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（百万円未満切捨て）

１．平成20年７月期第１四半期の連結業績（平成19年８月１日　～　平成19年10月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

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 ％

20年７月期第１四半期 677 － △124 － △116 － △115 －

19年７月期第１四半期 － － － － － － － －

19年７月期 2,777 － △716 － △673 － △2,129 －

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

20年７月期第１四半期 △803 65 － －

19年７月期第１四半期 － － － －

19年７月期 △14,791 92 － －

(2）連結財政状態  

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

20年７月期第１四半期 6,267 3,403 54.3 23,637 37

19年７月期第１四半期 － － － － －

19年７月期 5,915 3,534 59.7 24,549 13

(3）連結キャッシュ・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

20年７月期第１四半期 △101 △3,565 △164 774

19年７月期第１四半期 － － － －

19年７月期 △794 △909 △704 4,607

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

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

19年７月期 － － － － － － － － － －

20年７月期 － － － － － － － －

20年７月期（予想） － － － － － － － － － －

３．平成20年７月期の連結業績予想（平成19年８月１日　～　平成20年７月31日）

 （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 1,300 － △250 － △250 － △280 － △1,944 86

通期 2,700 △2.8 △500 － △500 － △560 － △3,889 73
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　：　無

新規 －社  除外 －社  

(2）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

(3）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

(4）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。

５．個別業績の概要（平成19年８月１日　～　平成19年10月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

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 ％

20年７月期第１四半期 59 △93.6 △58 － △52 － △62 －

19年７月期第１四半期 942 △58.4 △196 － △171 － 417 －

19年７月期 1,806 △68.5 △402 － △360 － △2,101 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭

20年７月期第１四半期 △432 29

19年７月期第１四半期 △2,901 58

19年７月期 △14,595 29

(2）個別財政状態  

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

20年７月期第１四半期 5,926 3,484 58.8 24,205 37

19年７月期第１四半期 8,488 5,281 62.2 36,684 30

19年７月期 5,585 3,562 63.8 24,745 77

６．平成20年７月期の個別業績予想（平成19年８月１日　～　平成20年７月31日）

 （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 120 △92.7 △120 － △130 － △160 － △1,111 35

通期 220 △87.8 △280 － △280 － △310 － △2,153 24

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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

後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は、添付資料の５ページ

「３．業績予想に関する定性的情報等」をご参照ください。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期における我が国の経済は、企業の設備投資額が大幅に減少し、また米国サブプライムローン問題などの

影響もあり情勢がやや鈍化いたしました。個人消費におきましても、ガソリン価格高騰ならびに金利上昇懸念及び税率

の上昇等のマイナス要因の中、個人消費が伸び悩み景気は軟調に推移いたしました。

　レジャー業界におきましては、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。

　当社グループでは、前期においては主に、主要事業であるレジャー施設「ＪＪＣＬＵＢ１００」の不採算店舗の撤退

及び経費削減により事業収支の改善を行っておりました。しかしながら、当期におきましては組織改編を基に経営判断

の迅速化を図ると共に収益体質への変換に努め、さらに既存店舗の営業改善及び収益改善に注力し業績回復へ向け尽力

してまいります。

　そこで組織改編の一環として、平成19年11月１日付けにて、東京支社を新たに開設いたしました。これは、株式会社

南千葉ゴルフアンドリゾートを含めた新規事業を推進するにあたっての関東での拠点として効率的な経営及びマーケティ

ング戦略を推進していくために必要と判断し、東京の中心である東京駅に徒歩数分という立地にて開設いたしました。

　また、当社グループは既存事業である会員制時間消費型複合施設（一部の店舗除く）「ＪＪＣＬＵＢ１００」に代表

するインドア複合レジャー事業とのシナジー及び将来の収益源の一つとなる新経営資源の獲得のため、アウトドアレ

ジャー事業を有する株式会社南千葉ゴルフアンドリゾートの発行済株式の全部を、平成19年8月21日付けにて取得し

100％子会社といたしました。これにより当社グループ会社が４社となり、当社グループ間での経営資源の有効活用によ

る収益の向上、またお客様が利用可能なサービスの種類が増え、さらにサービスの質的向上を図るなど、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１四半期の売上高は677百万円、営業損失は124百万円、経常損失は116百万円、当期純損失

は115万円と減収となっております。

　連結子会社の事業の業績は、以下のとおりであります。

 

 （インドアレジャー直営事業）

　インドアレジャー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、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。当第１四半期末現在において

直営店舗数は、異業態であるＪＪＣＬＵＢ１００フィットネスの「長居ＦＩＴＮＥＳＳ」１店舗を含め合計11店舗と

なっております。

当社グループが運営する「ＪＪＣＬＵＢ１００」直営既存店舗の当第１四半期における総売上高につきましては、対前

年同期比83.0％と前年を下回る結果となりました。さらに、当第１四半期のインドアレジャー直営事業売上高は431百

万円（前年同期比63.5％、前第１四半期直営店舗数14店舗）となりました。

　具体的な施策の内容におきましては、前期より引き続き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、新業態開発のため引き続き、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、飲

食メニューの導入、料金システムの変更、ビジター制の導入、及び新製品ゲーム機並びにメダルゲーム機などの風営法

対象ゲーム機の導入をいたしました。

　また、当期より新たに直営店舗にて大々的なイベント及びパーティなどの企画開催を実施しております。広い店内を

利用した各種イベントの開催などにより通常営業のＪＪＣＬＵＢ１００とは違うサービスや遊びを提供することにより

新規顧客の獲得且つ既存顧客を飽きさせず再来店頻度の向上を図りました。

　今後におきましても、引き続き様々なリソースと戦略を駆使し、お客様にとって地域特性も考慮したより魅力のある

サービス提供を行い、業績の回復に努めてまいります。
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 （インドレジャーＦＣ事業）

　インドアレジャーＦＣ事業におきましては、当第１四半期会計期間（平成19年8月１日～平成19年10月31日）におけ

る閉店数は７店舗であり、結果としてフランチャイズ店は合計16店舗となりました。この結果、インドアレジャーＦ

Ｃ事業の売上高は131百万円（前年同期比54.2％、前第1四半期フランチャイズ店舗数30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１四半期は、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、131百万

円（前年同期比60.5％）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。

 

 （アウトドアレジャー事業）

　当社グループは、レジャー事業の範囲を拡大し、既存のインドアレジャー事業との相乗効果及び新たな収益事業開発

の一環として、株式会社南千葉ゴルフアンドリゾート「以下、「南千葉Ｇ＆Ｒ」といいます」の発行済株式の全部を、

平成19年8月21日付けにて取得し100％子会社といたしました。また、南千葉Ｇ＆Ｒは、株式会社大多喜ヒルズリゾート

（以下、「大多喜ＨＲ」といいます）の発行済株式の100％を保有しております。従いまして、大多喜ＨＲにおきまし

ても当社の100％子会社となりました。

　大多喜ＨＲ（千葉県夷隅郡大多喜町）は、都心から車で約90分といったアクセスのよい立地にあり、広大な約190万

㎡の敷地面積においてリゾート施設「南千葉ゴルフアンドリゾート」を運営しております。当該施設は、ゴルフ場だ

けではなく宿泊施設としてホテル及び天然温泉旅館を併設し、またテニスコート及び屋外プールなどゴルフ以外でも、

都会の喧騒を離れゆったりと休暇を楽しむことのできる自然に囲まれた一大リゾート施設として運営を行っておりま

す。

　そこで、2007年8月21日の株式取得以来、経営体制の構築及び当社グループとの調整、また既存事業を把握し、課題

や改善点等の抽出を行い、その結果、当第１四半期における売上高は102百万円となりました。今後は、抽出した課題

を基に改善計画を組み、収益の向上に尽力し、当社グループのもう一つの収益源となるよう努めてまいります。

 

 （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などに取り組んでおります。引き続き、「ＪＪＣＬＵＢ１００」

会員様には、店舗のみならず店舗以外での魅力的なサービスやコンテンツを提供し、よりお客様に支持されるよう努め、

事業の拡大化を目指してまいります。

　この結果、当第１四半期会計期間における売上高12百万円（前年同期比61.5％）となりました。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

（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351百万円減少して6,267百万円となりました。これは主として純損失に

伴う現金預金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486百万円増加して2,864百万円となりました。これは主として繰延税金負

債の増加420百万円によるものであります。

 

（キャッシュ・フローの状況）

　当第１四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3,833百万円減少し、当第

１四半期末には774百万円となりました。

 　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101百万円となりました。これは、主に税金等調整前第１四半期純損失115百万円等に

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3,565百万円となりました。これは主に差入保証金の払込みによる支出1,205百万円及

び子会社株式の取得による支出2,000百万円等によるものであります。
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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164百万円となりました。これは長期借入金の返済による支出164百万円によるもので

あります。

 

３．業績予想に関する定性的情報

　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において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。

　また、当期より新たに直営店舗にてイベント及びパーティなどの企画開催を実施しております。広い店内を利用した

各種パーティの開催などにより通常営業のＪＪＣＬＵＢ１００とは違うサービスや遊びの提供に努めてまいります。

　なお、当社グループは既存事業であるインドア複合レジャー事業とのシナジー及び将来の収益源の一つとなる新経営

資源の獲得のため、アウトドアレジャー事業を有する株式会社南千葉ゴルフアンドリゾートの発行済株式の全部を、平

成19年8月21日付けにて取得し100％子会社といたしました。これにより当社グループ会社間での経営資源の有効活用に

よる収益の向上を図り、効率的な経営を行いながら魅力ある事業の推進にあたってまいります。

　業績予想につきましては、概ね予想通り推移しており、現時点におきましては連結・個別ともに平成19年9月14日に公

表した通期の業績予想に変更はございません。
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５．四半期連結財務諸表

(1）四半期連結貸借対照表

  
当第１四半期連結会計期間末

（平成19年10月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19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
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金 ※2  1,151,306   4,650,698  

２．売掛金   47,582   28,242  

３．たな卸資産   69,226   38,445  

４．その他 ※3  259,560   146,888  

貸倒引当金   △12,297   △2,668  

流動資産合計   1,515,378 24.2  4,861,605 82.2

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産 ※1       

(1）建物及び構築物  334,517   359,542   

(2）器具備品  251,600   264,009   

(3）土地  1,304,684   －   

(4）その他  94,792 1,985,594 31.7 6,032 629,584 10.6

２．無形固定資産        

 （1）のれん  1,259,279   －   

 （2）その他  25,741 1,285,020 20.5 27,302 27,302 0.5

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券  133,784   158,672   

(2）差入保証金  1,310,534   204,705   

(3）その他  580,189   211,744   

貸倒引当金  △542,999 1,481,509 23.6 △177,980 397,142 6.7

固定資産合計   4,752,124 75.8  1,054,029 17.8

資産合計   6,267,503 100.0  5,915,635 100.0
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当第１四半期連結会計期間末

（平成19年10月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19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
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．買掛金   34,453   39,706  

２．1年以内返済予定の
長期借入金

  659,880   659,880  

３．未払法人税   6,888   18,889  

４．賞与引当金   3,871   10,665  

５．その他   251,103   225,783  

流動負債合計   956,197 15.3  954,925 16.2

Ⅱ　固定負債        

１．長期借入金   1,221,983   1,268,736  

２．繰延税金負債   420,075   1,199  

３．負ののれん   121,739   －  

４．その他   144,460   156,460  

固定負債合計   1,908,258 30.4  1,426,395 24.1

負債合計   2,864,455 45.7  2,381,321 40.3

        

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   4,629,502 73.9  4,629,502 78.2

２．資本剰余金   － －  4,725,534 79.9

３．利益剰余金   △1,189,245 △19.0  △5,799,079 △98.0

４．自己株式   △702 △0.0  △702 △0.0

株主資本合計   3,439,555 54.9  3,555,255 60.1

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評
価差額金

  △36,507 △0.6  △20,941 △0.4

評価・換算差額等合
計

  △36,507 △0.6  △20,941 △0.4

純資産合計   3,403,048 54.3  3,534,314 59.7

負債純資産合計   6,267,503 100.0  5,915,635 100.0
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(2）四半期連結損益計算書

  
当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年８月１日
至　平成19年10月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年８月１日
至　平成19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
（％）

Ⅰ　売上高   677,648 100.0  2,777,567 100.0

Ⅱ　売上原価   580,096 85.6  2,499,202 90.0

売上総利益   97,552 14.4  278,365 10.0

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

※1  221,754 32.7  994,429 35.8

営業損失   124,202 △18.3  716,063 △25.8

Ⅳ　営業外収益        

　１．受取利息  4,366   3,540   

　２．受取配当金  －   61   

　３．証券代行費用返戻
金 

 －   16,627   

  ４．保険解約金  －   13,151   

　５．解約違約金  3,000   12,562   

  ６．負ののれん償却額  1,541   －   

　６．その他  6,000 14,908 2.2 37,366 83,309 3.0

Ⅴ　営業外費用        

　１．支払利息  4,966   23,067   

　２．支払手数料  －   6,000   

　３．その他  1,872 6,839 1.0 11,267 40,335 1.4

経常損失   116,133 △17.1  673,089 △24.2

Ⅵ　特別利益        

  １．固定資産売却益 ※2 13,454 13,454 2.0 1,574 1,574 0.0

Ⅶ　特別損失        

　１．減損損失 ※3 －   912,064   

　２．固定資産売却損 ※4 －   2,394   

　３．事業整理損  －   315,747   

　４．固定資産除却損 ※5 －   33,602   

　５．特別退職金  －   46,555   

　６．投資有価証券評価
損 

 9,064   62,850   

　７．関係会社株式売却
損

 －   24,322   

　８．たな卸資産廃棄損  － 9,064 1.3 36,096 1,433,632 51.6

税金等調整前第１
四半期(当期)純損
失

  111,743 △16.5  2,105,146 △75.8

法人税、法人税及
び事業税

  3,957 0.6  24,431 0.9

第１四半期(当期)
純損失

  115,700 △17.1  2,129,578 △76.7
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(3）四半期連結株主資本等変動計算書

当第１四半期連結会計期間（自　平成19年８月１日　至　平成19年10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

平成19年７月31日　残高
（千円）

4,629,502 4,725,534 △5,799,079 △702 3,555,255

第１四半期連結会計期間中の
変動額

資本剰余金取崩  △4,725,534 4,725,534  －

第１四半期純損失   △115,700  △115,700

株主資本以外の項目の第１四半
期連結会計期間中の変動額
（純額）

     

第１四半期連結会計期間中の
変動額合計（千円）

 △4,725,534 4,609,834  △115,700

平成19年10月31日　残高
（千円）

4,629,502 － △1,189,245 △702 3,439,555

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19年７月31日　残高
（千円）

△20,941 △20,941 3,534,314

第１四半期連結会計期間中の
変動額

資本剰余金取崩   －

第１四半期純損失   △115,700

株主資本以外の項目の第１四半
期連結会計期間中の変動額
（純額）

△15,565 △15,565 △15,565

第１四半期連結会計期間中の
変動額合計（千円）

△15,565 △15,565 △131,266

平成19年10月31日　残高
（千円）

△36,507 △36,507 3,403,048
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前連結会計年度の要約連結株主資本等変動計算書（自　平成18年８月１日　至　平成19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

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

連結会計期間中の変動額

連結会計年度純損失   △2,129,578  △2,129,578

株主資本以外の項目の前連結会
計期間中の変動額（純額）

     

連結会計期間中の変動額合計（千
円）

－ － △2,129,578 － △2,129,578

平成19年７月31日　残高
（千円）

4,629,502 4,725,534 △5,799,079 △702 3,555,255

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

連結会計期間中の変動額

連結会計年度純損失   △2,129,578

株主資本以外の項目の前連結会
計期間中の変動額（純額）

△30,171 △30,171 △30,171

連結会計期間中の変動額合計（千
円）

△30,171 △30,171 △2,159,749

平成19年７月31日　残高
（千円）

△20,941 △20,941 3,534,314
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(4）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年８月１日
至　平成19年10月31日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年８月１日
至　平成19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

   

税金等調整前第１四半期(当
期)純損失

 △111,743 △2,105,146

減価償却費  55,688 407,875

減損損失  － 912,064

のれん償却額  14,399 －

貸倒引当金の増加額
(△減少額）

 15,700 50,947

受取利息及び受取配当金  △4,366 △3,602

支払利息  4,966 23,067

固定資産除却損  － 33,602

固定資産売却益  △13,454 －

売上債権の減少額
(△増加額）

 △33,256 28,798

たな卸資産の減少額
（△増加額）

 △1,032 19,902

仕入債務の減少額
（△減少額）

 △16,245 △23,855

未払金の減少額
（△減少額）

 △21,070 △210,864

その他  24,505 △55,692

小計  △85,909 △922,902

利息及び配当金の受取額  4,342 3,545

利息の支払額  △2,830 △22,542

法人税等の支払額  △21,067 △25,866

法人税等還付金の受取額  3,503 173,000

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

 △101,960 △794,764
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当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年８月１日
至　平成19年10月31日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年８月１日
至　平成19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

 － △15,000

定期預金の預入による支出  △334,000 －

有形固定資産の取得による支
出

 △39,279 △825,940

有形固定資産の売却による収
入 

 13,454 －

無形固定資産の取得による支
出

 △174 △313,400

連結範囲の変更を伴う子会社
株式の取得による支出 

 △2,000,853 －

差入保証金の払い込みによる
支出

 △1,205,066 －

その他  － 244,838

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

 △3,565,918 △909,502

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  △164,970 △676,880

その他  － △27,752

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

 △164,970 △704,632

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算
差額

 △566 4,069

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額
（減少：△）

 △3,833,415 △2,404,829

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  4,607,526 7,012,355

Ⅶ　現金及び現金同等物の第１四半
期(当期）末残高

 774,110 4,607,526

－ 12 －



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１四半期連結会計期間
（自　平成19年８月１日
至　平成19年10月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年８月１日
至　平成19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、

前連結会計年度は716,063千円、当第１四半期連結会計

年度は124,202千円の営業損失となり、また、営業キャッ

シュ・フローも前連結会計年度は、794,764千円、当第

１四半期連結会計年度は101,960千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、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、当連結会計年度は716,063千円の営業損失と

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、当連結会計年度は794,764千円のマイナスと

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。

　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．組織体制の抜本的改革 １．組織体制の抜本的改革

　当社グループは収益性改善のため経営資源の選

択と集中を行ない、組織体制の抜本的な改革を行

ないました。具体的には明確な業務分掌と組織の

フラット化及び、既存事業改善への人的資源投入

を行なっております。また、組織のフラット化に

より社内に競争原理を導入し、互いに牽制し、よ

り強固な人財が育つ企業風土を築き上げておりま

す。

　当社グループは収益性改善のため経営資源の選択と集

中を行ない、組織体制の抜本的な改革を行ないました。

具体的には明確な業務分掌と組織のフラット化及び、既

存事業改善への人的資源投入を行なっております。また、

組織のフラット化により社内に競争原理を導入し、互い

に牽制し、より強固な人財が育つ企業風土を築き上げて

おります。

　また、平成19年９月５日の臨時株主総会により

選任されました２名の取締役と共に、既存事業の

改善及び将来的な事業の融合・拡大につながる人

員配置等を行なっております。

　また、平成19年９月５日の臨時株主総会により選任さ

れました２名の取締役と共に、既存事業の改善及び将来

的な事業の融合・拡大につながる人員配置等を行なって

おります。

２．収益性の改善 ２．収益性の改善

①既存店の収益改善 ①既存店の収益改善

　当社グループは、既存店の収益改善のため様々

な形でのトライアルを行なってまいりました。そ

のトライアルによって得られた検証結果の中で、

既存店舗に有効に作用する施策からスピード感を

持って実行しております。

　当社グループは、既存店の収益改善のため様々な形で

のトライアルを行なってまいりました。そのトライアル

によって得られた検証結果の中で、既存店舗に有効に作

用する施策からスピード感を持って実行しております。

　また、社外より招聘した２名の取締役を中心と

したエンターテイメント企画の立案及び運営のノ

ウハウを社内に浸透させ、徹底的な意識改革・教

育を行なっております。また、提携企業の協力の

下、店内イベント等の新収益スキームを構築し、

目的来店客の誘致・客単価の向上を行ない、他社

との明確な差別化を行なっております。これらの

施策を全店舗に早急に波及させていくことにより、

現状の赤字体質からの脱却を行ないます。

　また、社外より招聘した２名の取締役を中心としたエ

ンターテイメント企画の立案及び運営のノウハウを社内

に浸透させ、徹底的な意識改革・教育を行なっておりま

す。また、提携企業の協力の下、店内イベント等の新収

益スキームを構築し、目的来店客の誘致・客単価の向上

を行ない、他社との明確な差別化を行なっております。

これらの施策を全店舗に早急に波及させていくことによ

り、現状の赤字体質からの脱却を行ないます。
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当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年８月１日
至　平成19年10月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

②ＪＪ遊'sの収益モデルの完成 ②ＪＪ遊'sの収益モデルの完成

　当社グループは、消費者トレンドの変化や「Ｊ

ＪＣＬＵＢ１００」既存店においてのトライアル

の結果に鑑みて、多数の風営法対象ゲームとご利

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日に大阪府大東市に既存店舗「Ｊ

ＪＣＬＵＢ１００住道店」を全面リニューアルす

る形でオープンいたしました。今後、当業態の認

知の浸透と集客の拡大に努め、店内施設の精査、

従業員のトレーニング、顧客単価向上・来店頻度

に貢献する店内イベントなどを積み上げ、新ブラ

ンドを収益モデルとして完成させ、今後の収益改

善に大きく寄与する事業といたします。

　当社グループは、消費者トレンドの変化や「ＪＪＣＬ

ＵＢ１００」既存店においてのトライアルの結果に鑑み

て、多数の風営法対象ゲーム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日に大阪府大東

市に既存店舗「ＪＪＣＬＵＢ１００住道店」を全面リ

ニューアルする形でオープンいたしました。今後、当業

態の認知の浸透と集客の拡大に努め、店内施設の精査、

従業員のトレーニング、顧客単価向上・来店頻度に貢献

する店内イベントなどを積み上げ、新ブランドを収益モ

デルとして完成させ、今後の収益改善に大きく寄与する

事業といたします。

③レジャー事業の範囲拡大による新収益源の確保 ③レジャー事業の範囲拡大による新収益源の確保

　当社グループは、現在行なっているインドア複

合レジャーからレジャー事業範囲を拡大し、既存

事業とのシナジー効果及び新たな収益事業の開発

を目指して、アウトドアレジャー会社を保有管理

する会社を平成19年８月21日に取得し、子会社化

いたしました。今後、上記目的を達成するために

様々な角度からの取り組みを進め、中長期的な収

益に貢献する事業を生み出してまいります。

 

　また、当社グループは当第１四半期連結会計期間末

以降においても金融機関からの融資が継続されている

こともあり、当面は資金繰りには支障はないものと考

えております。

　当社グループは、現在行なっているインドア複合レ

ジャーからレジャー事業範囲を拡大し、既存事業とのシ

ナジー効果及び新たな収益事業の開発を目指して、アウ

トドアレジャー会社を保有管理する会社を平成19年８月

21日に取得し、子会社化いたしました。今後、上記目的

を達成するために様々な角度からの取り組みを進め、中

長期的な収益に貢献する事業を生み出してまいります。

 

　また、当社グループは当連結会計年度末以降においても金

融機関からの融資が継続されていることもあり、当面は資金

繰りには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、前連結会

計年度より連結財務諸表を作成しております。

　従いまして、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、当連結会計年度よ

り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１四半期連結会計期間
（自　平成19年８月１日
至　平成19年10月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社　４社

　　会社名：株式会社ネクストジャパン 

　　会社名：株式会社ネクストジャパンコンサルティ

ング

 　 会社名：株式会社南千葉ゴルフアンドリゾート

　なお、株式会社南千葉ゴルフアンドリゾー

トは平成19年８月21日付けで株式を100％取得

し、連結対象となったものです。

 　 会社名：株式会社大多喜ヒルズリゾート

　なお、株式会社大多喜ヒルズリゾートは平

成19年８月21日付けで株式を100％取得した株

式会社南千葉ゴルフアンドリゾートの100％子

会社であり、同日付けで連結対象となったも

のです。

 持分法の適用に関する事項

　　 該当事項はありません。

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。

 持分法の適用に関する事項

　　 該当事項はありません。

２．連結子会社の四半期決算

日等に関する事項

　連結子会社のうち株式会社南千葉ゴルフアンドリ

ゾートの決算日は12月31日であり、株式会社大多喜

ゴルフリゾートの決算日は3月31日であります。

  四半期連結財務諸表の作成に当たっては、これら

の会社については、連結決算日現在で実施した仮決

算に基づく財務諸表を使用しております。

　連結子会社の決算日は、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

その他有価証券

時価のあるもの

 　 　第１四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（旧証券取引

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。

(1）重要な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

 　　　　　　　同左

 

  

 ②デリバティブ

　　　　　　　　－

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。

③たな卸資産

　　　　　　 同左
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項目
当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年８月１日
至　平成19年10月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

 (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 3年～36年

 器具備品 2年～20年

(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

　　　　　　同左

 

 

 

 

　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。

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）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。

(3）重要な引当金の計上基準

　①貸倒引当金

　　　　　　同左

 

 

 

 

　②賞与引当金

　　　　　　同左

 (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。

(4）重要なリース取引の処理方法

　　　　　　　同左

 (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。 

(5）その他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

　　　　　　　同左

４．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

  連結子会社の資産及び負債の評価については、全

面時価評価法を採用しております。

　　　　　　　　　同左

５．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

  のれん及び負ののれんの償却については、20年で

均等償却を行なっています。

 　　　　　　　　  ―

６．四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。

　　　　　　　　　同左
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(5）注記事項等

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成19年10月31日）

前連結会計年度末
（平成19年７月31日）

※1.有形固定資産の減価償却累計額

 　623,979千円

※1.有形固定資産の減価償却累計額

 　554,181千円

　　　　　　　　 　　　　　　　　

※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、334,000千

円を長期借入金の担保に供しております。

※2.担保に供している資産

　現金及び預金20,140千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。

※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。
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（四半期連結損益計算書関係）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年８月１日
至　平成19年10月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31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 　　　　 26,682千円

　減価償却費　　 　　　　  4,277千円

  支払手数料　　　 　　　 32,216千円

  支払報酬　　　 　　　   25,492千円

  のれん償却費　　 　　   15,940千円

  貸倒引当金繰入額　 　 　15,700千円

  賞与引当金繰入額　 　　　2,053千円

※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 　　　　160,578千円

　減価償却費　　 　　　　112,445千円

  支払手数料　　　 　　　152,347千円

  貸倒引当金繰入額　 　 　48,543千円

  賞与引当金繰入額　 　　　5,915千円

 

 

※2．固定資産売却益の内訳

 器具備品 　13,454千円 

 計 13,454千円 

※2.固定資産売却益の内訳

 器具備品 　1,574千円 

 計 13,454千円 

※3.減損損失 ※3.減損損失

　　　　　　　　　　― 　　当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

912,064

 

　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912,064千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 377,547千円 

 器具備品 　220,537千円 

 リース資産 615千円 

 無形固定資産 313,365千円 

 計 912,064千円 

　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。

  

※4.固定資産売却損の内訳

 　　                ―

※4.固定資産売却損の内訳

 器具備品 　2,249千円 

 その他（車両運搬

具）

144千円 

 計 2,394千円 

※5.固定資産除却損の内訳

 　　　　　　　　　　―

※5.固定資産除却損の内訳

 建物及び構築物 20,240千円 

 器具備品 12,979千円 

 その他 382千円 

 計 33,602千円 

 　

 6.減価償却実施額

 　  　有形固定資産 　　　    53,814千円

 　  　無形固定資産　　 　     1,873千円

 　

 6.減価償却実施額

 　  　有形固定資産 　　　    321,049千円

 　  　無形固定資産　　 　     86,826千円
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（四半期連結株主資本等変動計算書関係）

当第１四半期連結会計期間（自　平成19年８月１日　至　平成19年10月31日）

　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当第１四半期連結会
計期間増加株式数

（株）

当第１四半期連結会
計期間減少株式数

（株）

当第１四半期連結会
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

前連結会計年度（自　平成18年８月１日　至　平成19年７月31日）

　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
株式数

（株）

当連結会計年度減少
株式数

（株）

当連結会計年度末株
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１四半期連結会計期間
（自　平成19年８月１日
至　平成19年10月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

１．現金及び現金同等物の第１四半期末残高と

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

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借

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 1,151,306千円

 預入期間が3ヶ月を超え

る定期預金
△377,196千円

 現金及び現金同等物 774,110千円

 現金及び預金勘定 4,650,698千円

 預入期間が3ヶ月を超え

る定期預金
△43,172千円

 現金及び現金同等物 4,607,526千円

  

（リース取引関係）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年８月１日
至　平成19年10月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年８月１日
至　平成19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

(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１四半期末残高相

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

 
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１四半
期末残高
相当額
(千円)

器具
備品

280,854 104,380 155,923 20,551

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額相
当額
(千円)

減損損失
累計額相
当額

（千円）

期末残高
相当額
(千円)

器具
備品

299,483 104,531 171,793 23,158

(2）未経過リース料第１四半期末残高相当額等

未経過リース料第１四半期末残高相当額

(2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 55,489千円

１年超 48,385千円

合計 103,875千円

リース資産減損勘定の

残高 
77,323千円

１年内 58,857千円

１年超 62,015千円

合計 120,873千円

リース資産減損勘定の

残高 
90,562千円

(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、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 18,008千円

リース資産減損勘定の取

崩額
13,239千円

減価償却費相当額 2,607千円

支払利息相当額 1,010千円

減損損失 　－千円

支払リース料 149,576千円

リース資産減損勘定の取

崩額
156,106千円

減価償却費相当額 7,647千円

支払利息相当額 7,998千円

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。

(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
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（有価証券関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成19年10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）
四半期連結貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）

(1）株式 92,641 56,806 △35,835

(2）その他 3,054 3,323 269

合計 95,695 60,129 △35,565

 

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 45,935

 投資事業組合出資金 27,719

（注）当第１四半期連結会計期間において、その他有価証券の非上場株式について9,064千円の減損処理を行っております。

 

前連結会計年度末（平成19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）
連結貸借対照表計上額（千

円）
差額（千円）

(1）株式 92,641 72,460 △20,180

(2）その他 3,054 3,492 438

合計 95,695 75,953 △19,743

（注）当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62,850千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、当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

 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

 投資事業組合出資金 27,719
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（デリバティブ取引関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成19年10月31日現在）

　第１四半期末残高がないため、該当事項はありません。

 

前連結会計年度末（平成19年７月31日現在）

１．取引の状況に関する事項

当連結会計年度
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

(1）取引の内容

　利用しているデリバティブ取引は、金利関連で金利

スワップ取引を行っております。なお、金利スワップ

は期中に終了しており、当連結会計年度末現在利用し

ているデリバティブ取引はありません。

(2）取引に対する取組方針

　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

　デリバティブ取引は、借入金利等の将来の金利市場

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。

(4）取引に係るリスクの内容

　金利スワップ取引においては、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

連結会計年度末残高がないため、該当事項はありません。
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（ストック・オプション等関係）

当第１四半期連結会計期間（自　平成19年８月１日　至　平成19年10月31日）

　当第１四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。

前連結会計年度（自　平成18年８月１日　至　平成19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人

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28日） 

以降、権利確定日（平成19

年 11月１日）まで継続して勤

務していること。 

対象勤務期間
自　平成17年10月21日

至　平成18年10月26日

自　平成18年４月28日

至　平成19年10月31日

権利行使期間
自　平成18年10月27日

至　平成26年10月26日

自　平成19年11月１日

至　平成27年10月26日

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

　当連結会計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）      

前連結会計年度末 － 2,585 40 250 2,813

付与 － － － － －

失効 － 15 － 5 675

権利確定 － 2,570 40 245 －

未確定残 － － － － 2,138

権利確定後　　　　　　（株）      

前連結会計年度末 1,200 － － － －

権利確定 － 2,570 40 245 －

権利行使 － － － － －

失効 － 55 － 10 －

未行使残 1,200 2,515 40 235 －

 

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） － － － － －

公正な評価単価（付与日）（円） － － － － －
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(6）セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結会計期間（自　平成19年８月１日　至　平成19年10月31日）

 

インドアレ
ジャー直営事

業
（千円）

インドアレ
ジャーＦＣ事

業
（千円）

アウトドア
レジャー事
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
431,126 131,950 102,547 12,023 677,648 － 677,648

(2)セグメント間の

内部売上高又は

振替高

－ － － － － － －

 計 431,126 131,950 102,547 12,023 677,648 － 677,648

営業費用 463,144 97,167 123,182 21,918 705,412 96,438 801,850

営業利益（△：営

業損失）
△32,017 34,783 △20,635 △9,894 △27,763 △96,438 △124,202

　（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）インドアレジャー直営事業

　　         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）インドアレジャーＦＣ事業

　　         時間消費型会員制複合レジャー施設「ＪＪクラブ100」の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）アウトドアレジャー事業

　　         南千葉ゴルフリゾートの運営（ゴルフ売上・ホテル売上・温泉売上等）

        （4）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．営業費用のうち、「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は96,438千円であり、その主

　　　　　　なものは当社グループ本社の総務・経理部門等の一般管理部門に係る費用であります。

        ４．事業区分の追加及び名称変更

　　　　　　事業区分につきましては、前連結会計期間において「直営事業」「フランチャイズ事業」「その他事業」

            の３つに区分しておりましたが、当第１四半期連結会計期間に株式会社南千葉ゴルフアンドリゾート及び

            株式会社大多喜ヒルズリゾートを連結子会社に加えたことにより、従来の事業区分にはよらない「アウト

            ドアレジャー事業」が加わりました。また、前連結会計年度まで表示していた「直営事業」セグメント区

            分の名称を「インドアレジャー事業」に、「フランチャイズ事業」セグメント区分の名称を「インドアレ

            ジャーＦＣ事業」にそれぞれ変更しました。

        ５．営業費用の配賦方法の変更

　　　　　　従来、提出会社の一般管理部門に係る費用については売上高を基準として各セグメントへ配賦をしており

            ましたが、前連結会計期間中における事業会社を傘下とした持株会社への移行及び、当第１四半期連結会

            計期間における子会社株式の取得の事業形態の変更に伴い、一般管理部門の業務は複数のセグメントに実

            質的にまたがる形となりました。上記を鑑み、当第１四半期連結会計期間より一般管理部門に係る費用に

            ついては配賦不能営業費用として「消去又は全社」の項目に記載しております。
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前連結会計年度（自　平成18年８月１日　至　平成19年７月31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 1,988,499 727,389 61,678 2,777,567 － 2,777,567

(2)セグメント間の内部売上高又は振

替高
－ － － － － －

 計 1,988,499 727,389 61,678 2,777,567 － 2,777,567

営業費用 2,659,725 776,314 57,591 3,493,631 － 3,493,631

営業利益（△：営業損失） △671,225 △48,924 4,086 △716,063 － △716,063

　（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１四半期連結会計期間（自　平成19年８月１日　至　平成19年10月31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。

　　 前連結会計年度（自　平成18年８月１日　至　平成19年７月31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１四半期連結会計期間（自　平成19年８月１日　至　平成19年10月31日）

　　　該当事項はありません。

　　 前連結会計年度（自　平成18年８月１日　至　平成19年７月31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１四半期連結会計期間
（自　平成19年８月１日
至　平成19年10月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

１株当たり純資産額 23,637円　37銭

１株当たり四半期

純損失金額
803円　65銭

１株当たり純資産額 24,549円　13銭

１株当たり当期期純

損失金額
14,791円　92銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり第１四半期

純利益金額については、１株当たり第１四半期

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、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１四半期(当期)純損失金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

 
当第１四半期連結会計期間
(自　平成19年８月１日
至　平成19年10月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

１株当たり第１四半期（当期）純損失   

第１四半期（当期）純損失（千円） 115,700 2,129,578

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ －

普通株式に係る第１四半期（当期）純損

失（千円）
115,700 2,129,578

期中平均株式数（株）

 

143,969

 

143,969
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（重要な後発事象）

当第１四半期連結会計年度
（自　平成19年８月１日
至　平成19年10月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

                 ― １．株式の取得

 　当社グループは、平成19年８月21日開催の取締役会決議に基づき、株式会社

南千葉ゴルフアンドリゾートの株式を取得し、100％子会社といたしました。

 

 

(1) 株式取得の目的

  既存インドア複合レジャーとのシナジー効果及び将来の収益源となる新経

営資源の獲得のため。

 

 

 (2) 株式取得の相手会社の名称

株式会社南千葉ゴルフアンドリゾート

 

 

 

 (3) 株式を取得した会社の事業内容、規模　

事業内容　　　　　アウトドアレジャー会社の保有管理業務等

資本金　　　　　　　　　　　　　　　　　20百万円

  (4) 株式取得の時期　　　　 　　　 平成19年８月21日

 

 

 

 

 (5) 取得した株式の数、取得価額及び取得後の持分比率　　

取得した株式の数　　　　　　　　 　　　　1,600株

取得価額　　　　　　　　　　　　　 　2,000百万円

取得後の持分比率　　　　　　　　　　　 　　 100%

 

 

 (6) 支払資金の調達及び支払方法

自己資金より支払

 

 

 (7) その他

　平成19年10月１日の取締役会決議に基づき、株式会社南千葉ゴルフアンド

リゾートは新たな事業展開のため、合同会社東麻布開発と賃貸借契約を締結

し、保証金として1,000百万円の差入を行なっております。

 ２．利益準備金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金処分

 

　当社は、平成19年10月１日開催の取締役会において、会社法第459条第１項第

２号及び第３号の規定に基づく定款の定めにより、同法第448条第１項に規定す

る利益準備金及び資本準備金の額の減少並びに同法第452条に規定する剰余金処

分を行なうことを決議いたしました。

 (1) 利益準備金及び資本準備金の減少の目的及び要領

 
 　剰余金の欠損補填及び財務体質の改善を図るため、会社法第448条第１項の規
定に基づき、利益準備金及び資本準備金の額を減少し、それぞれ同額をその他
利益剰余金及びその他資本剰余金に振替えるものであります。

 

 

 

 

 

 

 

 

①減少する利益準備金の額

利益準備金　　　　　   　　　　2,553千円全額

②増加するその他利益剰余金の額

その他利益剰余金　　   　　　　　　2,553千円

③減少する資本準備金の額

資本準備金　　　　   　　　4,725,534千円全額

④増加するその他資本剰余金の額

その他資本剰余金　　　　   　　4,725,534千円

(2) 剰余金処分の目的及び要領

　 会社法452条の規定に基づき、上記(１)の利益準備金及び資本準備金の額を減
少により増加するその他利益剰余金及びその他資本剰余金を繰越利益剰余金に
振替え、損失を処理するものであります。
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当第１四半期連結会計年度
（自　平成19年８月１日
至　平成19年10月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

①減少する項目及び剰余金の額

その他利益剰余金　              　　2,553千円

②増加する項目及び剰余金の額

繰越利益剰余金　　　            　　2,553千円

③減少する項目及び剰余金の額

その他資本剰余金              　4,725,534千円

④増加する項目及び剰余金の額

繰越利益剰余金　              　4,725,534千円

(3) 利益準備金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金処分効力発生日

平成19年10月１日

 ３．新株予約権の発行

　平成19年10月30日開催の当社第14回定時株主総会において、会社法第236条、

第238条及び第239条の規定に基づきストックオプションとして新株予約権を付

与することを決議いたしました。

(1) 新株予約権の割当を受ける者

当社取締役、従業員及び外部協力者

(2) 新株予約権の目的たる株式の種類及び数

当社普通株式9,400個を上限とします。

(3) 発行する新株予約権の総数

9,400個（新株予約権１個あたりの目的たる株式の数１株）を上限とします。

(4) 新株予約権の発行価額

無償で発行します。

(5) 新株予約権の行使に際する払込金額

  １株当たりの払込金額は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各

日（取引が成立しない日を除く）における東京証券取引所における当社株式

普通取引の終値の平均値（１円未満の端数を切り上げる）に1.05を乗じた金

額とし、１円未満の端数は切り上げます。

  ただし、その価額が新株予約権発行日の終値（当日終値のない場合は、そ

れに先立つ直近日の終値）を下回る場合は、当該終値とします。

(6) 新株予約権の権利行使期間

平成21年11月１日から平成26年10月31日まで

(7) 新株予約権の譲渡制限

①新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の権利行使時において、当社

の取締役、従業員及び外部協力者等その他これに準ずる地位にあることを要

する。ただし、任期満了による退任その他これに準ずる正当な理由のある場

合はこの限りではない。

②新株予約権の割当を受けた当社の外部協力者は、権利行使においても同等

の地位にあること、または当社の取締役、従業員その他これに準ずる地位に

あることを要する。ただし、上記のいずれでもない場合であっても、新株予

約権の行使に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数および行使時期につき

当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。

③新株予約権の譲渡、質入その他の処分及び相続には、当社の取締役会の承

認を要する。

④その他の条件については、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締

結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 

(8) その他の新株予約権の内容

　その他の新株予約権の内容については、新株予約権の募集事項を決定する

取締役会の決議において定める。
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６．四半期個別財務諸表

(1）四半期貸借対照表

  
前第１四半期会計期間末
（平成18年10月31日）

当第１四半期会計期間末
（平成19年10月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19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  5,898,523   961,886   3,685,762  

２．売掛金   32,552   16,041   25,673  

３．商品   67,113   －   －  

４．関係会社短期貸付
金

  －   20,000   106,229  

５．関係会社1年以内回
収長期貸付金 

  －   368,869   －  

６．預け金   －   100,000   －  

６．その他 ※3  306,053   27,675   41,244  

貸倒引当金   △335   △7,757   △486  

流動資産合計   6,303,906 74.3  1,486,715 25.1  3,858,424 69.1

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産           

(1）建物  582,323   8,666   8,868   

(2）器具備品  340,106   8,691   7,225   

(3）その他  57,793   27,963   －   

計 ※1 980,223  11.5 45,321  0.7 16,094  0.3

２．無形固定資産  394,844  4.7 3,699  0.1 3,969  0.1

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  －   133,784   158,672   

(2）関係会社株式  －   3,129,796   1,123,576   

(3）破産債権、再生
債権、更生債権
その他これらに
準ずる債権

 －   137,906   141,757   

(4）差入保証金  302,550   118,747   17,681   

(5）関係会社長期貸
付金

 －   1,000,000   400,184   

(6）その他  650,405   2,811   483   

貸倒引当金  △143,880   △132,306   △135,357   

  投資その他の資
産合計

 809,075  9.5 4,390,739  74.1 1,706,998  30.5

固定資産合計   2,184,143 25.7  4,439,760 74.9  1,727,061 30.9

資産合計   8,488,050 100.0  5,926,476 100.0  5,585,486 100.0
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前第１四半期会計期間末
（平成18年10月31日）

当第１四半期会計期間末
（平成19年10月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19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   32,863   －   －  

２．１年以内返済予定
の長期借入金

  668,580   659,880   659,880  

３．未払金   316,264   44,469   19,909  

４．１年以内支払予定
の長期未払金

  12,544   －   －  

５．関係会社短期借入
金

  －   600,000   －  

６．賞与引当金   10,710   1,022   2,369  

７．その他   160,590   15,413   54,607  

流動負債合計   1,201,553 14.2  1,320,786 22.3  736,766 13.2

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金   1,763,646   1,103,766   1,268,736  

２．繰延税金負債   －   941   1,199  

３．長期預り保証金   157,160   16,160   16,160  

４．その他   84,288   －   －  

固定負債合計   2,005,094 23.6  1,120,867 18.9  1,286,095 23.0

負債合計   3,206,648 37.8  2,441,654 41.2  2,022,861 36.2

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   4,629,502   4,629,502   4,629,502  

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   －   4,725,534  

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  △4,089,792   △1,107,471   △5,773,323   

利益剰余金合計   △4,087,238   △1,107,471   △5,770,769  

４．自己株式   △702   △702   △702  

株主資本合計   5,267,096   3,521,329   3,583,565  

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券
　　評価差額金

  14,305   △36,507   △20,941  

評価・換算差額等
合計

  14,305   △36,507   △20,941  

純資産合計   5,281,401 62.2  3,484,822 58.8  3,562,624 63.8

負債純資産合計   8,488,050 100.0  5,926,476 100.0  5,585,486 100.0
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(2）四半期損益計算書

  
前第１四半期会計期間

（自　平成18年８月１日
至　平成18年10月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年８月１日
至　平成19年10月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年８月１日
至　平成19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   942,192 100.0  59,983 100.0  1,806,339 100.0

Ⅱ　売上原価   864,356 91.7  5,599 9.3  1,495,820 82.8

売上総利益   77,836 8.3  54,383 90.7  310,519 17.2

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  274,365 29.2  112,964 188.3  713,336 39.5

営業損失   196,528 △20.9  58,580 △97.7  402,817 △22.3

Ⅳ　営業外収益 ※1  38,069 4.0  12,348 20.6  81,945 4.5

Ⅴ　営業外費用 ※2  13,494 1.4  6,045 10.1  39,530 2.2

経常損失   171,953 △18.3  52,278 △87.2  360,402 △20.0

Ⅵ　特別利益   － －  － －  －  

Ⅶ　特別損失 ※3  229,895 24.4  9,064 15.1  1,721,290 95.2

税引前第１四半期
（当期）純損失

  401,849 △42.7  61,342 △102.3  2,081,693 △115.2

法人税、住民税及
び事業税

 15,888   893   19,575   

法人税等調整額  － 15,888 1.6 － 893 1.5 － 19,575 1.1

第１四半期（当
期）純損失

  417,737 △44.3  62,236 △103.8  2,101,268 △116.3
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(3）四半期株主資本等変動計算書

前第１四半期会計期間（自　平成18年８月１日　至　平成18年10月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本準備金
資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計繰越利益

剰余金

平成18年７月31日　残高
（千円）

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

第１四半期会計期間中の
変動額

第１四半期純損失（千円）     △417,737 △417,737  △417,737

株主資本以外の項目の第１四
半期会計期間中の変動額（純
額）（千円)

        

第１四半期会計期間中の変動額
合計（千円）

－ － － － △417,737 △417,737 － △417,737

平成18年10月31日　残高
（千円）

4,629,502 4,725,534 4,725,534 2,553 △4,089,792 △4,087,238 △702 5,267,096

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１四半期会計期間中の
変動額

第１四半期純損失（千円）   △417,737

株主資本以外の項目の第１四
半期会計期間中の変動額（純
額）（千円）

5,075 5,075 5,075

第１四半期会計期間中の変動額
合計（千円）

5,075 5,075 △412,662

平成18年10月31日　残高
（千円）

14,305 14,305 5,281,401
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当第１四半期会計期間（自　平成19年８月１日　至　平成19年10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19年７月31日　残高
（千円）

4,629,502 4,725,534 4,725,534 2,553 △5,773,323 △5,770,769 △702 3,583,565

第１四半期会計期間中の
変動額

資本準備金の取崩  △4,725,534 △4,725,534  4,725,534 4,725,534  －

利益準備金の取崩    △2,553 2,553   －

第１四半期純損失（千円）     △62,236 △62,236  △62,236

株主資本以外の項目の第１四
半期会計期間中の変動額（純
額）（千円)

        

第１四半期会計期間中の変動額
合計（千円）

 △4,725,534 △4,725,534 △2,553 4,665,852 4,663,298  △62,236

平成19年10月31日　残高
（千円）

4,629,502 － － － △1,107,471 △1,107,471 △702 3,521,329

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19年７月31日　残高
（千円）

△20,941 △20,941 3,562,624

第１四半期会計期間中の
変動額

資本準備金の取崩    

利益準備金の取崩    

第１四半期純損失（千円）   △62,236

株主資本以外の項目の第１四
半期会計期間中の変動額（純
額）（千円）

△15,565 △15,565 △15,565

第１四半期会計期間中の変動額
合計（千円）

△15,565 △15,565 △77,801

平成19年10月31日　残高
（千円）

△36,507 △36,507 3,484,822

※平成19年10月1日開催の取締役会において、剰余金の欠損填補及び財務体質の改善を図るため、会社法第448条第１項の規定に基づき、利益準備

金及び資本準備金の額を減少し、それぞれ同額をその他利益剰余金及びその他資本剰余金に振り替え、会社法452条の規定に基づき、増加したそ

の他利益剰余金及びその他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替え、損失を処理いたしました。
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前事業年度（自　平成18年８月１日　至　平成19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

事業年度中の変動額

当期純損失（千円）     △2,101,268 △2,101,268  △2,101,268

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）

－ － － － △2,101,268 △2,101,268 － △2,101,268

平成19年７月31日　残高
（千円）

4,629,502 4,725,534 4,725,534 2,553 △5,773,323 △5,770,769 △702 3,583,565

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

事業年度中の変動額

当期純損失（千円）   △2,101,268

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）
（千円）

△30,171 △30,171 △30,171

事業年度中の変動額合計
（千円）

△30,171 △30,171 △2,131,440

平成19年７月31日　残高
（千円）

△20,941 △20,941 3,562,624

－ 35 －



(4）四半期キャッシュ・フロー計算書

  
前第１四半期会計期間

（自　平成18年８月１日
至　平成18年10月31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   

税引前第１四半期純利益（損失：△）  △401,849

減価償却費  95,913

事業整理損  130,177

貸倒引当金の増減額（減少：△）  14,514

賞与引当金増減額（減少：△）  △24,761

受取利息及び受取配当金  △689

支払利息  7,170

為替差損益（差益：△）  △1,670

デリバティブ評価損益（評価益：△）  △475

売上債権の増減額（増加：△）  40,663

たな卸資産の増減額（増加：△）  11,013

未収入金の増減額（増加：△）  6,145

前払費用の増減額（増加：△）  23,247

その他資産の増減額（増加：△）  69,205

長期前払費用の増減額（増加：△）  2,588

仕入債務の増減額（減少：△）  △30,698

未払金の増減額（減少：△）  △155,691

その他負債の増加額（減少：△）  △66,920

長期預り保証金の返金による支出  △106,000

小計  △388,117

利息及び配当金の受取額  686

利息の支払額  △6,985

法人税等の支払額  △16,374

法人税等還付金の受取額  15,308

営業活動によるキャッシュ・フロー  △395,482
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前第１四半期会計期間

（自　平成18年８月１日
至　平成18年10月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

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  △297,481

無形固定資産の取得による支出  △303,279

差入保証金の返還による収入  45,770

その他  △19,702

投資活動によるキャッシュ・フロー  △574,693

   

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  △173,270

長期未払金の返済による支出  △15,207

財務活動によるキャッシュ・フロー  △188,477

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  1,670

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（減少：△）  △1,156,983

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１四半期末残高  5,855,372
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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１四半期会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成18年10月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年８月１日
至　平成19年10月31日）

前事業年度
（自　平成18年８月１日
至　平成19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、前連

結会計年度は716,063千円、当第１四半

期連結会計期間は124,202千円の営業損

失となり、また、営業キャッシュ・フ

ローも前連結会計年度は、794,764千円、

当第１四半期連結会計期間は101,960千

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．組織体制の抜本的改革

  当社グループは収益性改善のため経

営資源の選択と集中を行ない、組織体

制の抜本的な改革を行ないました。具

体的には明確な業務分掌と組織のフラッ

ト化及び、既存事業改善への人的資源

投入を行なっております。また、組織

のフラット化により社内に競争原理を

導入し、互いに牽制し、より強固な人

財が育つ企業風土を築き上げておりま

す。

  また、平成19年９月５日の臨時株主

総会により選任されました２名の取締

役と共に、既存事業の改善及び将来的

な事業の融合・拡大につながる人員配

置等を行なっております。

 

  ２．収益性の改善

 ①既存店の収益改善

  当社グループは、既存店の収益改善

のため様々な形でのトライアルを行なっ

てまいりました。そのトライアルによっ

て得られた検証結果の中で、既存店舗

に有効に作用する施策からスピード感

を持って実行しております。

  また、社外より招聘した２名の取締

役を中心としたエンターティメント企

画の立案及び運営のノウハウを社内に

浸透させ、徹底的な意識改革・教育を

行なっております。また、提携企業の

協力の下、店内イベント等の新収益ス

キームを構築し、目的来店客の誘致・

客単価の向上を行ない、他社との明確

な差別化を行なっております。これら

の施策を全店舗に早急に波及させてい

くことにより、現状の赤字体質からの

脱却を行ないます。

  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、当連結会計年度

は716,063千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、当連結会計年度は

794,764千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．組織体制の抜本的改革

  当社グループは収益性改善のため経

営資源の選択と集中を行ない、組織体

制の抜本的な改革を行ないました。具

体的には明確な業務分掌と組織のフラッ

ト化及び、既存事業改善への人的資源

投入を行なっております。また、組織

のフラット化により社内に競争原理を

導入し、互いに牽制し、より強固な人

財が育つ企業風土を築き上げておりま

す。

  また、平成19年９月５日の臨時株主

総会により選任されました２名の取締

役と共に、既存事業の改善及び将来的

な事業の融合・拡大につながる人員配

置等を行なっております。

 

  ２．収益性の改善

 ①既存店の収益改善

  当社グループは、既存店の収益改善

のため様々な形でのトライアルを行なっ

てまいりました。そのトライアルによっ

て得られた検証結果の中で、既存店舗

に有効に作用する施策からスピード感

を持って実行しております。

  また、社外より招聘した２名の取締

役を中心としたエンターティメント企

画の立案及び運営のノウハウを社内に

浸透させ、徹底的な意識改革・教育を

行なっております。また、提携企業の

協力の下、店内イベント等の新収益ス

キームを構築し、目的来店客の誘致・

客単価の向上を行ない、他社との明確

な差別化を行なっております。これら

の施策を全店舗に早急に波及させてい

くことにより、現状の赤字体質からの

脱却を行ないます。
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前第１四半期会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成18年10月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年８月１日
至　平成19年10月31日）

前事業年度
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

 ―

 

 

 ②ＪＪ遊'sの収益モデルの完成

  当社は消費者トレンドの変化や「Ｊ

ＪＣＬＵＢ１００」既存店においての

トライアルの結果に鑑みて、多数の風

営法対象ゲーム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日に大阪

府大東市に既存店舗「ＪＪＣＬＵＢ１

００住道店」を全面リニューアルする

形でオープンいたしました。今後、当

業態認知の浸透と集客の拡大に努め、

店内施設の精査・従業員のトレーニン

グ、顧客単価向上・来店頻度に貢献す

る店内イベントなどを積み上げ、新ブ

ランドを収益モデルとして完成させ、

今後の収益改善に大きく寄与する事業

といたします。

③レジャー事業の範囲拡大による新収

益源の確保

  当社グループは、現在行なっている

インドア複合レジャーからレジャー事

業範囲を拡大し、既存事業とのシナ

ジー効果及び新たな収益事業の開発を

目指し、アウトドアレジャー会社を保

有管理する会社を平成19年８月21日に

取得し、子会社化いたしました。今後、

上記目標を達成するために様々な角度

からの取り組みを進め、中長期的な収

益に貢献する事業を生み出してまいり

ます。 

 また、当社グループは当第１四半期

連結会計期間末以降においても金融機

関からの融資が継続されていることも

あり、当面は資金繰りには支障はない

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。

 ②ＪＪ遊'sの収益モデルの完成

  当社は消費者トレンドの変化や「Ｊ

ＪＣＬＵＢ１００」既存店においての

トライアルの結果に鑑みて、多数の風

営法対象ゲーム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日に大阪

府大東市に既存店舗「ＪＪＣＬＵＢ１

００住道店」を全面リニューアルする

形でオープンいたしました。今後、当

業態認知の浸透と集客の拡大に努め、

店内施設の精査・従業員のトレーニン

グ、顧客単価向上・来店頻度に貢献す

る店内イベントなどを積み上げ、新ブ

ランドを収益モデルとして完成させ、

今後の収益改善に大きく寄与する事業

といたします。

③レジャー事業の範囲拡大による新収

益源の確保

  当社グループは、現在行なっている

インドア複合レジャーからレジャー事

業範囲を拡大し、既存事業とのシナ

ジー効果及び新たな収益事業の開発を

目指し、アウトドアレジャー会社を保

有管理する会社を平成19年８月21日に

取得し、子会社化いたしました。今後、

上記目標を達成するために様々な角度

からの取り組みを進め、中長期的な収

益に貢献する事業を生み出してまいり

ます。

  また、当社グループは当連結会計年度

末以降においても金融機関からの融資が

継続されていることもあり、当面は資金

繰りには支障はないものと考えておりま

す。

 

  従いまして、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１四半期会計期間

（自　平成18年８月１日
至　平成18年10月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年８月１日
至　平成19年10月31日）

前事業年度
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(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

　　　　　　　同左

 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

　　　　　　　同左

 ②その他有価証券

時価のあるもの 

 第１四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

　　　　　　　同左

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法によ

り算定)を採用しております。

時価のないもの

　移動平均法による原価法を採用し

ております。

 

 時価のないもの

 同左

　なお、投資事業組合への出資（旧

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

　　　　　　　 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

－

 

(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。

 

(3）たな卸資産

               同左

 

(3）たな卸資産

同左 

 

 

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

 　定率法（ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物（附属設備を

除く）については定額法）を採用し

ております。

 また、取得価額が10万円以上20万円

未満の少額減価償却資産については

３年均等償却、器具備品のうち賃貸

用資産（ゲーム機）及び自社店舗営

業用備品の一部（ゲーム機等）につ

いては２年均等償却によっておりま

す。

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

 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年均等償却を採用しております。

 

 

 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

 建物 8年～15年

 器具備品 4年～15年

(1）有形固定資産

 　　　　　　同左

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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１四半期会計期間

（自　平成18年８月１日
至　平成18年10月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年８月１日
至　平成19年10月31日）

前事業年度
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

３．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

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。

 

－

 

 

　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。

 

 

５．四半期キャッシュ・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。

 

同左

 

 

　　　　　　　同左

 

 ６．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 

 

追加情報

前第１四半期会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成18年10月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年８月１日
至　平成19年10月31日）

前事業年度
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

 希望退職者の募集について

 　当社は平成18年10月17日開催の取締

役会決議に基づき希望退職者を募集し、

これに伴い発生した特別退職加算金

46,555千円については特別損失として

計上し、そのうち44,179千円について

は平成18年11月30日に支払が完了して

おります。

　　　　　　　　―  ―
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(5）注記事項等

（四半期貸借対照表関係）

前第１四半期会計期間末
（平成18年10月31日）

当第１四半期会計期間末
（平成19年10月31日）

前事業年度末
（平成19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

　　　　　　　　671,651千円 11,345千円 　　　　　　　　10,452千円

※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20,133千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。

　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、334,000千

円を長期借入金の担保に供しております。

　現金及び預金20,140千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。

※3.消費税等の扱い

 　　　　　　　　　同左

※3.消費税等の扱い

 　　　　　　　　　同左

（四半期損益計算書関係）

前第１四半期会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成18年10月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年８月１日
至　平成19年10月31日）

前事業年度
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

※1.営業外収益のうち主要なもの

　受取利息　　　　　 　　　689千円

※1.営業外収益のうち主要なもの

　受取利息　　　　　　 　8,454千円

※1.営業外収益のうち主要なもの

　受取利息　　　　　　   6,779千円

　証券代行費用返戻金　　16,627千円

   保険解約金            13,151千円

   解約違約金　　　　　　10,595千円

   

※2.営業外費用のうち主要なもの

　支払利息　　　　　　　 7,170千円

 

 

※2.営業外費用のうち主要なもの

　支払利息　　　　　　 　5,576千円

 

 

※2.営業外費用のうち主要なもの

　支払利息　　　　　　　23,067千円

 

 

   

   

※3.特別損失のうち主要なもの

　事業整理損　　　　　　177,388千円 

  特別退職金　　　　　　 46,555千円

 

 

※3.特別損失のうち主要なもの

　投資有価証券評価損　　　9,064千円

※3.特別損失のうち主要なもの

　減損損失　　　 　　  607,560千円 

　事業整理損　　       294,631千円

　関係会社株式評価損　 640,671千円

　投資有価証券評価損　  62,850千円

　特別退職金　          46,555千円

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 当事業年度において、当社は以下の資産グルー

プについて減損損失を計上しております。

場所 用途 種類 減損損失

（千円）

奈良県橿原市 店舗 建物附属

設備等 

607,560

 

　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607,560千円を減損損失と

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 　93,845千円 

 リース資産 615千円 

 無形固定資産 240,000千円 

 計 607,560千円 

　  　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。
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前第１四半期会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成18年10月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年８月１日
至　平成19年10月31日）

前事業年度
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

   

4.減価償却実施額

　有形固定資産　　　　　 74,433千円 

　無形固定資産　　　 　　21,479千円 

4.減価償却実施額

　有形固定資産　　　　　　  892千円

　無形固定資産　　　　 　   269千円  

4.減価償却実施額

　有形固定資産　　　　　155,582千円 

  無形固定資産　　　　   73,550千円 

（四半期株主資本等変動計算書関係）

前第１四半期会計期間（自　平成18年８月１日　至　平成18年10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 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

 　　２．配当に関する事項

  該当事項はありません。

当第１四半期会計期間（自　平成19年８月１日　至　平成19年10月31日）

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 　　 前連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、「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」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18年８月１日　至　平成19年７月31日）

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 　　 前連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、「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」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。

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

 

前第１四半期会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成18年10月31日）

１．現金及び現金同等物の第１四半期末残高と第１四半期貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

 

現金及び預金勘定 5,898,523千円 

預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △43,150千円 

現金及び現金同等物 5,855,372千円 
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（リース取引関係）

前第１四半期会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成18年10月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年８月１日
至　平成19年10月31日）

前事業年度
（自　平成18年８月１日
至　平成19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

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1四半期末残高

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1四半
期末残
高

相当額

機械
装置

52,174 35,336 16,838 －

器具
備品

532,52
9

199,674 283,830 49,024

無形固
定資産
(ソフト
ウェア)

15,570 9,082 6,487 －

合計
600,27

4
244,092 307,156 49,024

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　

 　                      　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　当期末残高はありません。

２．未経過リース料第１四半期末残高相当額等

 

 

２．未経過リース料期末残高相当額等

 

　 未経過リース料期末残高相当額

 　　　　　　　

１年内 134,957千円

１年超 115,632千円

合計 250,590千円

リース資産減

損勘定の残高
201,078千円

 

 　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　

 　　当期末残高はありません。

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

支払リース料 44,551千円

リース資産減損

勘定の取崩額

　　　　　　　

44,976千円

減価償却費相当額 8,209千円

支払利息相当額 2,678千円

減損損失 －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

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

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
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（有価証券関係）

前第１四半期会計期間末（平成18年10月31日現在）

1.その他有価証券で時価のあるもの

区　　　　　　　　　分 取得原価（千円）
第１四半期貸借対照表

計上額（千円）
差額（千円）

（1）株式 155,491 179,076 23,585

（2）その他 3,027 3,284 257

合計 158,518 182,360 23,842

区　　　　　　　　分
第１四半期貸借対照表計上額

（千円）

(1)子会社及び関連会社株式 60,000

(2)その他投資有価証券  

　 非上場株式 40,000

 　　 投資事業組合出資金 29,397

当第１四半期会計期間末（平成19年10月31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19年７月31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。

 

 

（デリバティブ取引関係）

　当第１四半期会計期間（自　平成19年８月１日　至　平成19年10月31日）

　前連結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１四半期会計期間末　（単位：千円）

対象物の種類 取引の種類 

前第１四半期会計期間末
 （平成18年10月31日）

契約額等 時価 評価損益

金利  スワップ取引 200,000 △716 △716

合計 200,000 △716 △716

（注）時価の算定方法

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

前第１四半期会計期間（自　平成18年８月１日　至　平成18年10月31日）

　該当事項はありません。

 

当第１四半期会計期間（自　平成19年８月１日　至　平成19年10月31日）

　前連結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18年８月１日　至　平成19年７月31日）

　前連結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。

 

（持分法損益等）

前第１四半期会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成18年10月31日）

１．関連会社に対する投資の金額

60,000千円

２．持分法を適用した場合の投資の金

額　　　　　　　　　47,820千円

３．持分法を適用した場合の投資損失

の金額　　　　 　　　6,825千円

 

 

（１株当たり情報）

前第１四半期会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成18年10月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年８月１日
至　平成19年10月31日）

前事業年度
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

１株当たり純資産額 36,684円30銭

１株当たり第１四半期

純損失金額
2,901円58銭

１株当たり純資産額 24,205円37銭

１株当たり第１四半期

純損失金額
432円29銭

１株当たり純資産額 24,745円77銭

１株当たり当期純損失

金額
14,595円29銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり第

１四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

１四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株当たり第

１四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

１四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）純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期会計期間
(自　平成18年８月１日
至　平成18年10月31日)

当第１四半期会計期間
(自　平成19年８月１日
至　平成19年10月31日)

前事業年度
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

１株当たり第１四半期（当期）純

損失金額
   

第１四半期（当期）純損失（千

円）
417,737 62,236 2,101,268

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ － －

普通株式に係る第１四半期（当

期）純損失（千円）
417,737 62,236 2,101,268

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

前第１四半期会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成18年10月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年８月１日
至　平成19年10月31日）

前事業年度
（自　平成18年８月１日 
至　平成19年７月31日） 

― ― １．株式の取得及び資金の貸付

当社は、平成19年８月21日開催の取締役会決議

に基づき、株式会社南千葉ゴルフアンドリゾート

の株式を取得し、100％子会社とするとともに、

平成19年10月１日開催の取締役会決議に基づき事

業投資資金として同社に対する資金の貸付を行い

ました。

 

（株式取得の概要）

 ①株式の取得の目的 

既存インドア複合レジャーとのシナジー効果

及び将来の収益源となる新経営資源の獲得 

②株式取得の相手会社の名称

株式会社南千葉ゴルフアンドリゾート

 ③株式を取得した会社の事業内容、規模

事業内容　アウトドアレジャー会社の保有管理

業務等

資本金　　　　　　　　　　　 20百万円

④株式取得の時期　　　　平成19年8月21日 

　⑤取得した株式の数、取得価額及び取得後の持分

比率　　

取得した株式の数　　　　　　　1,600株

取得価額　　　　　　　　　2,000百万円

取得後の持分比率　　　　　　　　100% 

  ⑥支払資金の調達及び支払方法

自己資金より支払

 

（資金の貸付の概要）

①貸付金額 　　　　　　　1,400百万円(*)

②貸付日　　　　　　 　平成19年10月２日

③金利　　　　　   元金に対する年2.175%

④返済期限　　　　     平成21年３月31日

⑤資金使途　　同社が行う新たな事業資金（合同

会社東麻布開発との賃貸借契約に

係る保証金の差入）として使用

（*）当初貸付金額は1,400百万円でありましたが、

400百万円の早期返済を受け、平成19年10月30日

現在の貸付金残高は1,000百万円となっておりま

す。

  ２．利益準備金及び資本準備金の額の減少並びに

剰余金処分

当社は、平成19年10月１日開催の取締役会にお

いて、会社法第459条第１項第２号及び第３号の

規定に基づく定款の定めにより、同法第448条第

１項に規定する利益準備金及び資本準備金の額の

減少並びに同法第452条に規定する剰余金処分を

行なうことを決議いたしました。
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前第１四半期会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成18年10月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年８月１日
至　平成19年10月31日）

前事業年度
（自　平成18年８月１日 
至　平成19年７月31日） 

  (1) 利益準備金及び資本準備金の減少の目的及び

要領

剰余金の欠損補填及び財務体質の改善を図るた

め、会社法第448条第１項の規定に基づき、利益

準備金及び資本準備金の額を減少し、それぞれ同

額をその他利益剰余金及びその他資本剰余金に振

替えるものであります。 

  ①減少する利益準備金の額

 利益準備金　　　　　　2,553千円全額

②増加するその他利益剰余金の額

 その他利益剰余金　　　　　2,553千円

③減少する資本準備金の額

 資本準備金　　　　4,725,534千円全額

④増加するその他資本剰余金の額

 その他資本剰余金　　　4,725,534千円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 剰余金処分の目的及び要領

会社法452条の規定に基づき、上記(１)の利

益準備金及び資本準備金の額を減少により増加

するその他利益剰余金及びその他資本剰余金を

繰越利益剰余金に振替え、損失を処理するもの

であります。 

①減少する項目及び剰余金の額

その他利益剰余金　　　　2,553千円

②増加する項目及び剰余金の額

繰越利益剰余金　　　　　2,553千円

③減少する項目及び剰余金の額

その他資本剰余金　　4,725,534千円

④増加する項目及び剰余金の額

繰越利益剰余金　　　4,725,534千円

(3) 利益準備金及び資本準備金の額の減少並びに

剰余金処分効力発生日

平成19年10月１日

 

 

 

 

３．新株予約権の発行

平成19年10月30日開催の当社第14回定時株主

総会において、会社法第236条、第238条及び第

239条の規定に基づきストックオプションとして

新株予約権を付与することを決議いたしまし

た。 

(1) 新株予約権の割当を受ける者

当社取締役、従業員及び外部協力者

(2) 新株予約権の目的たる株式の種類及び数

当社普通株式9,400個を上限とします。

(3) 発行する新株予約権の総数

9,400個（新株予約権１個あたりの目的たる株

式の数１株）を上限とします。

(4) 新株予約権の発行価額

無償で発行します。
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前第１四半期会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成18年10月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年８月１日
至　平成19年10月31日）

前事業年度
（自　平成18年８月１日 
至　平成19年７月31日） 

 

 

 

 

 (5) 新株予約権の行使に際する払込金額

１株当たりの払込金額は、新株予約権を発行

する日の属する月の前月の各日（取引が成立し

ない日を除く）における東京証券取引所におけ

る当社株式普通取引の終値の平均値（１円未満

の端数を切り上げる）に1.05を乗じた金額とし、

１円未満の端数は切り上げます。

　ただし、その価額が新株予約権発行日の終値

（当日終値のない場合は、それに先立つ直近日の

終値）を下回る場合は、当該終値とします。

(6) 新株予約権の権利行使期間

　平成21年11月１日から平成26年10月31日ま

で 

(7) 新株予約権の譲渡制限

①新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権

の権利行使時において、当社の取締役、従業員

及び外部協力者等その他これに準ずる地位にあ

ることを要する。ただし、任期満了による退任

その他これに準ずる正当な理由のある場合はこ

の限りではない。

②新株予約権の割当を受けた当社の外部協力者

は、権利行使においても同等の地位にあること、

または当社の取締役、従業員その他これに準ず

る地位にあることを要する。ただし、上記のい

ずれでもない場合であっても、新株予約権の行

使に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数お

よび行使時期につき当社取締役会の承認を得た

場合はこの限りではない。

③新株予約権の譲渡、質入その他の処分及び相

続には、当社の取締役会の承認を要する。

④その他の条件については、当社と新株予約権

の割当を受けた者との間で締結する「新株予約

権割当契約」に定めるところによる。

(8) その他の新株予約権の内容

その他の新株予約権の内容については、新株

予約権の募集事項を決定する取締役会の決議に

おいて定める。
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