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（訂正）「平成 20 年７月期 第１四半期財務・業績の概況」 

 

 当社は、平成 19 年 12 月 14 日に発表いたしました「平成 20 年７月期 第１四半期財務・業績

の概況」について、一部誤りがありましたので下記のとおり訂正いたします。 

 

 

記 

 

訂正箇所及び正誤表 

（誤りの部分は下線部分） 

 
 

（訂正前） 
（４ページ） 
【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 
 （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ＦＣ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。 

 
（訂正後） 
（４ページ） 
【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 
 （インドアレジャー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ＦＣ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、692 百万円（前年同期比 60.5％）となりました。 
 
 
（訂正前） 
（４ページ） 
【定性的情報・財務諸表等】 
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。 

 

（訂正後） 
（４ページ） 
【定性的情報・財務諸表等】 
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の減少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 483 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。 

 

 

（訂正前） 
（４ページ） 
【定性的情報・財務諸表等】 
２．連結財政状態に関する定性的情報 

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。 

 
（訂正後） 
（４ページ） 



【定性的情報・財務諸表等】 
２．連結財政状態に関する定性的情報 

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

111 百万円等によるものであります。 

 

 

（訂正前） 
（15 ページ） 

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 

当第１四半期連結会計期間 前連結会計年度 

（自 平成 19 年８月１日 （自 平成 18 年８月１日 項目 
  至 平成 19 年10月31日）   至 平成 19 年７月31日） 

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

ヒルズ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。 

（略） 

 

（訂正後） 
（15 ページ） 

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 

当第１四半期連結会計期間 前連結会計年度 

（自 平成 19 年８月１日 （自 平成 18 年８月１日 項目 
  至 平成 19 年10月31日）   至 平成 19 年７月31日） 

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 11 月 30 日であり、株式会社大多喜

ヒルズ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。 

（略） 

 
 
（訂正前） 
（28 ページ） 

（重要な後発事象） 

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．株式の取得 

  

  

  

(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 



 

（訂正後） 
（28 ページ） 

（重要な後発事象） 

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．株式の取得 

  

  

  

(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                   350 百万円 

 

 

 

（訂正前） 
（29 ページ） 

（重要な後発事象） 

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） 

 ３．新株予約権の発行 

  (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。 

 

 

 



 

（訂正後） 
（29 ページ） 

（重要な後発事象） 

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） 

 ３．新株予約権の発行 

 (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、監査役、従業員または顧問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外部の事業協力者は、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、監査役、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。 

 
 
 
（訂正前） 
（47 ページ） 

（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 

 

（株式取得の概要） 

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 

  

 

 

 

 



 

（訂正後） 
（47 ページ） 

（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 

 

（株式取得の概要） 

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              350 百万円 

  

 

 

 

（訂正前） 
（49 ページ） 

（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）  

  ３．新株予約権の発行 

  

(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。 

 

 



 
（訂正後） 
（49 ページ） 

（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）  

  ３．新株予約権の発行 

  

(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、監査役、従業員

または顧問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外部の事業協力

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、監査役、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。 

 

  以上 


