 6,000

失効 － － － － － －

権利確定 － － － － － 6,000

未確定残 － － － － － －

権利確定後

（株）
      

前事業年度末 12,000 6,000 24,000 15,000 15,000 －

権利確定 － － － － － 6,000

権利行使 12,000 － － － － －

失効 － － － 3,000 － －

未行使残 － 6,000 24,000 12,000 15,000 6,000

 （注）平成16年２月20日に１株を２株に株式分割しておりますので、上記株数は全て株式分割後で記載しております。

②　単価情報

平成13年ストック・

オプション

平成14年ストック・

オプション

平成15年ストック・

オプション

平成16年ストック・

オプション

平成17年ストック・

オプション

平成18年ストック・

オプション

権利行使価格

（円）
440 441 695 1,138 1,339 1,485

行使時平均株価

（円）
1,416 － － － － －

公正な評価単価

（付与日）（円）
－ － － － － －

 （注）平成16年２月20日に１株を２株に株式分割しておりますので、上記金額は全て株式分割後で記載しております。

（持分法損益等）

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１株当たり純資産額 966.63円

１株当たり中間純利益    53.86円

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益
 53.75円

１株当たり純資産額 1,039.14円

１株当たり中間純利益    60.96円

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益
  60.88円

１株当たり純資産額 　995.51円

１株当たり当期純利益 　94.74円

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益
　94.56円

（注）１株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下の通

りであります。

前中間会計期間
(自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

前事業年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

１株当たり中間（当期）純利益

中間（当期）純利益（千円） 570,158 645,638 1,002,966

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

（千円）
570,158 645,638 1,002,966

期中平均株式数（株） 10,585,410 10,591,875 10,586,980

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益

中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（株） 22,351 12,558 19,319

（うち新株予約権） (22,351) (12,558) (19,319)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要

平成18年３月30日定時

株主総会特別決議。

旧商法第280条ノ20及び

第280条ノ21の規定に基

づく新株予約権

60個。

平成17年３月30日定時

株主総会特別決議。

旧商法第280条ノ20及び

第280条ノ21の規定に基

づく新株予約権　150個。

平成18年３月30日定時

株主総会特別決議。

旧商法第280条ノ20及び

第280条ノ21の規定に基

づく新株予約権　60個。

平成19年３月29日定時

株主総会特別決議。

会社法第236条、第238

条及び第239条の規定に

基づく新株予約権　120

個。

平成18年３月30日定時

株主総会特別決議。

旧商法第280条ノ20及び

第280条ノ21の規定に基

づく新株予約権　60個。

（重要な後発事象）

 該当事項はありません。

（株）シチエ(4724)　平成 19 年 12 月期中間決算短信（非連結）

－ 25 －



５．その他
 品目別売上高表

 （単位：千円）

部　　門
前中間会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

レンタル部門

ビジュアル 1,787,013 1,896,791 3,689,741

オーディオ 534,565 496,514 1,068,939

その他 67,913 65,170 137,178

部門合計 2,389,492 2,458,476 4,895,859

アミューズメント施設部門

ゲーム 3,134,540 3,886,763 6,676,394

ボウリング 56,444 52,934 109,026

その他 33,051 43,661 67,165

部門合計 3,224,037 3,983,359 6,852,586

合　　計 5,613,529 6,441,836 11,748,445

　（注）１．数量については、品目が多岐にわたり表示が困難であるため、記載を省略しております。

２．レンタル部門における「その他」は、主として年会費収入であります。

３．アミューズメント施設部門における「その他」は、主として自動販売機収入であります。

４．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

以上
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