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１．平成20年６月中間期の業績（平成20年１月１日～平成20年６月30日）

(1）経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年６月中間期 6,011 △6.7 1,043 △13.2 1,030 △13.6 567 △12.1

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

19年12月期 12,851  2,111  2,084  1,124  

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

20年６月中間期 53 57 － －

19年６月中間期 60 96 60 88

19年12月期 106 14 106 04

（注）20年６月中間期の潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

（参考）持分法投資損益 20年６月中間期 －百万円 19年６月中間期 －百万円 19年12月期 －百万円

(2）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年６月中間期 17,797 11,718 65.8 1,105 90

19年６月中間期 17,376 11,010 63.4 1,039 14

19年12月期 18,197 11,361 62.4 1,072 33

（参考）自己資本 20年６月中間期 11,716百万円 19年６月中間期 11,009百万円 19年12月期 11,360百万円

(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

20年６月中間期 1,281 △2,364 △647 1,058

19年６月中間期 2,167 △2,238 595 2,302

19年12月期 4,123 △3,601 488 2,788

２．配当の状況

 １株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 その他 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

19年12月期 12 00 12 00 8 00 32 00

20年12月期（実績） 12 00 － －

20年12月期（予想） － 12 00 2 00 26 00

（注）１．19年12月期期末配当金の内訳　　　　　普通配当　12円00銭　業績配当　8円00銭

２．20年12月期期末配当金（予想）の内訳　普通配当　12円00銭　業績配当　2円00銭

３．平成20年12月期の業績予想（平成20年１月１日～平成20年12月31日）

（％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 12,640 △1.6 1,800 △14.8 1,720 △17.5 910 △19.1 85 89

－ 1 －



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　無

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、16ページ「中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧下さい。

(2）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年６月中間期 10,728,000株 19年６月中間期 10,728,000株 19年12月期 10,728,000株

②　期末自己株式数 20年６月中間期 133,474株 19年６月中間期 133,474株 19年12月期 133,474株

（注）１株当たり中間（当期）純利益の算定の基礎となる株式数については、23ページ「１株当たり情報」をご覧

下さい。

（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及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

となる仮定及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」をご覧下さい。

(株)シチエ　平成 20 年 12 月期中間決算短信（非連結）
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

①当中間会計期間の概況

当中間会計期間におけるわが国経済は、原油を始めとする原材料価格の高騰による身近な商品の値上がりが消費

者心理を冷え込ませており、先行きの不透明感が強まっております。

このような経済状況のもとで、当社中核事業であるアミューズメント施設部門の強化、拡充を図ることに注力し

てまいりました。

当中間会計期間においては、新規出店も退店もなく、売上高の前年同期比較では、レンタル部門売上高166百万円

減少（前年同期比6.8％減）とアミューズメント施設部門売上高264百万円減少（同6.6％減）の結果、全体として

430百万円の減少（同6.7％減）となりました。

レンタル部門売上高166百万円減少の内訳は、ビジュアル91百万円減少、オーディオ72百万円減少、上記以外で2

百万円減少となっております。これは主な理由として、前中間会計期間において、ハードディスクレコーダーが普

及する過程においてテレビ番組の録画視聴が競争相手になる等の影響が一巡し、かつ作品に恵まれたこと等により

回復していた売上が、当中間会計期間においては、ガソリン価格高騰による車での来店客減少等によりやや減速し

たものと推定されます。また、音楽流通市場については、レンタルやセル市場から携帯電話等による音楽配信市場

にますます移行しており、オーディオレンタルのビジネスモデルがさらに変化していくものと見込んでおります。

アミューズメント施設部門売上高264百万円減少の内訳は、ゲーム291百万円減少、ボウリング13百万円減少、上

記以外で40百万円増加となっております。

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

遊び方に広がりが見られましたが、レンタル部門同様車での来店客減少等によりやや減速したものと推定されます。

また、営業利益については、平成20年８月にオープン予定のアミューズメントパークウェアハウス三橋店の準備

費用等により1,043百万円（同年前期比13.2％減）となりました。　

②通期の見通し

通期の見通しといたしましては、米国サブプライムローン問題に端を発した金融・資本市場の混乱は日本経済に

も影響を及ぼし、原油・素材価格の高騰による消費停滞懸念と相俟って、当社事業を取り巻く環境も、依然として

厳しい状況が続くものと予想されます。また、今年８月に開催されます北京オリンピックも、娯楽産業にとりまし

てはこの厳しい環境に拍車をかけるものと見ており、このような状況下でレンタル部門、アミューズメント施設部

門共に軟調な推移となることが予想されます。

また、平成20年８月に埼玉県さいたま市にアミューズメントパークウェアハウス三橋店を開店する予定で、開店

時固有経費の発生すること及び、アミューズメント機器導入による減価償却費増加が予想されますが、通期の業績

は、平成20年１月28日に決算短信（非連結）で公表した業績予想のとおり、売上高12,640百万円（前年同期比1.6％

減）、営業利益1,800百万円（同14.8％減）、経常利益1,720百万円（同17.5％減）、当期純利益910百万円（同

19.1％減）を見込んでおります。

(2）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

当中間会計期間末の総資産は17,797百万円となり、前中間会計期間に比し420百万円の増加となりました。これは、

主に、新規出店及び既存店のアミューズメント機器の購入等による有形固定資産1,605百万円増加、現金及び預金1,244

百万円減少によるものです。

負債につきましては、社債の償還242百万円、長期借入金の返済193百万円等により6,078百万円となりました。

純資産につきましては、繰越利益剰余金の増加707百万円等により11,718百万円となりました。

(株)シチエ　平成 20 年 12 月期中間決算短信（非連結）
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②キャッシュ・フローの状況

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

事業年度末に比し1,729百万円減少し、当中間会計期間末には1,058百万円となりました。当中間会計期間における各

キャッシュ・フローの状況は次の通りです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当中間会計期間において営業活動の結果得られた資金は、1,281百万円となりました。これは、主に、税引前中間純

利益969百万円、減価償却費991百万円、法人税等の支払額436百万円によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当中間会計期間において投資活動の結果使用した資金は、2,364百万円となりました。これは、主に、アミューズメ

ント施設新店の建設仮勘定の増加及び既存店のアミューズメント機器の購入による支払等を中心とする有形固定資産

の取得による支出2,427百万円によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当中間会計期間において財務活動の結果支払った資金は、647百万円となりました。これは、主に、長期借入金の返

済による支出193百万円、社債の償還による支出242百万円及び配当金の支払額211百万円によるものです。

 （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成18年12月期 平成19年12月期 平成20年12月中間期

自己資本比率（％） 65.7 62.4 65.8

時価ベースの自己資本比率（％） 82.6 55.3 41.6

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 129.9 116.1 169.8

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 60.9 53.2 31.6

※各指標の算定基準は、以下の通りであります。

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

（中間期については、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しております。）

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

※有利子負債は貸借対照表（中間貸借対照表）に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象と

しております。

※利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の支払額を使用しております。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

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

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

用しております。

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

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

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

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

績配当金」と呼ぶことにします。

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

金を１株につき12円、業績配当金を１株につき２円をそれぞれ予定しており、その結果、期末配当金の合計額は１株

につき14円となり、通期の配当金は１株につき26円を予定しております。
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(4）事業等のリスク

①レンタル部門

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

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

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

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

があります。

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

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

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

ジネスモデルに大きな影響を与える可能性があります。

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

で良質な商品が制作されないと、事業が存続できない可能性があります。

②アミューズメント施設部門

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

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

ビジネスモデルに大きな影響を与える可能性があります。

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

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

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

スモデルに大きな影響を与える可能性があります。

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

なゲーム機商品が制作されないと、事業が存続できない可能性があります。

③店舗の賃借物件への依存について

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

賃貸人側の事情により賃借契約を解除される可能性があります。また、賃貸人に対して平成20年６月末時点で総額

1,672百万円の敷金保証金を差し入れておりますが、このうちの一部が、倒産その他の賃貸人に生じた事由により回

収できなくなるリスクがあります。

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

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

です。

(株)シチエ　平成 20 年 12 月期中間決算短信（非連結）
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

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

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

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

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

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

と思っていただけるためには、どうしたらよいのでしょう？

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

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

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

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

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

を目指すこと、これが、私どもの経営方針のすべての出発点です。

①商品政策について

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

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

を商品政策の中心に置いています。

②店舗運営政策について

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

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

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

しやすさ等に心がけております。

③出店政策について

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

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

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

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

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

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

④人事政策について

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

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

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

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

に分類し、それぞれの実務技術の修得にあわせて、時給を上昇させています。

(2）目標とする経営指標

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

(3）中長期的な会社の経営戦略

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(5）その他、会社の経営上重要な事項

当社は、店舗名を全て「ウェアハウス」で統一しております事から、平成20年２月29日開催の取締役会において、

商号を「株式会社ウェアハウス」（現　株式会社シチエ）に変更することを決議し、平成20年３月27日開催の株主総

会で承認されました。

平成21年１月１日より新商号を「株式会社ウェアハウス」とし、「ウェアハウス」のブランド力強化に努めてまい

ります。
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４．中間財務諸表
(1）中間貸借対照表

前中間会計期間末
(平成19年６月30日)

当中間会計期間末
(平成20年６月30日)

増減
前事業年度の要約貸借対照表

(平成19年12月31日)

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 2,302,903 1,058,453 2,788,042

２．商品 66,670 58,521 94,974

３．貯蔵品 4,118 2,963 4,289

４．前払費用 115,046 129,325 114,112

５．繰延税金資産 70,872 67,227 76,563

６．立替金 17,256 14,900 21,997

７．その他 11,382 52,639 12,114

流動資産合計 2,588,249 14.9 1,384,030 7.8 △1,204,219 3,112,094 17.1

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1) 建物 5,973,614 5,537,475 5,768,343

(2) 構築物 495,266 430,100 460,298

(3) アミューズ
メント機器

2,102,296 2,112,344 1,898,556

(4) 工具器具備品 606,053 504,171 572,919

(5) 土地 3,197,088 3,197,088 3,197,088

(6) 建設仮勘定 583,350 2,782,366 1,338,300

有形固定資産
合計

※１ 12,957,670 74.6 14,563,549 81.8 1,605,878 13,235,507 72.7

２．無形固定資産

(1) ソフトウェ
ア

9,429 8,170 11,380

(2) 電話加入権 5,529 5,529 5,529

無形固定資産
合計

14,959 0.1 13,699 0.1 △1,259 16,909 0.1

３．投資その他の
資産

(1) 出資金 110 10 110

(2) 敷金保証金 1,660,684 1,672,615 1,680,172

(3) 長期前払費用 43,278 39,692 40,697

(4) 繰延税金資産 111,571 123,810 111,724

投資その他の
資産合計

1,815,643 10.4 1,836,128 10.3 20,484 1,832,704 10.1

固定資産合計 14,788,272 85.1 16,413,376 92.2 1,625,103 15,085,121 82.9

資産合計 17,376,522 100.0 17,797,407 100.0 420,884 18,197,215 100.0
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前中間会計期間末
(平成19年６月30日)

当中間会計期間末
(平成20年６月30日)

増減
前事業年度の要約貸借対照表

(平成19年12月31日)

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 159,540 142,848 198,854

２．短期借入金 ※２ 1,100,000 － －

３．１年以内返済
予定長期借入
金

171,200 382,560 382,560

４．１年以内償還
予定社債

484,000 484,000 484,000

５．未払金 342,114 612,478 742,546

６．未払費用 209,179 180,817 101,152

７．未払法人税等 465,713 418,000 453,110

８．未払消費税等 128,390 33,320 249,921

９．預り金 26,325 21,645 42,248

10．役員賞与引当金 4,800 3,900 －

流動負債合計 3,091,262 17.8 2,279,569 12.8 △811,693 2,654,394 14.6

Ⅱ　固定負債

１．社債 2,255,500 1,771,500 2,013,500

２．長期借入金 757,400 1,714,520 1,908,200

３．退職給付引当金 176,403 193,253 170,983

４．長期未払金 47,412 47,412 47,412

５．預り保証金 38,505 72,395 41,061

固定負債合計 3,275,221 18.8 3,799,080 21.3 523,858 4,181,157 23.0

負債合計 6,366,484 36.6 6,078,650 34.2 △287,834 6,835,551 37.6

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１．資本金 1,276,609 7.3 1,276,609 7.2 － 1,276,609 7.0

２．資本剰余金

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

(2) その他資本
剰余金

1,200 1,200 1,200

資本剰余金合計 1,336,850 7.7 1,336,850 7.5 － 1,336,850 7.3

３．利益剰余金

(1) 利益準備金 65,395 65,395 65,395

(2) その他利益
剰余金

別途積立金 4,000 4,000 4,000

繰越利益剰余
金

8,489,175 9,196,457 8,840,801

利益剰余金合計 8,558,571 49.3 9,265,852 52.1 707,281 8,910,197 49.0

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

株主資本合計 11,009,211 63.4 11,716,493 65.8 707,281 11,360,837 62.4

Ⅱ 新株予約権 826 0.0 2,263 0.0 1,437 826 0.0

純資産合計 11,010,037 63.4 11,718,756 65.8 708,719 11,361,663 62.4

負債純資産合計 17,376,522 100.0 17,797,407 100.0 420,884 18,197,215 100.0
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(2）中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

増減
前事業年度の要約損益計算書
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 6,441,836 100.0 6,011,203 100.0 △430,632 12,851,939 100.0

Ⅱ　売上原価 2,411,978 37.4 2,078,237 34.6 △333,740 4,990,905 38.8

売上総利益 4,029,857 62.6 3,932,966 65.4 △96,891 7,861,034 61.2

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

2,827,137 43.9 2,888,993 48.1 61,855 5,749,149 44.8

営業利益 1,202,720 18.7 1,043,972 17.4 △158,747 2,111,885 16.4

Ⅳ　営業外収益 ※１ 24,168 0.3 26,399 0.4 2,231 46,467 0.4

Ⅴ　営業外費用 ※２ 34,574 0.5 40,281 0.7 5,707 74,150 0.6

経常利益 1,192,313 18.5 1,030,089 17.1 △162,224 2,084,202 16.2

Ⅵ　特別利益 11,381 0.2 15,456 0.3 4,075 33,804 0.3

Ⅶ　特別損失 100,177 1.6 75,837 1.3 △24,339 198,006 1.6

税引前中間(当
期)純利益

1,103,517 17.1 969,707 16.1 △133,809 1,920,000 14.9

法人税、住民
税及び事業税

450,001 404,912 793,567

法人税等調整
額

7,878 457,879 7.1 △2,750 402,162 6.7 △55,717 2,034 795,601 6.2

中間(当期)純
利益

645,638 10.0 567,545 9.4 △78,092 1,124,398 8.7

(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自平成19年１月１日　至平成19年６月30日）

株主資本

新株
予約権

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本　
合計

資本準備金
その他
資本剰
余金

資本剰余金
合計

利益準
備金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積

立金
繰越利益
剰余金

平成18年12月

31日残高

(千円)

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

中間会計期間中

の変動額

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

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

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

株主資本以外

の項目の中間

会計期間中の

変動額（純

額）

－ － － － － － － － － － 826 826

中間会計期間中

の変動額合計 

(千円)

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

平成19年６月

30日残高  

(千円)

1,276,609 1,335,650 1,200 1,336,850 65,395 4,000 8,489,175 8,558,571 △162,818 11,009,211 826 11,010,037
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当中間会計期間（自平成20年１月１日　至平成20年６月30日）

株主資本

新株
予約権

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本　
合計

資本準備金
その他
資本剰
余金

資本剰余金
合計

利益準
備金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積

立金
繰越利益
剰余金

平成19年12月

31日残高

(千円)

1,276,609 1,335,650 1,200 1,336,850 65,395 4,000 8,840,801 8,910,197 △162,818 11,360,837 826 11,361,663

中間会計期間中

の変動額

新株の発行 － － － － － － － － － － － －

剰余金の配当 － － － － － － △211,890 △211,890 － △211,890 － △211,890

中間純利益 － － － － － － 567,545 567,545 － 567,545 － 567,545

株主資本以外

の項目の中間

会計期間中の

変動額（純

額）

－ － － － － － － － － － 1,437 1,437

中間会計期間中

の変動額合計 

(千円)

－ － － － － － 355,655 355,655 － 355,655 1,437 357,093

平成20年６月

30日残高  

(千円)

1,276,609 1,335,650 1,200 1,336,850 65,395 4,000 9,196,457 9,265,852 △162,818 11,716,493 2,263 11,718,756

前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成19年１月１日　至平成19年12月31日）

株主資本

新株
予約権

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本準備金
その他
資本剰
余金

資本剰余金
合計

利益準
備金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積

立金
繰越利益
剰余金

平成18年12月
31日残高
（千円）

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

事業年度中の変
動額

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

剰余金の配当 － － － － － － △307,139 △307,139 － △307,139 － △307,139

当期純利益 － － － － － － 1,124,398 1,124,398 － 1,124,398 － 1,124,398

株主資本以外

の項目の事業

年度中の変動

額（純額）

－ － － － － － － － － － 826 826

事業年度中の変
動額合計
（千円）

1,326 1,320 － 1,320 － － 817,259 817,259 － 819,905 826 820,731

平成19年12月
31日残高
（千円）

1,276,609 1,335,650 1,200 1,336,850 65,395 4,000 8,840,801 8,910,197 △162,818 11,360,837 826 11,361,663
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(4）中間キャッシュ・フロー計算書

前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間（当期）純利益 1,103,517 969,707 1,920,000

減価償却費 1,102,103 991,835 2,345,449

退職給付引当金の増加額 19,230 22,270 13,810

役員賞与引当金の増減額 3,800 △5,700 △1,000

受取利息 △3 △11 △17

支払利息 34,233 40,129 73,394

有形固定資産売却益 △11,381 △15,456 △33,804

有形固定資産売却損 23,403 8,539 37,055

有形固定資産除却損 76,773 67,298 160,950

たな卸資産の減少額 35,780 37,779 7,306

その他資産の増減額 9,652 △7,080 5,594

仕入債務の減少額 △43,497 △56,006 △4,182

未払費用の増加額 114,607 80,305 －

未払消費税等の増減額 228,580 △215,979 362,500

その他負債の減少額 △170,261 △158,266 △5,018

小計 2,526,540 1,759,365 4,882,038

利息の受取額 3 11 17

利息の支払額 △35,023 △40,591 △77,469

法人税等の支払額 △323,536 △436,912 △681,046

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,167,984 1,281,872 4,123,540

Ⅱ  投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △2,241,532 △2,427,831 △3,630,276

有形固定資産の売却による収入 29,067 32,205 83,655

無形固定資産の取得による支出 － － △5,587

敷金保証金の増加による支出 △44,144 △3,187 △74,877

敷金保証金の回収による収入 25,084 7,956 33,040

預り保証金の増減額 △5,811 31,333 △3,255

その他の収支 △843 △4,800 △4,193

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,238,179 △2,364,325 △3,601,494

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増額 1,100,000 － －

長期借入れによる収入 － － 1,500,000

長期借入金の返済による支出 △84,400 △193,680 △222,240

社債の償還による支出 △242,000 △242,000 △484,000

株式の発行による収入 2,646 － 2,646

配当金の支払額 △180,590 △211,456 △307,852

財務活動によるキャッシュ・フロー 595,655 △647,136 488,553

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額 525,460 △1,729,588 1,010,599

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 1,777,442 2,788,042 1,777,442

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末（期
末）残高

2,302,903 1,058,453 2,788,042
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１．資産の評価基準

及び評価方法

(1)デリバティブ

時価法

(1)デリバティブ

同左

(1)デリバティブ

同左

(2)たな卸資産

商品

最終仕入原価法

(2)たな卸資産

同左

(2)たな卸資産

同左

貯蔵品

最終仕入原価法

２．固定資産の減価

償却の方法

(1)有形固定資産

定率法によっております。

ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（付属

設備を除く）については、

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、以

下の通りであります。

(1)有形固定資産

同左

(1)有形固定資産

同左

建物 15年～47年

アミューズメント機器

２年～10年

工具器具備品 ３年～15年

また、取得価額が10万円

以上20万円未満の少額減価

償却資産については３年間

で均等償却しております。

（追加情報）

前事業年度の下半期から、

法人税法の改正に伴い、平

成19年４月１日以降取得の

固定資産（アミューズメン

ト機器を除く）については、

改正法人税法の規定する償

却方法により減価償却費を

計上しております。従って、

前中間会計期間においては

従来の方法によっておりま

す。

前中間会計期間において

前事業年度と同一の会計処

理方法によった場合、中間

財務諸表に与える影響は軽

微であります。

（会計方針の変更）

当事業年度から、法人税

法の改正に伴い、平成19年

４月１日以降取得の固定資

産（アミューズメント機器

を除く）については、改正

法人税法の規定する償却方

法により減価償却費を計上

しております。この変更に

伴い営業利益、経常利益及

び税引前当期純利益はそれ

ぞれ15,935千円減少してお

ります。

なお、当該変更は法人税

法改正適用直後に減価償却

システムを変更することが

困難であったため、当下半

期に行っており、当中間会

計期間は従来の方法によっ

ております。当中間会計期

間において当事業年度と同

一の変更後の方法によった

場合、中間財務諸表に与え

る影響は軽微であります。
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項目
前中間会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

────── （有形固定資産の残存価額の均

等償却）

当中間会計期間から、平

成19年３月31日以前に取得

した有形固定資産について

は、償却可能限度額まで償

却が終了した翌事業年度か

ら５年間の均等償却を行う

方法を採用しております。

　なお、これによる営業利

益、経常利益及び税引前中

間純利益に与える影響は軽

微であります。

──────

(2)無形固定資産

ソフトウェア（自社利

用）については、社内にお

ける利用可能期間（５年）

に基づく定額法によってお

ります。

(2)無形固定資産

同左

(2)無形固定資産

同左

(3)長期前払費用

定額法によっております。

(3)長期前払費用

同左

(3)長期前払費用

同左

３．繰延資産の処理

方法

(1)株式交付費

支出時に全額費用処理し

ております。

(1)株式交付費

──────

(1)株式交付費

同左

４．引当金の計上基

準

(1)貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失

に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能

性を検討して、回収不能見

込額を計上しております。

(1)貸倒引当金

同左

(1)貸倒引当金

同左

(2)役員賞与引当金

役員の賞与金の支払に備

えるため、賞与支給見込額

の当中間会計期間負担額を

計上しております。

(2)役員賞与引当金

同左

(2)　　──────

(3)退職給付引当金

従業員の退職給付に備え

るため、退職給付会計に関

する実務指針（中間報告）

（日本公認会計士協会　会

計制度委員会報告第13号）

に定める簡便法（期末自己

都合要支給額を退職給付債

務とする方法）により、計

上しております。

(3)退職給付引当金

同左

(3)退職給付引当金

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

５．リース取引の処

理方法

リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

おります。

同左 同左

６．ヘッジ会計の方

法

(1)ヘッジ会計の方法

金利スワップ取引につい

て、特例処理の要件を満た

しておりますので、特例処

理を採用しております。

(1)ヘッジ会計の方法

同左

(1)ヘッジ会計の方法

同左

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　金利スワップ

ヘッジ対象　借入金の利息

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3)ヘッジ方針

借入金の金利変動リスク

を回避する目的で金利ス

ワップ取引を行っており、

ヘッジ対象の識別は個別契

約ごとに行っております。

(3)ヘッジ方針

同左

(3)ヘッジ方針

同左

(4)ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップ取引につい

て、特例処理の要件を満た

しておりますので、有効性

の評価を省略しております。

(4)ヘッジ有効性評価の方法

同左

(4)ヘッジ有効性評価の方法

同左

７．中間キャッ

シュ・フロー計

算書（キャッ

シュ・フロー計

算書）における

資金の範囲

手許現金、随時引き出し

可能な預金及び容易に換金

可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から

３ヶ月以内に償還期限の到

来する短期投資からなって

おります。

同左 同左

８．その他中間財務

諸表（財務諸

表）作成のため

の基本となる重

要な事項

(1)レンタル用資産の会計処理

レンタル用資産について

は、営業の用に供したとき

に、全額売上原価として処

理しております。

(1)レンタル用資産の会計処理

同左

(1)レンタル用資産の会計処理

同左

(2)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税

抜方式によっております。

なお、仮払消費税及び仮受

消費税は相殺の上、流動負

債の「未払消費税等」とし

て表示しております。

(2)消費税等の会計処理

同左

(2)消費税等の会計処理

税抜方式によっておりま

す。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

（ストック・オプション等に関する会

計基準）

当中間会計期間より、「ストッ

ク・オプション等に関する会計基

準」（企業会計基準第８号　平成

17年12月27日）及び「ストック・

オプション等に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指

針第11号　平成18年５月31日）を

適用しております。

　これにより営業利益、経常利益

及び税引前中間純利益は、それぞ

れ826千円減少しております。

────── （ストック・オプション等に関する会

計基準）

当事業年度より、「ストック・

オプション等に関する会計基準」

（企業会計基準第８号　平成17年

12月27日）及び「ストック・オプ

ション等に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第

11号　平成18年５月31日）を適用

しております。

　これにより営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益は、それぞ

れ826千円減少しております。

（中間貸借対照表関係）

項目
前中間会計期間末

（平成19年６月30日）
当中間会計期間末

（平成20年６月30日）
前事業年度末

（平成19年12月31日）

※１．減価償却累計額

有形固定資産          7,832,015千円         9,190,857千円    8,575,016千円

※２．当座貸越契約 当社は、運転資金の効率

的な調達を行うため取引銀

行２行と当座貸越契約を締

結しております。これら契

約に基づく当中間会計期間

末の借入未実行残高は、次

の通りであります。

当社は、運転資金の効率

的な調達を行うため取引銀

行２行と当座貸越契約を締

結しております。これら契

約に基づく当中間会計期間

末の借入未実行残高は、次

の通りであります。

当社は、運転資金の効率

的な調達を行うため取引銀

行２行と当座貸越契約を締

結しております。これら契

約に基づく当事業年度末の

借入未実行残高は、次の通

りであります。

当座貸越

極度額
2,500,000千円

借入実行

残高
1,100,000

差引額 1,400,000千円

当座貸越

極度額
2,500,000千円

借入実行

残高
－

差引額 2,500,000千円

当座貸越

極度額
2,500,000千円

借入実行

残高
－

差引額 2,500,000千円

（中間損益計算書関係）

項目
前中間会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

※１．営業外収益のうち重要

なもの

受取利息 3千円  11千円    17千円

ロイヤリティ収入 4,400 3,600 11,000

広告協賛金収入 75 3,809 628

レンタル延滞金収入 1,947 2,825 4,002

※２．営業外費用のうち重要

なもの

支払利息       11,287千円             21,005千円             29,344千円

社債利息   22,945         19,124             44,050

３．減価償却実施額

有形固定資産          1,087,327千円            979,930千円          2,317,816千円

無形固定資産 5,616 3,209 9,252
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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19年１月１日　至　平成19年６月30日）　

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末
株式数（株）

当中間会計期間
増加株式数（株） 

当中間会計期間
減少株式数（株） 

当中間会計期間末
株式数（株） 

発行済株式

 普通株式 10,722,000  6,000 － 10,728,000

合 計 10,722,000  6,000 － 10,728,000

自己株式

 普通株式  133,474 － － 133,474

合 計 133,474 － － 133,474

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

 ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区　分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当中間会計
期間末残高
（千円）

前事業年度
末

当中間会計
期間増加

当中間会計
期間減少

当中間会計
期間末

提出会社
ストック・オプション

としての新株予約権
－ － － － － 826

合　計 － － － － － 826

 ３．配当に関する事項

 (1）配当金支払額

決  議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基 準 日 効力発生日

平成19年３月29日

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

（注）１株当たり配当額には、業績配当金５円を含んでおります。

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

決  議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基 準 日 効力発生日

平成19年７月27日

取締役会
普通株式 127,134 利益剰余金 12 平成19年６月30日 平成19年９月５日
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当中間会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日）　

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末
株式数（株）

当中間会計期間
増加株式数（株） 

当中間会計期間
減少株式数（株） 

当中間会計期間末
株式数（株） 

発行済株式

 普通株式 10,728,000 － － 10,728,000

合 計 10,728,000 － － 10,728,000

自己株式

 普通株式 133,474 － － 133,474

合 計 133,474 － － 133,474

 ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区　分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当中間会計
期間末残高
（千円）

前事業年度
末

当中間会計
期間増加

当中間会計
期間減少

当中間会計
期間末

提出会社
ストック・オプション

としての新株予約権
－ － － － － 2,263

合　計 － － － － － 2,263

 ３．配当に関する事項

 (1）配当金支払額

決  議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基 準 日 効力発生日

平成20年３月27日

定時株主総会
普通株式 211,890 20 平成19年12月31日 平成20年３月28日

（注）１株当たり配当額には、業績配当金８円を含んでおります。

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

決  議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基 準 日 効力発生日

平成20年７月28日

取締役会
普通株式 127,134 利益剰余金 12 平成20年６月30日 平成20年９月５日
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前事業年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）　

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 前事業年度末
株式数（株）

当事業年度増加
株式数（株） 

当事業年度減少
株式数（株） 

当事業年度末 
株式数（株） 

発行済株式

 普通株式 10,722,000 6,000 － 10,728,000

合 計 10,722,000 6,000 － 10,728,000

自己株式

 普通株式 133,474 － － 133,474

合 計 133,474 － － 133,474

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

 ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区　分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当事業年度末

残高
（千円）

前事業年度
末

当事業年度
増加

当事業年度
減少

当事業年度
末

提出会社
ストック・オプション

としての新株予約権
－ － － － － 826

合　計 － － － － － 826

 ３．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年３月29日

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

平成19年７月27日

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

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

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年３月27日

定時株主総会
普通株式 211,890 利益剰余金 20 平成19年12月31日 平成20年３月28日

 （注）平成19年12月31日を基準日とする配当金20円には、業績配当金８円が含まれております。

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係

現金及び現金同等物の期末残高と貸

借対照表に掲記されている科目の金額

との関係

現金及び預金勘定 2,302,903千円

現金及び現金同等物  2,302,903千円

現金及び預金勘定  1,058,453千円

現金及び現金同等物  1,058,453千円

現金及び預金勘定 2,788,042千円

現金及び現金同等物 2,788,042千円
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（リース取引関係）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引

前中間会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）、当中間会計期間（自　平成20年１月１

日　至　平成20年６月30日）及び前事業年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）について、開示

の対象となるリース契約はありません。

（有価証券関係）

当社は、前中間会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）、当中間会計期間（自　平成20年

１月１日　至　平成20年６月30日）及び前事業年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）について、

有価証券を保有しておりませんので、該当事項はありません。

（デリバティブ取引関係）

当社は、前中間会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）、当中間会計期間（自　平成20年

１月１日　至　平成20年６月30日）及び前事業年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）において、

金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので、注記の対象から除いております。

（ストック・オプション等関係）

前中間会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

１．ストック・オプションに係る当中間会計期間における費用計上額及び科目名

 販売費及び一般管理費　　　　826千円

２．当中間会計期間に付与したストック・オプションの内容

  平成19年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 当社従業員　　　　４名

株式の種類別のストック・オプションの付与数 普通株式　　  12,000株

付与日 平成19年４月16日

権利確定条件

　新株予約権の割当を受けたものは、権利行使時

においても当社の取締役、監査役または従業員で

あることを要す。

対象勤務期間 定めておりません。

権利行使期間 自　平成19年５月１日　至　平成24年４月30日

権利行使価格（円） 1,238

付与日における公正な評価単価（円） 68円84銭

当中間会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日）

１．ストック・オプションに係る当中間会計期間における費用計上額及び科目名

 販売費及び一般管理費　　　　1,437千円
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２．当中間会計期間に付与したストック・オプションの内容

 　 平成20年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 当社従業員　　　　８名

株式の種類別のストック・オプションの付与数 普通株式　　  24,000株

付与日 平成20年４月７日

権利確定条件

　新株予約権の割当を受けたものは、権利行使時

においても当社の取締役、監査役または従業員で

あることを要す。

対象勤務期間 定めておりません。

権利行使期間 自　平成20年５月１日　至　平成25年４月30日

権利行使価格（円） 745　

付与日における公正な評価単価（円） 59円91銭　

前事業年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

１．ストック・オプションに係る当事業年度における費用計上額及び科目名

販売費及び一般管理費（その他）　826千円

２．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14年
ストック・オプション

平成15年
ストック・オプション

平成16年
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数 当社従業員　　　　　５名
当社監査役　　　　　１名

当社従業員　　　　　５名
当社従業員　　　　　５名

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

付与日 平成14年４月４日 平成15年４月７日 平成16年４月12日

権利確定条件

新株予約権の割当を受け

た者は、権利行使時におい

ても当社の取締役、または

従業員であることを要す。

新株予約権の割当を受け

た者は、権利行使時におい

ても当社の取締役、監査役

または従業員であることを

要す。

新株予約権の割当を受け

た者は、権利行使時におい

ても当社の取締役、監査役

または従業員であることを

要す。

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

権利行使期間
自　平成14年５月１日

至　平成19年４月30日 

自　平成15年５月１日

至　平成20年４月30日 

自　平成16年５月１日

至　平成21年４月30日 

平成17年
ストック・オプション

平成18年
ストック・オプション

平成19年
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数 当社従業員　　　　　５名 当社従業員　　　　　２名 当社従業員　　　　　４名

ストック・オプション数(注) 普通株式　　　　15,000株 普通株式　　　　 6,000株 普通株式　　　　12,000株

付与日 平成17年４月11日 平成18年４月10日 平成19年４月９日

権利確定条件

新株予約権の割当を受け

た者は、権利行使時におい

ても当社の取締役、監査役

または従業員であることを

要す。

新株予約権の割当を受け

た者は、権利行使時におい

ても当社の取締役、監査役

または従業員であることを

要す。

新株予約権の割当を受け

た者は、権利行使時におい

ても当社の取締役、監査役

または従業員であることを

要す。

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

権利行使期間
自　平成17年５月１日

至　平成22年４月30日 

自　平成18年５月１日

至　平成23年４月30日 

自　平成19年５月１日

至　平成24年４月30日 

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

式数は全て株式分割後で記載しております。
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(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

平成14年ストック・

オプション

平成15年ストック・

オプション

平成16年ストック・

オプション

平成17年ストック・

オプション

平成18年ストック・

オプション

平成19年ストック・

オプション

権利確定前

（株）
      

前事業年度末 － － － － － －

付与 － － － － － 12,000

失効 － － － － － －

権利確定 － － － － － 12,000

未確定残 － － － － － －

権利確定後

（株）
－      

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

権利確定 － － － － － 12,000

権利行使 6,000 － － － － －

失効 － － 3,000 － － －

未行使残 － 24,000 9,000 15,000 6,000 12,000

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

②　単価情報

平成14年ストック・

オプション

平成15年ストック・

オプション

平成16年ストック・

オプション

平成17年ストック・

オプション

平成18年ストック・

オプション

平成19年ストック・

オプション

権利行使価格

（円）
441 695 1,138 1,339 1,485 1,238

行使時平均株価

（円）
1,228 － － － － －

公正な評価単価

（付与日）（円）
－ － － － － 6,884

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

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

当事業年度において付与された平成19年のストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は、

以下のとおりであります。

(1) 使用した評価技法　　　　　　　　　ブラック・ショールズ式

(2) 主な基礎数値及び見積方法

 平成19年ストック・オプション

 株価変動性（注）１． 14.9264％

 予想残存期間（注）２．  ２年６ヶ月

 予想配当（注）３． 60円／株

 無リスク利子率（注）４． 0.894％

 （注）１．平成16年９月30日から平成19年４月16日までの株価実績に基づき算定しております。

 ２．十分なデータの蓄積が無く、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行

使されるものと推定して見積もっております。

 ３．平成17年12月期及び平成18年12月期の配当実績によっております。

 ４．予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用

しております。

（持分法損益等）

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１株当たり純資産額 1,039.14円

１株当たり中間純利益    60.96円

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益
  60.88円

１株当たり純資産額 1,105.90円

１株当たり中間純利益    53.57円

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、希薄化効果

を有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

１株当たり純資産額 1,072.33円

１株当たり当期純利益 　106.14円

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益
106.04円

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

りであります。

前中間会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

１株当たり中間（当期）純利益

中間（当期）純利益（千円） 645,638 567,545 1,124,398

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
645,638 567,545 1,124,398

期中平均株式数（株） 10,591,875 10,594,526 10,593,211

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益

中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（株） 12,558 － 10,166

（うち新株予約権） (12,558) (－) (10,116)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要

平成17年３月30日定

時株主総会決議ストッ

ク・オプション

 （新株予約権　150個）

 普通株式  15,000株

平成18年３月30日定

時株主総会決議ストッ

ク・オプション

 （新株予約権　 60個）

 普通株式 　6,000株

平成19年３月29日定

時株主総会決議ストッ

ク・オプション

 （新株予約権　120個）

 普通株式  12,000株

平成16年３月30日定

時株主総会決議ストッ

ク・オプション

 （新株予約権　90個）

 普通株式　 9,000株

平成17年３月30日定

時株主総会決議ストッ

ク・オプション

 （新株予約権　150個）

 普通株式  15,000株

平成18年３月30日定

時株主総会決議ストッ

ク・オプション

 （新株予約権　 60個）

 普通株式 　6,000株

平成19年３月29日定

時株主総会決議ストッ

ク・オプション

 （新株予約権　120個）

 普通株式  12,000株

平成20年３月27日定

時株主総会決議ストッ

ク・オプション

 （新株予約権　240個）

 普通株式  24,000株

平成16年３月30日定

時株主総会決議ストッ

ク・オプション

 （新株予約権　90個）

 普通株式　 9,000株

平成17年３月30日定

時株主総会決議ストッ

ク・オプション

 （新株予約権　150個）

 普通株式  15,000株

平成18年３月30日定

時株主総会決議ストッ

ク・オプション

 （新株予約権　 60個）

 普通株式 　6,000株

平成19年３月29日定

時株主総会決議ストッ

ク・オプション

 （新株予約権　120個）

 普通株式  12,000株
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（重要な後発事象）

該当事項はありません。

５．その他
 品目別売上高表

 （単位：千円）

部　　門
前中間会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

レンタル部門

ビジュアル 1,896,791 1,805,659 3,831,842

オーディオ 496,514 423,732 971,406

その他 65,170 62,797 129,596

部門合計 2,458,476 2,292,190 4,932,845

アミューズメント施設部門

ゲーム 3,886,763 3,595,516 7,703,236

ボウリング 52,934 39,700 96,846

その他 43,661 83,797 119,010

部門合計 3,983,359 3,719,013 7,919,093

合　　計 6,441,836 6,011,203 12,851,939

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

２．レンタル部門における「その他」は、主として年会費収入であります。

３．アミューズメント施設部門における「その他」は、主として自動販売機収入及びネットカフェ収入（平成19

年４月アミューズメントパークウェアハウス川崎店に併設）であります。

４．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

５．上記売上高には消費税等は含まれておりません。

以上
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