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１．19 年 9 月中間期の業績（平成 19 年 4 月 1 日～平成 19 年 9 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 9 月中間期 5,554 (19.8) 426 (9.3) 258 (4.2) 153 (234.9)

18 年 9 月中間期 4,638 (16.2) 390 (23.2) 248 (17.8) 45 (△48.4)

19 年 3 月期 9,914 (16.0) 694 (21.7) 440 (3.8) 109 (△35.7)
 

 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 9 月中間期 18.16 ― 

18 年 9 月中間期 5.39 ― 

19 年 3 月期 12.88 ― 

（参考）持分法投資損益  19 年 9 月中間期  ― 百万円  18 年 9 月中間期  ― 百万円  19 年 3 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 9 月中間期 16,930 2,610 15.4 311.61 

18 年 9 月中間期 14,938 2,602 17.4 305.96 

19 年 3 月期 16,630 2,588 15.6 304.41 

（参考）自己資本     19 年 9 月中間期 2,610 百万円  18 年 9 月中間期 2,602 百万円  19 年 3 月期 2,588 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 9 月中間期 1,369 △1,665 24 695 

18 年 9 月中間期 1,270 △2,112 858 863 

19 年 3 月期 2,698 △4,889 2,310 967 
 

２．配当の状況 

 1 株当たり配当金 

（基準日） 
第 1 

四半期末 
中間期末 

第 3 

四半期末 
期末 年間 

 

19 年 3 月期 

円 銭 

― 

円 銭 

7.50 

円 銭 

― 

円 銭 

7.50 

円 銭 

15.00 

20 年 3 月期（実績） ― 7.50   

20 年 3 月期（予想）   ― 7.50 
15.00 

 

３．20 年 3 月期の業績予想（平成 19 年 4 月 1 日～平成 20 年 3 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 11,550 (16.5) 740 (6.6) 527 (19.7) 176 (60.7) 20.70  
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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、19 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」をご覧ください。 

 

（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 9 月中間期 8,531,200 株 18 年 9 月中間期 8,531,200 株 

19 年 3 月期   8,531,200 株 

② 期末自己株式数          19 年 9 月中間期  154,800 株 18 年 9 月中間期   26,640 株 

19 年 3 月期     26,736 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、31 ページ「1 株当たり情報」を

ご覧ください。 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（将来に関する記述等についてのご注意） 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であ

ると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業

績予想の前提となる仮定および業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、3 ページ「１．経営成績

（1）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

当中間会計期間におけるわが国経済は、企業収益の向上を背景とした設備投資の増加や雇用情勢の改善もあり、

個人消費も堅調に推移し、景気は全般的に緩やかながらも拡大いたしました。 

このような環境の中、当社は平成 19 年 4 月に福島県須賀川市にゲーム事業単独店として「アーバンスクエア 

須賀川店」を開設しました。 

また、当中間会計期間において、複合店舗における不効率部門のカラオケ事業部門 2 店舗の閉鎖を実施したこ

とにより、当中間会計期間末の直営店舗数は 36 店舗、共同店舗は 4 店舗となりました。 

この結果、売上高は 55 億 54 百万円（前年同期比 19.8％増）となり、ここ数年の店舗の大型化に伴う減価償却

費等の設備コストの増加（平成 19 年度税制改正によるものを含む）の影響もありましたが、好調な売上高により

営業利益は 4 億 26 百万円（前年同期比 9.3％増）、経常利益は 2 億 58 百万円（前年同期比 4.2％増）となりまし

た。中間純利益につきましては、当初予想では当中間期において不効率店舗・部門の閉鎖等による特別損失 70

百万円を見込んでおりましたが，あくまで計画策定時点での見込みであり、不効率店舗・部門の閉鎖は現時点で

は未定であります。契約先との交渉等の関係により閉鎖時期については下期後半になる見込みであります。その

ため、当中間期は店舗の閉鎖等が前中間期に比べ小規模にとどまったことにより 1 億 53 百万円（前年同期比

234.9％増）となりました。 

なお、事業別の売上実績及び仕入実績は以下のとおりであります。 
 

 (a) 販 売 実 績                               

 〔前中間会計期間〕 〔当中間会計期間〕    〔前年同期比〕

ゲ ー ム 事 業 3,951,405 千円 4,918,797 千円 124.5％ 

ボ ウ リ ン グ 事 業 329,110 千円 464,017 千円 141.0％ 

ス ー パ ー 銭 湯 事 業 95,293 千円 30,840 千円 32.4％ 

カ ラ オ ケ 事 業 29,038 千円 11,643 千円 40.1％ 

バ ッ テ ィ ン グ 事 業 25,643 千円 22,977 千円 89.6％ 

そ の 他 の 事 業 207,610 千円 106,569 千円 51.3％ 

合      計 4,638,102 千円 5,554,845 千円 119.8％ 
 

(b) 仕 入 実 績                               

 〔前中間会計期間〕 〔当中間会計期間〕 〔前年同期比〕

ゲ ー ム 事 業 189,205 千円 271,361 千円 143.4％ 

ボ ウ リ ン グ 事 業 4,084 千円 1,864 千円 45.6％ 

ス ー パ ー 銭 湯 事 業 1,291 千円 126 千円 9.8％ 

カ ラ オ ケ 事 業 1,015 千円 763 千円 75.2％ 

バ ッ テ ィ ン グ 事 業 27 千円 90 千円 333.3％ 

そ の 他 の 事 業 7,737 千円 2,109 千円 27.3％ 

合      計 203,359 千円 276,313 千円 135.9％ 

(注) 金額は仕入金額によっております。 
 

 

ゲーム事業 

ゲーム事業においては、前事業年度に開設した店舗の通期寄与と当中間会計期間に開設した店舗の業績に

より、売上高は 4,918,797 千円（前年同期比 24.5％増）となりました。平成 19 年 9 月 30 日現在 39 店舗を

運営しております。 

ボウリング事業 

ボウリング事業においては、前事業年度に開設した店舗の通期寄与により、売上高は 464,017 千円（前年

同期比 41.0％増）となりました。平成 19 年 9 月 30 日現在 14 店舗を運営しております。 
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スーパー銭湯事業 

スーパー銭湯事業においては、燃料その他のコストの増加のため、前事業年度に不採算店 2 店舗閉鎖した

ことにより、売上高は 30,840 千円（前年同期比 67.6％減）となりました。平成 19 年 9 月 30 日現在 1 店舗

を運営しております。 

カラオケ事業 

カラオケ事業においては、当社は複合施設の集客増を目的にあくまで利用者へのサービスの一環として運

営しておりましたが、今後の市場の拡大が見込めないと判断して、前事業年度に引続き当中間会計期間に 2

店舗を閉鎖したことにより、売上高は 11,643 千円（前年同期比 59.9％減）となりました。平成 19 年 9 月 30

日現在運営している店舗はありません。 

バッティング事業 

バッティング事業においては、施設の複合化を目的に設置運営しております。当中間会計期間における記

録的な猛暑により屋外スポーツが敬遠されたこと等により、売上高は 22,977 千円（前年同期比 10.4％減）

となりました。平成 19 年 9 月 30 日現在 3 店舗を運営しております。 

その他の事業 

その他の事業においては、機器売上高が前年同期比 65.3％減少したこと等により、売上高は 106,569 千円

（前年同期比 48.7％減）となりました。 

 

(2) 通期の見通し 

通期の業績は、前期に開設した店舗の業績の通期計上と、当期開設した店舗および開設予定の新店舗の業績見

込みにより、売上高は 115 億 50 百万円（前期比 16.5％増）、営業利益 7 億 40 百万円（前期比 6.6％増）、経常

利益 5 億 27 百万円（前期比 19.7％増）、当期純利益は 1 億 76 百万円（前期比 60.7％増）を予想しております。 

通期の業績の見通しをふまえまして、通期のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・

フローは 36 億円程度になると予想しており、投資活動によるキャッシュ・フローは△41 億円程度を予想してお

ります。財務活動によるキャッシュ・フローは６億円程度を予想しており、この結果、現金及び現金同等物の増

加額は１億円程度になり、期末残高は 10 億円程度になると予想しております。 

 

(3) 財政状態に関する分析 

総資産は、前期末に比べ 3 億 00 百万円増加して 169 億 30 百万円となりました。これは新規出店による設備投

資､既存店舗の機器の増加および新規店舗に係る敷金・保証金の増加が主な要因です。 

純資産は、前期末に比べ21百万円増加して26億10百万円となり､１株当たり純資産は311.61円となりました。

また、自己資本比率は、総資産の増加に伴い前期末の 15.6％から 15.4％へ減少しております。 

当中間期末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、前期末より 2 億 71 百万円減少

して 6 億 95 百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれら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) 

営業活動によって得られた資金は、前年同期と比べ 98 百万円増加し 13 億 69 百万円となりました。この主な

要因は、税引前中間純利益額が 2 億 80 百万円となり、前年同期と比べ非資金費用である減価償却費が 1 億 59

百万円増加し 11 億 32 百万円となり、有形固定資産除却損が前年同期と比べ 70 百万円減少し 5 百万円となった 

ことや､支払手形の増減額が前年同期に比べ 60 百万円減少したこと等によるものです。 
 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動によって使用された資金は、前年同期と比べ４億 47 百万円増加し 16 億 65 百万円となりました。こ
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の主な要因は、新規開設店に係る店舗設備等および既存店のリニューアルによる建物等有形固定資産の取得 19

億 33 百万円およびその他投資等の取得による支出として新規開設店に係る敷金･営業保証金の支払等 2 億 32

百万円等､有形固定資産の売却による収入５億 68 百万円等によるものです。 

 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動によって得られた資金は、前年同期と比べ 8 億 33 百万円減少し 24 百万円となりました。この主な

要因は、設備に伴う短期借入金および長期借入金の純増額 3 億 81 百万円の収入と、リース会社に対する長期未

払金および設備購入長期支払手形の支払､社債の償還による支払と自己株式の取得および配当金の支払等の計

3 億 57 百万円の資金の減少等によるものです。 

当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 

 第 29 期 第 30 期 第 29 期 

 平成 18 年 9 月中間期 平成 19 年 9 月中間期 平成 19 年 3月期

自己資本比率（％） 17.4 15.4 15.6 

時価ベースの自己資本比率（％） 23.9 17.5 21.6 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 4.6 4.9 4.9 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 8.3 6.6 8.3 

（注） 自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注 1）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しています。 

（注 2）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 

（注 3）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 

います。 

 

(4) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主に対する長期的利益還元を経営の重要課題と認識しており、また、財務体質の強化を目的として

内部留保にも努め、安定的な経営基盤の確保に努めるとともに、株主の皆様に中長期に当社株式を保有していた

だくため、安定的かつ継続的な利益還元を重視し業績に応じた配当を維持することを基本方針としております。 

このような方針に基づき、当中間会計期間末現在の株主および実質株主に対して、1 株当たり 7 円 50 銭の配当

を実施する予定であります。また株主優待制度として、毎年 3 月 31 日および 9 月 30 日現在の株主および実質株

主に対し、当社基準により年 2 回お米券を贈呈する予定であります。今後も業績に応じて積極的な利益還元を行

ってまいります。 

 

(5) 事業等のリスク

① 店舗政策等について 

ｲ. 出店政策について 

当社は、ゲーム店舗をベースとした出店により企業規模を拡大してまいりました。今後も引き続き同様

の出店方針に基づいた新規店舗の出店を計画しております。 

出店に際しては商圏人口や入居保証金、賃借料等の出店条件、競合他社の進出状況等のファクターを踏

まえて判断しておりますが、当社の希望に適う物件が確保できず計画通りの出店が進まない場合、または

これらのファクターが当社の予想に反して不採算店舗となった場合等には、当社の業績は影響を受ける可

能性があります。 

 ― 5 ―
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また、既存店舗につきましても、ゲーム機器等の設備の更新やリニューアル等による活性化を継続的に

行っておりますが、期待する効果が実現できない場合や予定を上回る設備投資を行う場合には、当社の業

績は影響を受ける可能性があります。 

ﾛ. 出店地域について 

当社は、これまで宮崎県を中心とした九州地方やその他の地方都市に出店を行っておりましたが、地方

都市は大都市圏と比較し相対的な市場規模は小さいことから、各店舗の経営成績は同業他社との競合のほ

か、各地域の人口動態や景気変動による影響を受けやすく、また、他の商業施設の開設・閉鎖の動向や、

幹線道路、主要生活道路等の整備動向や利用状況等により出店地の商圏規模は大都市と比べ変動しやすい

傾向があります。 

九州地区以外ではこれまで、千葉県、栃木県、茨城県、福島県、兵庫県、神奈川県、愛知県、三重県等

に出店しており、このような首都圏、関東圏、近畿圏および中部圏等の人口集積地域への展開もさらに積

極的に進める方針ではありますが、これらの地域は競合他社も多く、また店舗展開や店舗運営が計画どお

りに進まない場合には、当社の業績は影響を受ける可能性があります。 

また、出店地域については、地理的条件等も考慮して出店しておりますが、予想外の自然災害等に見舞

われた場合には当社の業績は影響を受ける可能性があります。 

ﾊ. ゲーム施設について 

当社のゲーム施設の顧客は、主に 10 代半ばから 30 代の、学生・社会人等のグループ客および家族連れ

が大半を占めており、学校や企業の長期休暇時期である 3・4 月（春休み）、7・8 月（夏休み）および 12・

1 月（冬休み）に当社の売上高は増加する傾向にあります。 

また、余暇の選択肢の増加に伴い、人々のレジャーそのものが多様化していることから、他のレジャー

施設の出退店動向やゲーム機器メーカーの人気機器の開発動向、天候、テレビドラマやコマーシャル、人

気タレントの趣味・嗜好、スポーツ選手の活躍の動向等は、当社のゲーム施設の集客に影響を与える重要

なファクターであります。当社ではこれらのファクターの変化による業績への影響を軽減するため、安定

的な需要の見込めるメダルゲーム機器やプライズ機器、シール機器を中心に設置しておりますが、さらに

各店舗の顧客特性に応じた機器の機動的な設置や競合他店に先駆けて新規機器の導入を図るよう努めてお

ります。 

しかしながら、顧客の嗜好に合致した機器の導入時期が遅れた場合や十分な台数を確保できない場合に

は、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

ﾆ. 消費税の動向 

現在、消費税率の引き上げについて論議検討がされております。当社のゲーム事業については消費税を

利用料金に上乗せすることがむずかしく、現行税率以上に消費税が引き上げられた場合、課税対象となる

収入と支出の差額に対する消費税の引き上げ額がそのまま利益の減少要因となります。そのため当社では

消費税率の引き上げが実施された場合、その影響額を抑えるため、家庭ではできない大型機種等を積極的

に導入して、集客力のある店舗の運営や開設もしくは他社の商業施設に出店し、一方では不効率店のスク

ラップを行い、全社的な経費削減を実施して収益性を高める努力をしてまいります。 

ﾎ. 店舗人員の確保と育成 

店舗数が増加する中で、当社の経営理念である「健全で明るく楽しい憩いの場と、納得のいくサービス

の提供」を行うために、店舗の人員の確保とともに、幅広いお客様に満足いただける接客と迅速かつ正確

な店舗運営の行える人材を育成することが重要な課題であります。この課題に対して、当社は求人活動を

強化し、人材育成に関しては営業部担当者および店舗責任者の指導等を強化し、今後の出店増に対応すべ

く取り組んでおります。しかしながら、当該人員の確保および教育等が出店の進捗に対応できない場合に
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は、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

 

ﾍ. 財政状態の特徴について 

当社は近年、大型店舗を中心に積極的な新規出店を行ってまいりましたが、出店に関する設備資金およ

び敷金・保証金や既存店舗の機器の買替資金は、主に借入金等により調達しており、平成 19 年 9 月中間期

末における、負債･純資産の合計に対する割賦債務も含めた有利子負債の割合は 79.0％となっております。 

これらの資金の調達先は、地方銀行、都市銀行、大手リース会社等の金融機関でありますが、取引関係

は安定しており、また、これまでシンジケート・ローン（協調融資）による資金調達も行ってきたことか

ら取引金融機関数も増加しております。 

そのため、将来の金利上昇によるリスクを回避する目的で固定金利の選択や金利スワップおよび金利キ

ャップを行っておりますが、急速かつ大幅な金利変動があれば、支払利息等の増加により、当社の業績は

影響を受ける可能性があります。 

財政状態の内訳等の推移は、次のとおりであります。 

（単位：千円） 

第 29 期 第 30 期 第 29 期  

平成 18 年 9 月中間期 平成 19 年 9 月中間期 平成 19 年 3月期

短期借入金 380,000 1,296,000 1,370,000

1 年以内返済予定の長期借入金 2,158,462 2,085,630 2,167,504

長期借入金 8,612,215 9,326,257 8,788,552

1 年以内期日到来の設備購入長期支払手形 37,405 ― 6,565

1 年以内償還予定の社債 60,000 160,000 160,000

設備購入長期支払手形 675 ― ―

1 年以内支払予定の長期未払金 172,906 83,735 114,937

長期未払金 150,145 66,409 101,443

社債 60,000 350,000 430,000

有利子負債合計額 11,631,810 13,368,032 13,139,003

負債・純資産合計に対する割合（％） 77.9 79.0 79.0

負債・純資産合計額 14,938,791 16,930,346 16,630,147

ﾄ. 固定資産及びリース資産について 

当社は、平成 18 年 3 月期より「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」を適用しております。当中

間会計期間においては、減損損失は認識されておりませんが、今後、当社の所有する固定資産およびリー

ス資産またはこれらの資産グループについて、営業活動から生ずる損益またはキャッシュ･フローの継続的

なマイナス、回収可能価額の著しい下落などが生じることにより減損損失を認識する可能性があります。

減損損失を認識した場合には、当社の業績は影響を受けます。 

 

② 法的規制について 

ｲ. 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」による規制について 

当社のゲーム事業は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の規制を受けております。

同法は、善良の風俗の保持、清浄な風俗環境保持および青少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止を

目的として制定されております。当社の店舗の中には、同法に関連する政令、条例の規制を受けている店

舗もあります。 

平成 19 年 9 月 30 日現在、当社の直営店および共同店舗 40 店のうち 34 店が同法の許認可に基づき営業
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を行っておりますが、残りの店舗は、設置機器の種類および台数ならびに施設の構造等により、同法の対

象外となっております。 

ﾛ. 「不当景品類及び不当表示防止法」による規制について 

当社のゲーム事業、ボウリング事業、カラオケ事業およびバッティング事業は、「不当景品類及び不当

表示防止法」の規制を受けております。同法は、商品および役務の取引に関連する不当な景品類および表

示による顧客の誘引を防止することを目的として制定されており、不当な顧客の勧誘を防止するため公正

取引委員会が景品類の制限および禁止、不当な表示の禁止等の措置をとる場合があります。 

ﾊ. 「公衆浴場法」による規制について 

当社のスーパー銭湯事業は、「公衆浴場法」の規制を受けております。同法は、温浴・温泉・蒸気や蒸

気発生装置等を設置し、公衆を入浴させる施設（＝公衆浴場）として経営する場合、公衆衛生の観点から

必要事項を定めた法律であります。 

ﾆ. 「著作権法」による規制について 

当社のカラオケ事業は、「著作権法」の規制を受けております。同法は、著作物ならびに実演、レコー

ド、放送および有線放送に関し著作者の権利およびこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公

正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、よって文化の発展に寄与することを目的として制

定されております。 

ﾎ. 「食品衛生法」による規制について 

当社のカラオケ事業およびその他の事業における飲食業務は、「食品衛生法」の規制を受けております。

同法は、厚生労働大臣が定めた添加物その他製造または加工の過程において、特に衛生上の考慮を必要と

する食品または添加物であって政令で定めるものの製造または加工を行う営業者は、その製造または加工

を衛生的に管理させるためその施設ごとに専任の食品衛生管理者を置くことを定めております。 
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２．企業集団の状況 

当社は、ゲーム事業を主軸として、ボウリング・スーパー銭湯・カラオケ・バッティングの各事業の施設運営

を行い、併せてゲーム機器の販売および飲食店経営等、これらに付帯する業務を営んでおります。各事業の位置

づけとしては、ゲーム事業単独の施設運営の他、ゲーム事業以外の各事業については、各事業単独で店舗展開し

ているのではなく、あくまでゲーム事業を主体にして、他の各事業を関連づけて施設全体を複合的に展開してお

ります。 

事業の系統図は次のとおりであります。 
 

一 般 顧 客 

ゲ ー ム

事 業

その他の事業 

飲食

ボウリング

事 業

スーパー銭湯

事 業

カラオケ

事 業

バッティング

事 業 卓球 ビリヤード 機器販売

株 式 会 社 ア リ サ カ

販売先 

 

３．経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社は､「健全で明るく楽しい憩いの場と、納得のいくサービスの提供」を経営理念とし、「誰もが気楽に遊べ

るアミューズメント空間の創造」というテーマのもとに、老若男女全てを対象にゲームを主軸にボウリング、ス

ーパー銭湯、カラオケ、バッティング等の各事業を組み合わせた複合施設の運営を展開しており、地域一番店を

目標に、来店されるお客様が「楽しかった、また来よう」という気になっていただける施設の運営を心がけ、幅

広いお客様の期待と満足を得るために日々努力しております。 

当社の事業の性格上、効率化のためのスクラップアンドビルドは必要不可欠であり、今後見込まれる不効率な

店舗、部門はたとえ大型店でもスクラップを実施し、スーパー銭湯やカラオケ事業は閉鎖または縮小して、主力

とするゲーム事業を中心にアミューズメント事業に特化し、当社の規模に応じた効率的なアミューズメント施設

の出店を目指す方針であります。そのためには、地域経済その他の環境の変化に対応できるようマーケティング

リサーチをこれまで以上に充実させ、より良い地域や大型施設への出店を積極的に進めてまいります。 

 

(2) 目標とする経営指標 

当社は、株主に対する利益還元と財務体質強化を経営の重要課題としていることから、①自己資本当期純利益

率（ＲＯＥ）および②自己資本比率を重要経営指標として位置づけ、安定した収益の確保および確実な配当を実

施できる強固な収益体質を構築してまいります。平成 19 年 9 月期の推移は以下のとおりであります。 

①自己資本当期純利益率 平成 18 年 9 月期  1.8％ → 平成 19 年 9 月期  5.9％ 

②自己資本比率     平成 18 年 9 月期 17.4％ → 平成 19 年 9 月期 15.4％ 

平成 20 年 3 月期における目標値は、①自己資本当期純利益率が 6.8％、②自己資本比率につきましては 15.3％

としております。継続的な期間収益の増大を図ることにより、目標値の達成を目指してまいります。 

（注）①自己資本当期純利益率（ＲＯＥ）＝[当期純利益／{(期首純資産の部合計－期首新株予約権) 

＋(期末純資産の部合計－期末新株予約権)}÷2]×100 

②自己資本比率＝{(期末純資産の部合計－期末新株予約権)／期末資産の部合計}×100 
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(3) 中長期的な会社の経営戦略 

当社は、数年前から業容の拡大に向けて､店舗の大型化および複合化を積極的に進めてまいりました。そのため

当期を含め設備の増加に伴って資産、負債ともに増加傾向となり、減価償却費等の設備コストが増加しました｡

しかしながら、中期的には設備投資による減価償却費は新規設備に係る減価償却費の増加よりも、過年度の既存

設備に係る減価償却費の減少が大きくなり、償却額が減少に転じると予想しており、業容の拡大に伴う売上高の

増加により大きく利益を計上できる状況になると見込んでおります。 

また、新たな設備購入債務の発生を抑えるため新規出店については賃借店舗を基本とし、可能な範囲において

既存設備を含め資産のオフバランス化を実施して行く方針であります。当中間期において平成 19 年９月に自社

所有不動産である鹿児島県鹿児島市のアーバンスクエア天文館店を売却し、新たに賃借店舗として継続して営業

を行っており、今後も自社所有の２～3 店舗について同様の方法で資産・負債の圧縮を行い、新規出店について

も投資効率の良い出店を進めてまいります。これまで不効率と思われる店舗および銭湯、カラオケ等の部門のリ

ストラを積極的に実施してまいりましたが、今後はアミューズメント事業に特化し、これまでと同様に計画に基

づく出店を着実に実現していくという基本的な経営戦略を進めていく方針であり、より多くの出店情報を入手し、

調査・厳選し、早期着手することを心掛けてまいります。 

 

(4) 会社の対処すべき課題

当社が主力とするアミューズメント事業は、店舗の大型化やスクラップアンドビルドの加速化に伴い、当社に

おいてもアミューズメント施設でしか味わえない臨場感のある大型機械や最新の機種を多く設置できる大規模店

舗や、より集客が可能な複合店舗の出店を進めております。このような大規模店舗を優良な地域に出店するため

には多額の設備投資や出店費用等が必要であり、中小型店の出店と比べ資金の調達額が増加することになり、有

利子負債も増加することになります。そのため、これまで公募増資により市場からの資金調達も行ってまいりま

したが、金額的な面において銀行借入に依存する割合が多くなります。 

そのため、今後開設する店舗について、可能な範囲においてオフバランス化を目的とした取組みを行い、有利

子負債の削減を積極的に実施していく方針であります。 

また、店舗の大型化によるアミューズメント機器の設置台数の増加や、高額になりつつあるアミューズメント

機器により、リース料および減価償却費の増加、特に減価償却費の増加が利益を抑える要因となっております。

不効率店舗や事業部門を閉鎖して新規開設する大型店に閉鎖店舗のアミューズメント機器を移動する等、できる

限り資産の効率化を図っておりますが、直近年度に取得した設備により、ここ 1～2 年は減価償却費は増加する見

込みです。そのため、既存設備のアミューズメント機器の店舗間移動等をさらに推し進め、新規開設する店舗に

ついても当社の現状に合った店舗規模や出店数を十分吟味した上で､出店計画を策定し、実行し、さらに効率化を

行って、今まで以上に変化を持たせた店舗運営を行い、アミューズメント機器の新規導入数量を減少させるよう

努力してまいります。 

 

 (5) その他、会社の経営上重要な事項 

当社の監査役のうち 2 名は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。うち 1 名は株式会社エムビ

ーシィ（通信機器販売業）の代表取締役であり当社期末発行済株式数の約 0.1％を所有しており、当社の情報機

器の購入先となっております。なお、取引条件や取引条件の決定については他社と同一であります。他 1 名は当

社期末発行済株式数の約 0.0％を所有しており、取引関係その他利害関係はありません 
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個別中間財務諸表等 

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９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成19年３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  900,954 872,324 1,071,698 

 ２ 売掛金  193,122 116,114 117,937 

 ３ 貯蔵品  453,061 570,026 512,588 

 ４ 前払費用  324,506 385,068 343,616 

 ５ その他  44,141 46,664 69,570 

   流動資産合計  1,915,785 12.8 1,990,199 11.8 2,115,410 12.7

Ⅱ 固定資産   

 １ 有形固定資産   

  (1) 建物 ＊1,2 5,754,160 6,903,485 6,827,097 

  (2) アミューズメント機器 ＊1 2,724,461 3,505,701 2,981,580 

  (3) 土地 ＊2 2,050,238 1,688,635 2,050,238 

  (4) その他 ＊1 802,204 682,851 685,356 

   有形固定資産合計  11,331,065 75.8 12,780,673 75.5 12,544,273 75.4

 ２ 無形固定資産  81,056 0.6 43,739 0.3 57,824 0.4

 ３ 投資その他の資産   

  (1) 投資有価証券  152,975 109,471 135,246 

  (2) 長期前払費用  32,881 15,734 22,947 

  (3) 敷金保証金 ＊2 1,423,413 1,963,676 1,739,434 

  (4) その他  50 17,859 4,939 

   投資その他の資産合計  1,609,320 10.8 2,106,741 12.4 1,902,568 11.4

   固定資産合計  13,021,442 87.2 14,931,155 88.2 14,504,666 87.2

Ⅲ 繰延資産  1,563 0.0 8,991 0.0 10,070 0.1

   資産合計  14,938,791 100.0 16,930,346 100.0 16,630,147 100.0
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                                                           ㈱アリサカ（2328）平成20年３月期 中間決算短信（非連結）
ファイル名 更新日時:日時:07/11/14 11:58 

 

  
前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成19年３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 支払手形  169,500 208,500  269,500 

 ２ 1年以内償還予定の社債  60,000 160,000  160,000 

 ３ 短期借入金  380,000 1,296,000  1,370,000 

 ４ １年以内返済予定の 
   長期借入金 

＊2 2,158,462 2,085,630  2,167,504 

 ５ 未払金  139,533 161,612  84,264 

 ６ 未払法人税等  68,397 144,491  83,083 

 ７ 賞与引当金  16,530 17,460  17,100 

 ８ １年以内期日到来の 
   設備購入長期支払手形  

＊5 37,405 21,000  127,065 

 ９ １年以内支払予定の 
   長期未払金 

 172,906 83,735  114,937 

 10 その他 ＊4 210,007 276,196  212,843 

   流動負債合計  3,412,742 22.9 4,454,626 26.3 4,606,298 27.7

Ⅱ 固定負債    

 １ 社債  60,000 350,000  430,000 

 ２ 長期借入金 ＊2 8,612,215 9,326,257  8,788,552 

 ３ 長期未払金  150,145 66,409  101,443 

 ４ 退職給付引当金  4,992 5,716  5,247 

 ５ 役員退職慰労引当金  36,710 38,138  36,568 

 ６ 設備購入長期支払手形  675 ―  ― 

 ７ その他  59,238 79,059  73,166 

   固定負債合計  8,923,977 59.7 9,865,581 58.3 9,434,977 56.7

   負債合計  12,336,719 82.6 14,320,207 84.6 14,041,276 84.4
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                                                           ㈱アリサカ（2328）平成20年３月期 中間決算短信（非連結）
ファイル名 更新日時:日時:07/11/14 11:58 

 

  
前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成19年３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
(％) 

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金  922,650 6.2 922,650 5.4 922,650 5.5

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金  920,070 920,070  920,070 

資本剰余金合計  920,070 6.1 920,070 5.4 920,070 5.5

３ 利益剰余金    

(1) 利益準備金  14,497 14,497  14,497 

(2) その他利益剰余金    

別途積立金  14,000 14,000  14,000 

繰越利益剰余金  712,806 802,450  712,678 

利益剰余金合計  741,303 5.0 830,948 4.9 741,176 4.5

４ 自己株式  △12,694 △0.1 △63,393 △0.3 △12,733 △0.0

株主資本合計  2,571,329 17.2 2,610,274 15.4 2,571,162 15.5

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券 
  評価差額金 

 30,742 0.2 △135 △0.0 17,709 0.1

評価・換算差額等合計  30,742 0.2 △135 △0.0 17,709 0.1

純資産合計  2,602,072 17.4 2,610,138 15.4 2,588,871 15.6

負債純資産合計  14,938,791 100.0 16,930,346 100.0 16,630,147 100.0
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                                                           ㈱アリサカ（2328）平成20年３月期 中間決算短信（非連結）
ファイル名 ファイル名:070_9044100501912 更新日時:2007/11/

② 中間損益計算書 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３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   4,638,102 100.0 5,554,845 100.0  9,914,882 100.0

Ⅱ 売上原価   3,957,588 85.3 4,788,716 86.2  8,634,731 87.1

   売上総利益   680,514 14.7 766,129 13.8  1,280,150 12.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費   290,087 6.3 339,409 6.1  586,011 5.9

   営業利益   390,426 8.4 426,719 7.7  694,139 7.0

Ⅳ 営業外収益 ＊1  68,247 1.5 100,402 1.8  176,892 1.8

Ⅴ 営業外費用 ＊2  210,490 4.5 268,458 4.8  430,584 4.4

   経常利益   248,182 5.4 258,663 4.7  440,446 4.4

Ⅵ 特別利益 ＊3  437 0.0 27,968 0.5  2,002 0.1

Ⅶ 特別損失 ＊4  130,036 2.8 6,285 0.1  198,413 2.0

   税引前中間(当期)純利益   118,584 2.6 280,346 5.1  244,036 2.5

   法人税、住民税 
   及び事業税 

 74,517 132,366 138,247 

   法人税等調整額  △1,780 72,736 1.6 △5,576 126,790 2.3 △3,715 134,531 1.4

   中間(当期)純利益   45,847 1.0 153,555 2.8  109,504 1.1
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                                                           ㈱アリサカ（2328）平成20年３月期 中間決算短信（非連結）
ファイル名 ファイル名:071_9044100501912 更新日時:2007/11/

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４月１日 至 平成18年９月30日) 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
資本金 

資本準備金

資 本

剰余金

合 計

利 益

準備金
別 途

積立金

繰越利益

剰余金

 

利 益 

剰余金 

合 計 

自己株式 
株主資本

合 計

平成18年３月31日残高(千円) 922,650 920,070 920,070 14,497 14,000 720,117 748,615 △12,186 2,579,149

中間会計期間中の変動額    

 剰余金の配当  △53,159 △53,159  △53,159

 中間純利益  45,847 45,847  45,847

 自己株式の取得   △507 △507

 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) 

― ― ― ― ― △7,311 △7,311 △507 △7,819

平成18年９月30日残高(千円) 922,650 920,070 920,070 14,497 14,000 712,806 741,303 △12,694 2,571,329

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 41,356 41,356 2,620,505

中間会計期間中の変動額 

 剰余金の配当 △53,159

 中間純利益 45,847

 自己株式の取得 △507

 株主資本以外の項目の 
 中間会計期間中の変動額(純額) 

△10,613 △10,613 △10,613

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△10,613 △10,613 △18,433

平成18年９月30日残高(千円) 30,742 30,742 2,602,072
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                                                           ㈱アリサカ（2328）平成20年３月期 中間決算短信（非連結）
ファイル名 ファイル名:071_9044100501912 更新日時:2007/11/

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
資本金 

資本準備金

資 本

剰余金

合 計

利 益

準備金
別 途

積立金

繰越利益

剰余金

 

利 益 

剰余金 

合 計 

自己株式 
株主資本

合 計

平成19年３月31日残高(千円) 922,650 920,070 920,070 14,497 14,000 712,678 741,176 △12,733 2,571,162

中間会計期間中の変動額    

 剰余金の配当  △63,783 △63,783  △63,783

 中間純利益  153,555 153,555  153,555

 自己株式の取得   △50,660 △50,660

 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) 

― ― ― ― ― 89,772 89,772 △50,660 39,112

平成19年９月30日残高(千円) 922,650 920,070 920,070 14,497 14,000 802,450 830,948 △63,393 2,610,274

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成19年３月31日残高(千円) 17,709 17,709 2,588,871

中間会計期間中の変動額 

 剰余金の配当 △63,783

 中間純利益 153,555

 自己株式の取得 △50,660

 株主資本以外の項目の 
 中間会計期間中の変動額(純額) 

△17,845 △17,845 △17,845

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△17,845 △17,845 21,267

平成19年９月30日残高(千円) △135 △135 2,610,138
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                                                           ㈱アリサカ（2328）平成20年３月期 中間決算短信（非連結）
ファイル名 ファイル名:071_9044100501912 更新日時:2007/11/

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
資本金 

資本準備金

資 本

剰余金

合 計

利 益

準備金
別 途

積立金

繰越利益

剰余金

 

利 益 

剰余金 

合 計 

自己株式 
株主資本

合 計

平成18年３月31日残高(千円) 922,650 920,070 920,070 14,497 14,000 720,117 748,615 △12,186 2,579,149

事業年度中の変動額    

 剰余金の配当  △116,943 △116,943  △116,943

 当期純利益  109,504 109,504  109,504

 自己株式の取得   △547 △547

 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) ― ― ― ― ― △7,439 △7,439 △547 △7,986

平成19年３月31日残高(千円) 922,650 920,070 920,070 14,497 14,000 712,678 741,176 △12,733 2,571,162

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 41,356 41,356 2,620,505

事業年度中の変動額 

 剰余金の配当 △116,943

 当期純利益 109,504

 自己株式の取得 △547

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

△23,647 △23,647 △23,647

事業年度中の変動額合計(千円) △23,647 △23,647 △31,634

平成19年３月31日残高(千円) 17,709 17,709 2,588,871
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                                                           ㈱アリサカ（2328）平成20年３月期 中間決算短信（非連結）
ファイル名 ファイル名:080_a_9044100501912 更新日時:2007/11/

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４月１日

至 平成18年９月30日)

当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９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４月１日

至 平成19年３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  118,584 280,346 244,036

  減価償却費  973,662 1,132,807 2,184,212

  賞与引当金の増減額(減少:△)  3,360 360 3,930

  退職給付引当金の増減額(減少:△)  280 469 535

  役員退職慰労引当金の増減額(減少:△)  1,044 1,570 902

  受取利息及び受取配当金  △1,390 △2,125 △3,090

  支払利息  162,704 205,955 351,002

投資有価証券売却益  ― ― △1,614

  有形固定資産売却損益(益:△)  1,574 △27,968 1,729

  有形固定資産除却損  76,049 5,237 123,476

店舗閉鎖等費用  28,259 1,047 49,103

売上債権の増減額(増加:△)  7,932 1,822 83,116

  たな卸資産の増減額(増加:△)  △73,724 △57,437 △133,251

  支払手形の増減額(減少:△)  △500 △61,000 99,500

  未払消費税等の増減額(減少:△)  18,247 42,402 △15,112

    未収消費税等の増減額(増加:△)  ― 14,807 △14,807

  その他固定負債の増減額(減少:△)  △2,106 5,893 15,811

  その他の資産・負債の増減額  168,432 102,906 143,483

    小計  1,482,409 1,647,096 3,132,963

  利息及び受取配当金の受取額  1,390 2,125 3,090

  利息の支払額  △152,610 △206,774 △326,004

  法人税等の支払額  △60,288 △72,550 △111,266

   営業活動によるキャッシュ・フロー  1,270,900 1,369,897 2,698,783

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

  定期預金等の預入による支出  △37,500 △176,526 △104,609

  定期預金等の払出による収入  91,602 104,609 91,602

  有形固定資産の取得による支出  △1,719,299 △1,933,163 △4,076,390

  有形固定資産の売却による収入  4,135 568,788 4,297

  投資有価証券の取得による支出  △6,691 △4,165 △40,576

  投資有価証券の売却による収入  5,706 ― 37,066

  その他投資等の取得による支出  △516,202 △232,691 △863,367

  その他投資等の回収による収入  65,347 7,401 62,711

   投資活動によるキャッシュ・フロー  △2,112,901 △1,665,747 △4,889,265

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

  短期借入金の純増減額(減少:△)  △590,000 △74,000 400,000

  長期借入金の借入による収入  2,515,000 2,410,160 3,965,000

  長期借入金の返済による支出  △831,958 △1,954,329 △2,096,579

社債の発行による収入  ― ― 489,210

社債の償還による支出  △30,000 △80,000 △60,000

  長期未払金の支払による支出  △121,472 △57,981 △214,606

  設備購入長期支払手形の支払による支出  △29,887 △105,168 △55,584

  自己株式の取得による支出  △507 △50,660 △547

  配当金の支払額  △53,116 △63,461 △116,719

   財務活動によるキャッシュ・フロー  858,057 24,559 2,310,173

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△)  16,056 △271,291 119,690

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  847,398 967,089 847,398

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 ＊１ 863,454 695,798 967,089
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                                                           ㈱アリサカ（2328）平成20年３月期 中間決算短信（非連結）
ファイル名 ファイル名:080_a_9044100501912 更新日時:2007/11/

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３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

純資産直入法により処理し、

売却原価は総平均法により算

定) 

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 

同左 

 

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 

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

原価は総平均法により算定) 

(2)たな卸資産 

貯蔵品 

最終仕入原価法に基づく原価

法 

(2)たな卸資産 

貯蔵品 

同左 

(2)たな卸資産 

貯蔵品 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1)有形固定資産 

建物(建物附属 
設備を除く) 

定額法

建物以外の 
有形固定資産 

定率法

取得価額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年均等償却によっており

ます。なお、主な耐用年数は、

次のとおりであります。 

建物 22年～47年

アミューズ 
メント機器 

３年～５年
 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1)有形固定資産 

 建物(建物附属設備を除く) 

① 平成19年３月31日以前に取

得したもの  旧定額法 

② 平成19年４月１日以降に取

得したもの  定額法 

建物以外の有形固定資産 

①  平成19年３月31日以前に取

得したもの  旧定率法 

②  平成19年４月１日以降に取

得したもの  定率法 

取得価額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年均等償却に

よっております。なお、主

な耐用年数は、次のとおり

であります。 

建物 22年～47年

アミューズ
メント機器

３年～５年
 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1)有形固定資産 

建物(建物附属 
設備を除く) 

定額法

建物以外の 
有形固定資産 

定率法

取得価額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年均等償却によっており

ます。なお、主な耐用年数は、

次のとおりであります。 

建物 22年～47年

アミューズ 
メント機器 

３年～５年

 

 

 

 

 

(2)無形固定資産 

定額法 

(2)無形固定資産 

同左 

(2)無形固定資産 

同左 

３ 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、回収不能見込額を

計上することにしておりま

す。 

３ 引当金の計上基準 

(1)貸倒引当金 

同左 

 

３ 引当金の計上基準 

(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、支給見込額に基づく当

中間期末相当額を計上してお

ります。 

(2)賞与引当金 

同左 

 

 

(2)賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備える

ため、支給見込額に基づく当

期末相当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、当期末における退職給付

債務に基づき、当中間会計期 

 (3)退職給付引当金 

同左 

(3)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付

債務に基づき、当期末に発生
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前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

間末に発生していると認めら

れる額を計上しております。 

 していると認められる額を計

上しております。 

(4)役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備

えるため、役員退職慰労金支

給規定に基づく当中間期末要

支給額を計上しております。 

 (4)役員退職慰労引当金 

同左 

(4)役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備

えるため、役員退職慰労金支

給規定に基づく当期末要支給

額を計上しております。 

４ 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。 

４ リース取引の処理方法 

同左 

４ リース取引の処理方法 

同左 

５ ヘッジ会計の方法 

(1)ヘッジ会計の方法 

金利スワップおよび金利キャ

ップについては、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。 

５ ヘッジ会計の方法 

(1)ヘッジ会計の方法 

同左 

５ ヘッジ会計の方法 

(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 

金利キャップ 

(ヘッジ対象) 借入金利息 

(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 

金利変動リスクの低減を目的

として、対象債務の範囲内で

ヘッジを行っております。 

(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 

金利スワップおよび金利キャ

ップについては、特例処理に

よっておりますので、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 

６ 中間キャッシュ・フロー計算書
における資金の範囲 

手許現金・要求払預金及び取得

日から３ヶ月以内に満期日また

は償還日の到来する流動性の高

い、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短期的な投

資であります。 

６ 中間キャッシュ・フロー計算書
における資金の範囲 

同左 

６ キャッシュ・フロー計算書にお
ける資金の範囲 

同左 

７ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

消費税等の処理方法 

税抜処理方式によっておりま

す。 

７ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

消費税等の処理方法 

同左 

７ その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

消費税等の処理方法 

同左 
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(会計方針の変更) 

 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３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) 

当中間会計期間から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計

基準」(企業会計基準委員会 平成

17年12月９日 企業会計基準第５

号)および「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準等の適

用指針」(企業会計基準委員会 平

成17年12月９日 企業会計基準適

用指針第８号)を適用しておりま

す。 

なお、従来の「資本の部」の合計

額に相当する金額は2,602,072千円

であります。 

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

財務諸表は、改正後の中間財務諸

表等規則により作成しておりま

す。 

 

(繰延資産の会計処理に関する当面

の取扱い) 

当中間会計期間から、「繰延資産

の会計処理に関する当面の取扱

い」(企業会計基準委員会 平成18

年８月11日 実務対応報告第19号)

を適用しております。 

この結果、当中間会計期間におい

て発生した新株発行費を一括費用

処理しているため、従来の方法に

比べて、経常利益および税引前中

間純利益が、それぞれ2,989千円減

少しております。 

― 

― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法人税法の改正((所得税法等の一

部を改正する法律 平成19年３月

30日 法律第６号)および(法人税

法施行令の一部を改正する政令 

平成19年３月30日 政令第83号))

に伴い、平成19年４月１日以降に

取得したものについては、改正後

の法人税法に基づく減価償却の方

法に変更しております。これに伴

い、前中間会計期間と同一の方法

によった場合と比べ、営業利益、

経常利益および税引前中間純利益

が45,193千円それぞれ減少してお

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) 

当事業年度から「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基

準」(企業会計基準委員会 平成

17年12月９日 企業会計基準第５

号)および「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の

適用指針」(企業会計基準委員会

平成17年12月９日 企業会計基準

適用指針第８号)を適用しており

ます。 

なお、従来の「資本の部」の合計

額に相当する金額は2,588,871千

円であります。 

財務諸表等規則の改正により、当

事業年度における財務諸表は、改

正後の財務諸表等規則により作成

しております。 

 

 

(繰延資産の会計処理に関する当面

の取扱い) 

当事業年度から「繰延資産の会計

処理に関する当面の取扱い」(企

業会計基準委員会 平成18年８月

11日 実務対応報告第19号)を適

用しております。 

この結果、従来の方法に比べて、

経常利益および税引前当期純利益

が、それぞれ5,867千円減少してお

ります。 

 

 

― 
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(追加情報) 

 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

― 

 

法人税法の改正((所得税法等の一部を改正する法律 

平成19年３月30日 法律第６号)および(法人税法施行

令の一部を改正する政令 平成19年３月30日 政令第

83号))に伴い、平成19年３月31日以前に取得したも

のについては、償却可能限度額まで償却が終了した

翌年から５年間で均等償却する方法によっておりま

す。 

当該変更に伴う損益に与える影響は従来の方法に比べ

て、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益が

10,201千円それぞれ減少しております。 
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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９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前事業年度末 
(平成19年３月31日) 

＊１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

7,676,261千円 

＊１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

9,693,998千円 

 

＊２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のと

おりであります。 

建物 1,371,527千円 

土地 2,050,238千円 

敷金保証金 30,000千円 

計 3,451,765千円 
 

＊２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のと

おりであります。 

建物 1,226,827千円

土地 1,688,635千円

敷金保証金 30,000千円

計 2,945,463千円
 

＊２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のと

おりであります。 

建物 1,353,776千円

土地 2,050,238千円

敷金保証金 30,000千円

計 3,434,014千円
  

担保付債務は次のとおりであり

ます。 

１年以内返済 

予定の長期借入金 
675,671千円 

長期借入金 2,658,938千円 

計 3,334,610千円 
 
(注)平成15年３月24日締結のシンジ
ケートローン契約ならびに平成
16年６月25日、平成17年４月14
日および平成18年５月24日締結
の分割実行可能期間付シンジケ
ートローン契約に下記の財務制
限条項が付されております。 
① 契約締結日以降の各決算期末
日における貸借対照表上の資
本の部の金額を、前期決算期
末日等における貸借対照表上
の資本の部の金額の75％以上
に維持すること。 
② 各決算期における経常損益に
つき２期連続して損失を計上
しないこと。 
なお、本契約には担保・保証
は付されておりません。 

 
担保付債務は次のとおりであり

ます。 

１年以内返済 

予定の長期借入金
524,802千円

長期借入金 2,294,677千円

計 2,819,480千円
 
(注)平成15年３月24日締結のシンジ
ケートローン契約ならびに平成
16年６月25日、平成17年４月14
日および平成18年５月24日締結
の分割実行可能期間付シンジケ
ートローン契約に下記の財務制
限条項が付されております。 
① 契約締結日以降の各決算期末
日における貸借対照表上の資
本の部の金額を、前期決算期
末日等における貸借対照表上
の資本の部の金額の75％以上
に維持すること。 
② 各決算期における経常損益に
つき２期連続して損失を計上
しないこと。 
なお、本契約には担保・保証
は付されておりません。 

 
担保付債務は次のとおりであり

ます。 

１年以内返済 

予定の長期借入金 
686,394千円

長期借入金 2,645,775千円

計 3,332,170千円
 
(注)平成15年３月24日締結のシンジ
ケートローン契約ならびに平成
16年６月25日、平成17年４月14
日および平成18年５月24日締結
の分割実行可能期間付シンジケ
ートローン契約に下記の財務制
限条項が付されております。 
① 契約締結日以降の各決算期末
日における貸借対照表上の資
本の部の金額を、前期決算期
末日等における貸借対照表上
の資本の部の金額の75％以上
に維持すること。 
② 各決算期における経常損益に
つき２期連続して損失を計上
しないこと。 
なお、本契約には担保・保証
は付されておりません。 

３ 設備資金等の効率的な調達を

行うため取引銀行４行と当座

貸越契約を締結および取引金

融機関19行と分割実行可能期

間付シンジケートローン契約

を締結しております。当中間

会計期間末の借入未実行残高

等は、それぞれ次のとおりで

あります。 
 
当座貸越極度額 900,000千円 
借入実行額 370,000千円 

差引額 530,000千円 
 
分割実行可能期
間付シンジケー
トローンの総額 

6,550,000千円 

借入実行残高 5,750,000千円 

差引額 800,000千円 
 

３ 設備資金等の効率的な調達を

行うため取引銀行４行と当座

貸越契約を締結および取引金

融機関19行と分割実行可能期

間付シンジケートローン契約

を締結しております。当中間

会計期間末の借入未実行残高

等は、それぞれ次のとおりで

あります。 
 
当座貸越極度額 1,400,000千円 千円 
借入実行額 1,100,000千円 千円 

差引額 300,000千円 千円 
 
分割実行可能期
間付シンジケー
トローンの総額

6,550,000千円

借入実行残高 6,550,000千円

差引額 ―千円
 

３ 設備資金等の効率的な調達を

行うため取引銀行４行と当座

貸越契約を締結および取引銀

行  19行と分割実行期間付シ

ンジケートローン契約を締結

しております。当期末日にお

ける借入未実行残高等は、そ

れぞれ次のとおりでありま

す。 
 

当座貸越極度額 1,400,000千円
借入実行額 1,050,000千円

差引額 350,000千円
 
分割実行可能期
間付シンジケー
トローンの総額 

6,550,000千円

借入実行残高 6,550,000千円

差引額 ―千円
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前中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前事業年度末 
(平成19年３月31日) 

＊４ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税

等は、相殺の上、流動負債の

「その他」に含めて表示して

おります。 

 

＊５ 中間会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形交

換日をもって決済処理してお

ります。なお、当中間会計期

間末日が金融機関の休業日で

あったため、次の中間会計期

間末日満期手形が、中間会計

期間末残高に含まれておりま

す。 

   １年以内期日到来の設備購入

長期支払手形   3,353千円 

＊４ 消費税等の取扱い 

同左 

 

 

 

 

＊５       ― 

 

 

 

 

 

 

５ 期末日満期手形の会計処理に

ついては、手形交換日をもっ

て決済処理しております。な

お、当期末日が金融機関の休

業日であったため、次の期末

日満期手形が、期末残高に含

まれております。 

 
 

１年以内期日到来の設備購入

長期支払手形  2,537千円 
 
 

(中間損益計算書関係) 

 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

＊１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取手数料 37,986千円 

協賛金収入 14,380千円 

受取地代家賃 7,574千円 
 

＊１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取手数料 40,463千円

協賛金収入 9,523千円

受取地代家賃 40,543千円
 

＊１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取手数料 80,881千円

協賛金収入 41,428千円

受取地代家賃 30,617千円
 

＊２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 162,704 千円 

受取地代家賃原価 7,301 千円 
 

＊２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 205,955千円

受取地代家賃原価 38,445千円
 

＊２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 351,002千円

受取地代家賃原価 21,830千円
 

＊３ 特別利益のうち主要なもの 

工具器具備品売却益 333 千円 

車輌運搬具売却益 104 千円 
 

＊３ 特別利益のうち主要なもの 

建物売却益 18,765千円

土地売却益 9,202千円
 

＊３ 特別利益のうち主要なもの 

工具器具備品売却益 283千円

投資有価証券売却益 1,614千円
 

＊４ 特別損失のうち主要なもの 

建物除却損 75,911千円 

店舗閉鎖等費用 28,259千円 

過年度修正保険料 23,715千円 
 

＊４ 特別損失のうち主要なもの 

建物除却損 5,237千円

店舗閉鎖等費用 1,047千円
 

＊４ 特別損失のうち主要なもの 

建物除却損 123,476千円

店舗閉鎖等費用 49,103千円
 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 954,232 千円 

無形固定資産 19,414 千円 
 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 1,125,705千円

無形固定資産 7,101千円
 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 2,152,966千円

無形固定資産 31,215千円
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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４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式(株) 4,265,600 4,265,600 ― 8,531,200
 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

株式分割による増加      4,265,600株 

 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式(株) 12,828 13,812 ― 26,640
 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 株式分割による増加       12,828株 

単元未満株式の買取りによる増加   984株 

 

３ 新株予約権等に関する事項 
該当事項はありません。 
 

４ 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６月29日 
定時株主総会 

普通株式 53,159 12.50 平成18年３月31日 平成18年６月30日

 

 (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当中間会計期間末後となる

もの 

決議 株式の種類 配当の原資
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11月14日 

取締役会 
普通株式 利益剰余金 63,784 7.50 平成18年９月30日 平成18年12月５日
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当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式(株) 8,531,200 ― ― 8,531,200
 
 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式(株) 26,736 128,064 ― 154,800
 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

取締役会決議による株式の買取りによる増加 127,900株 

単元未満株式の買取りによる増加             164株 

 

３ 新株予約権等に関する事項 
該当事項はありません。 
 

４ 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６月28日 
定時株主総会 

普通株式 63,783 7.50 平成19年３月31日 平成19年６月29日

 

 (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当中間会計期間末後となる

もの 

決議 株式の種類 配当の原資
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11月14日 

取締役会 
普通株式 利益剰余金 62,823 7.50 平成19年９月30日 平成19年12月５日

 

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株) 4,265,600 4,265,600 ― 8,531,200 
 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

株式分割による増加  4,265,600株 

 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株) 12,828 13,908 ― 26,736 
 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 株式分割による増加        12,828株 

 単元未満株式の買取りによる増加   1,080株 

 

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 
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４ 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６月28日 
定時株主総会 

普通株式 53,159 12.50 平成18年３月31日 平成18年６月29日

平成18年11月14日 
取締役会 

普通株式 63,784 7.50 平成18年９月30日 平成18年12月５日

 

 (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資
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６月28日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 63,783 7.50 平成19年３月31日 平成19年６月29日

 

(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４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３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 

現金及び預金勘定 900,954 千円 

預入期間が3ヶ月を

超える定期預金等 
△37,500 千円 

現金及び現金同等物 863,454 千円 
 

＊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 

現金及び預金勘定 872,324千円

預入期間が3ヶ月を

超える定期預金等 
△176,526千円

現金及び現金同等物 695,798千円
 

＊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 1,071,698千円

預入期間が3ヶ月を

超える定期預金等 
△104,609千円

現金及び現金同等物 967,089千円
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(リース取引関係) 

 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引 

１ 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 リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却
累計額
相当額
(千円)

中間期末 
残高 
相当額 
(千円) 

アミュ－ズ 
メント機器 

7,255,109 4,080,961 3,174,147 

工具器具 
備品 

206,643 111,967 94,675 

車輌運搬具 2,517 419 2,097 

合計 7,464,269 4,193,349 3,270,920 

 

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額 

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

中間期末
残高 
相当額
(千円)

アミュ－ズ
メント機器

8,875,596 4,103,208 4,772,388

工具器具 
備品 

227,791 129,538 98,263

車輌運搬具 4,892 988 3,903

合計 9,108,279 4,233,725 4,874,554

 

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) 

期末残高
相当額
(千円)

アミューズ 
メント機器 

8,881,191 5,093,819 3,787,372

工具器具 
備品 

235,305 132,565 102,739

車輌運搬具 2,517 671 1,845

合計 9,119,013 5,227,055 3,891,958

 
② 未経過リース料中間期末残高相

当額等           (千円) 

１年内 1,608,974

１年超 1,738,529

計 3,347,503
 

② 未経過リース料中間期末残高相

当額等           (千円)

１年内 1,584,597

１年超 3,392,679

計 4,977,276
 

② 未経過リース料期末残高相当額

等           (千円)

１年内 1,541,360

１年超 2,433,925

計 3,975,285
 

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 (千円) 

支払リース料 1,094,914

減価償却費相当額 1,019,885

支払利息相当額 75,227
 

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 (千円) 

支払リース料 1,114,737

減価償却費相当額 1,023,454

支払利息相当額 110,678
 

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 (千円) 

支払リース料 2,207,621

減価償却費相当額 2,050,197

支払利息相当額 164,265
 

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

存価格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。 

⑥ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料   （千円） 

１年内 233,371

１年超 2,893,551

計 3,126,923
 

⑤ 利息相当額の算定方法 

同左 

 

 

 

 

⑥ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料   （千円） 

１年内 592,912

１年超 5,095,307

計 5,688,219
 

⑤ 利息相当額の算定方法 

同左 

 

 

 

 

⑥ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料   （千円） 

１年内 359,085

１年超 3,342,580

計 3,701,666
 

 

 

（注）オペレーティング・リース

取引はすべて、店舗の賃

貸借契約であります。 

（注）オペレーティング・リース

取引はすべて、店舗の賃貸

借契約であります。 

 

―   ― 28



 
                                                           ㈱アリサカ（2328）平成20年３月期 中間決算短信（非連結）
ファイル名 ファイル名:080_b_9044100501912 更新日時:2007/11/

(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成18年９月30日) 

 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) 

株 式 101,394 152,975 51,581

計 101,394 152,975 51,581

 
(注) その他有価証券で時価のある株式について、減損が発生した場合は、社内における減損処理の基準に基づく処理を行います。 

（基準の内容） 

１  期末日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う。 

２ 期末日における時価が取得原価に比べ、50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、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う。 

 

当中間会計期間末(平成19年９月30日) 

 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) 

株 式 109,698 109,471 △227

計 109,698 109,471 △227

 
(注) その他有価証券で時価のある株式について、減損が発生した場合は、社内における減損処理の基準に基づく処理を行います。 

（基準の内容） 

１  期末日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う。 

２ 期末日における時価が取得原価に比べ、50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、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う。 

 

前事業年度末(平成19年３月31日) 

 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) 

株 式 105,533 135,246 29,713

計 105,533 135,246 29,713

 
(注) その他有価証券で時価のある株式について、減損が発生した場合は、社内における減損処理の基準に基づく処理を行います。 

(基準の内容) 

１ 期末日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う。 

２ 期末日における時価が取得原価に比べ、50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、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う。 

 

 2 前事業年度中に売却したその他有価証券 

売却額 (千円) 売却益の合計額 (千円) 売却損の合計額 (千円) 

37,066 2,044 ―
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(デリバティブ取引関係) 

 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 

なお、金利スワップ取引および金

利キャップ取引でありますが、全

てヘッジ会計の特例処理を適用し

ているため、記載を省略しており

ます。 

同左 

 

同左 

 

 

(ストック・オプション等関係) 

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 同左 同左 

 

(持分法損益等) 

 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 同左 同左 

 

(企業結合等関係) 

 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

― 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４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり純資産額  305円96銭 

１株当たり中間純利益   5円39銭 

１株当たり純資産額  311円61銭 

１株当たり中間純利益  18円16銭 

１株当たり純資産額  304円41銭 

１株当たり当期純利益  12円88銭 
 
(注)１ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２ 算定上の基礎 

 (1) １株当たり純資産額 

 
前中間会計期間 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間 
(平成19年９月30日) 

前事業年度 
(平成19年３月31日)

中間貸借対照表(貸借対照表)の純資産

の部の合計額 (千円) 
2,602,072 2,610,138 2,588,871

普通株式に係る純資産額 (千円) 2,602,072 2,610,138 2,588,871

差額の主な内訳 (千円) ― ― ―

普通株式の発行済株式数 (株) 8,531,200 8,531,200 8,531,200

普通株式の自己株式数 (株) 26,640 154,800 26,736

１株当たりの純資産の算定に用いられ

た普通株式の数 (株) 
8,504,560 8,376,400 8,504,464

 
 (2) １株当たり中間(当期)純利益 

 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

中間(当期)純利益 (千円) 45,847 153,555 109,504

普通株式に係る中間(当期)純利益 (千円) 45,847 153,555 109,504

普通株主に帰属しない金額 (千円) ― ― ―

普通株式の期中平均株式数 (株) 8,504,979 8,454,430 8,504,745
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(重要な後発事象) 

 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

― ― 平成19年５月28日開催の取締役会

において、会社法第165条第３項

の規定により読み替えて適用され

る同法第156条の規定に基づき、

自己株式を取得することおよびそ

の具体的な取得方法について決議

しております。 

（1）理由 

経営環境の変化に対応した機動

的な資本政策の遂行を可能とす

るため 

(2)自己株式取得に関する取締役

会の決議内容 

① 取得する株式の種類 

当社普通株式 

② 取得する株式の総数 

128,000株(上限) 

③ 取得価額の総額 

50,000,000円(上限) 

④ 取得する期間 

平成19年５月29日から 

平成19年11月20日まで 
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