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平成 20 年６月期通期（連結・単独）業績予想の修正 

及び特別損失の発生に関するお知らせ 

  

平成20年６月期(平成19年７月１日～平成20年６月30日)の業績予想について、平成20年２月14日付当

社「平成20年６月期 中間決算短信」にて発表いたしました業績予想を下記のとおり修正いたします。 

 

記 

 

1. 平成 20 年６月期通期業績予想の修正（平成 19 年７月１日～平成 20 年６月 30 日） 

(1) 連結業績予想 

（単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想（Ａ）       13,734        △207        △124         △65 

今回修正予想（Ｂ）       12,964        △505        △443      △1,429 

増減額（Ｂ－Ａ）        △770        △297        △319      △1,363 

増 減 率 （ ％ ）        △5.6％           －           －           － 

（参考）前期実績 

（平成 19 年６月期） 
      14,832           19           43           13 

 

(2) 単独業績予想 

（単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想（Ａ）       11,771        △102         △38         △25 

今回修正予想（Ｂ）       10,967        △422        △324       △1,403   

増減額（Ｂ－Ａ）        △804        △319        △285      △1,377 

増 減 率 （ ％ ）        △6.8％           －           －           － 

（参考）前期実績 

（平成 19 年６月期） 
      12,257           58          118         △17 

 

(3) 連結業績予想の修正理由 

 当連結会計年度において、自遊空間事業では既存店の売上は堅調に推移したものの、いわゆる「ネッ

トカフェ難民」報道による風評被害の影響などの要因により、フランチャイジーによる出店数を 15 店

舗計画しておりましたが６店舗に留まったことにより、店舗の開店に係る売上及び、加盟店の増加によ

るロイヤリティー収入について当初計画より売上が４億 27 百万円減少の 55億 74 百万円となる見込み

であり、桃太郎事業では、ゲーム機本体の販売を牽引する新作ソフトが求められる中、魅力ある新作ゲ

ームソフトタイトルが不足したことにより、新品ゲームソフト及びゲーム機本体の販売実績が当初計画

より売上が２億 87 百万円減少の 54億 54 百万円となる見込みであり、これらの要因などにより、連結



 

売上高は、計画を下回り７億 70 百万円減少の 129 億 64 百万円となる見込みであります。 

利益面につきましては、売上が計画を下回ったことにより粗利益額が減少した結果、連結営業損失は

２億 97 百万円増加の５億５百万円、連結経常損失は３億 19 百万円増加の４億 43 百万円となる見込で

あります。また、当社の連結子会社である株式会社グローバルファクトリーにおいて、平成 20 年６月

９日付当社「子会社のカジュアルウエア事業部門の廃止に関するお知らせ」で発表したとおり、カジュ

アルウエア事業部門廃止に伴い、事業撤退損失４億 53 百万円及び減損損失１億 26 百万円を計上したこ

と、当社の所有の固定資産を「固定資産の減損に係る会計基準」に従い、減損額を算定した結果、自遊

空間事業において２億 36 百万円、桃太郎事業において 87 百万円の減損損失を当社の特別損失として計

上したこと、当社の当連結会計年度における店舗閉鎖により店舗退店損失として 20 百万円を計上した

こと、当社の繰延税金資産を取り崩したことによる法人税等調整額 84 百万円を計上したこと及び平成

20 年８月 18 日付当社〔平成 20 年７月３日付「修正申告についてのお知らせ」に関する調査報告〕内

にて発表した「５．業績に与える影響について」の法人税など追徴税額等として 25 百万円を計上した

ことなどの要因により、連結当期純損失は 13 億 63 百万円増加の 14 億 29 百万円となる見込みでありま

す。 

 

(4) 単独業績予想の修正理由 

 当事業年度において、自遊空間事業では既存店の売上は堅調に推移したものの、いわゆる「ネットカ

フェ難民」報道による風評被害の影響などの要因により、フランチャイジーによる出店数を 15 店舗計

画しておりましたが６店舗に留まったことにより、店舗の開店に係る売上及び、加盟店の増加によるロ

イヤリティー収入について当初計画より売上が４億 27 百万円減少の 55 億 74 百万円となる見込みであ

り、桃太郎事業では、ゲーム機本体の販売を牽引する新作ソフトが求められる中、魅力ある新作ゲーム

ソフトタイトルが不足したことにより、新品ゲームソフト及びゲーム機本体の販売実績が当初計画より

売上が２億 87 百万円減少の 54 億 54 百万円となる見込みであり、これらの要因などにより、売上高は、

計画を大幅に下回り８億４百万円減少の 117 億 71 百万円となる見込みであります。 

利益面につきましては、売上が計画を下回ったことにより粗利益額が減少した結果、営業損失は３億

19 百万円増加の４億 22 百万円、経常損失は２億 85 百万円増加の３億 24 百万円となる見込みでありま

す。また、当社の連結子会社である株式会社グローバルファクトリーが当連結会計年度において純損失

となる見込みであり、当社の財務健全性の観点から、子会社株式評価損 89 百万円及び子会社債務保証

５億 58 百万円を当社の特別損失として計上したこと、当社の所有の固定資産を「固定資産の減損に係

る会計基準」に従い、減損額を算定した結果、自遊空間事業において２億 36 百万円、桃太郎事業にお

いて 87 百万円の減損損失を当社の特別損失として計上したこと、当社の当事業年度における店舗閉鎖

により店舗退店損失として 20 百万円を計上したこと、当社の繰延税金資産を取り崩したことによる法

人税等調整額 84 百万円を計上したこと及び平成 20 年８月 18 日付当社〔平成 20 年７月３日付「修正申

告についてのお知らせ」に関する調査報告〕内にて発表した「５．業績に与える影響について」の法人

税など追徴税額等として 25 百万円を計上したことなどの要因により、当期純損失は 13 億 77 百万円増

加の 14 億３百万円となる見込みであります。 

 

2. 特別損失の発生について 

当社の連結子会社である株式会社グローバルファクトリーにおいて、平成 20 年６月９日付当社「子

会社のカジュアルウエア事業部門の廃止に関するお知らせ」で発表したとおり、カジュアルウエア事業

部門廃止に伴い、事業撤退損失４億 53 百万円及び減損損失１億 26 百万円を計上いたします。また、同

社は当連結会計年度において純損失となる見込みであり、当社の財務健全性の観点から、子会社株式評

価損 89 百万円及び子会社債務保証５億 58 百万円を当社の特別損失として計上いたします。 

また、当社の所有の固定資産を「固定資産の減損に係る会計基準」に従い、減損額を算定した結果、

自遊空間事業において２億 36 百万円、桃太郎事業において 87 百万円の減損損失を、当社の特別損失と

して計上いたします。 

 

3. その他 

本資料に記載されている業績予想につきましては、現時点で当社が入手可能な情報に基づき作成した

ものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 

 

以  上 

 


