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1.  平成21年6月期第1四半期の連結業績（平成20年7月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年6月期第1四半期 2,933 ― 326 ― 353 ― 342 ―
20年6月期第1四半期 3,160 △7.6 △64 ― △51 ― △30 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益
円 銭 円 銭

21年6月期第1四半期 18,266.21 ―
20年6月期第1四半期 △1,594.36 ―

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

21年6月期第1四半期 6,525 1,252 19.2 66,762.20
20年6月期 6,764 909 13.4 48,495.98

（参考） 自己資本   21年6月期第1四半期  1,252百万円 20年6月期  909百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年6月期 ― ― ― ― 0.00
21年6月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年6月期（予想） ――― ― ― ― 0.00

3.  平成21年6月期の連結業績予想（平成20年7月1日～平成21年6月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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

第2四半期連結累計期間 5,762 △15.2 321 ― 347 ― 323 ― 17,241.88
通期 10,953 △15.5 444 ― 477 ― 396 ― 21,156.84

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  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

[(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。]  

(3) 四半期連結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（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等の変更に記載されるもの） 

[(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。]  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事事項 
１．上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等によ
り、上記の予想数値と異なる場合があります。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年6月期第1四半期  19,059株 20年6月期  19,059株
② 期末自己株式数 21年6月期第1四半期  303株 20年6月期  303株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年6月期第1四半期  18,756株 20年6月期第1四半期  19,059株



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１四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、サブプライムローン問題に起因する米国経済の減速等を受け

て、景気回復の足踏み状態が続いております。また、原油や原材料価格の高騰に伴う生活必需品の値上げ等の影響に

より、個人消費は低調に推移いたしました。

　このような経営環境のもと、当第１四半期連結会計期間の売上高は29億33百万円（前年同期比7.2％減）、営業利益

は３億26百万円（前年同期は64百万円の営業損失）、経常利益は３億53百万円（前年同期は51百万円の経常損失）、

四半期純利益は３億42百万円（前年同期は30百万円の四半期純損失）となりました。

　事業の種類別セグメントごとの状況は、次のとおりであります。

＜自遊空間事業＞

　当事業につきましては、統廃合等の組織の効率化を考慮しつつ、営業及び管理体制の強化及び経費の削減に注力し

た結果、販売費及び一般管理費は前年同期比に比べ33.3％減少し、経費の削減計画は好調に推移いたしました。

　以上の結果、当事業全体の売上高は13億97百万円（前年同期比0.9％減）、営業利益は１億78百万円（前年同期比

33.8％増）となりました。また、当第１四半期連結会計期間末時点では172店舗（直営店舗41、FC加盟店舗131）とな

りました。

＜桃太郎事業＞

　当事業につきましては、利益率の向上を目的とした中古商材の拡充に注力し、中古商材の買取強化キャンペーン等

の実施及び商材価格を競争力のある価格に適時設定するための体制を構築した結果、売上総利益率は前年同期比に比

べ1.8%向上いたしました。

 また、経費削減及び不採算店舗の閉鎖を実施した結果、前年同期末に比べ店舗数は３店舗減少したため売上高は減少

したものの、利益は増加いたしました。

　以上の結果、当事業全体の売上高は11億33百万円（前年同期比13.5％減）、営業利益は37百万円（前年同期比

180.1％増）となりました。 

＜カジュアルウェア事業＞

　当事業につきましては、平成20年８月末に廃止いたしました。この事業廃止に伴う商品在庫処分に重点を置き、閉

店セールの実施、取引メーカーへの返品及びリサイクル業者への販売を推進したことにより、計画を上回る売上推移

となりました。

　以上の結果、当事業全体の売上高は３億19百万円（前年同期比15.7％減）、営業利益は２億16百万円（前年同期は

71百万円の営業損失）となりました。 

＜不動産賃貸事業＞

　当事業につきましては、カジュアルウェア事業の廃止に伴う店舗閉鎖物件等を当事業の賃貸物件に切り替えたこと

により、賃貸物件数が増加いたしました。

　以上の結果、当事業全体の売上高は83百万円（前年同期比34.5％増）、営業利益は36百万円（前年同期比59.9％増）

となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期末の総資産は、65億25百万円となり、前連結会計年度末と比較して２億39百万円減少いたしました。

その主な要因は、現金及び預金は増加したものの、受取手形及び売掛金、たな卸資産、有形固定資産が減少したこと

によるものであります。

　負債合計につきましては、52億73百万円となり、前連結会計年度末と比較して５億81百万円減少いたしました。そ

の主な要因は、１年以内返済予定の長期借入金、引当金及び長期借入金が減少したことによるものであります。

　また純資産につきましては、12億52百万円となり、前連結会計年度末と比較して３億42百万円増加いたしました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成21年６月期の業績予想につきましては、本日発表の「「棚卸資産の評価に関する会計基準」適用に伴う特別損

失計上のお知らせ」のとおり、たな卸資産評価損64,765千円を特別損失として計上いたしましたが、期初に想定して

いた範囲内であり、平成20年10月30日に公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想ならびに

個別業績予想への影響はありません。



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）

　該当事項はありません。　

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　法人税等の計上基準に簡便的な方法を採用しております。

　その他影響額が僅少なものについても一部簡便的な方法を採用しております。

（３）四半期連結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

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用

　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

　当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を

適用し、評価基準については、移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法）により算定しております。

　なお、期首在庫に含まれる変更差額64,765千円は特別損失に計上しており、従来の方法によった場合に比べ

て税金等調整前四半期純利益が同額減少しております。

　この変更による、売上総利益、営業利益及び経常利益への影響はありません。



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 997,529 861,472

受取手形及び売掛金 159,235 228,087

たな卸資産 551,611 657,380

繰延税金資産 24,245 24,245

その他 268,695 283,270

貸倒引当金 △1,016 △2,693

流動資産合計 2,000,300 2,051,763

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,092,609 1,194,239

車両運搬具 847 997

工具、器具及び備品 667,588 653,590

土地 1,049,777 1,178,816

建設仮勘定 1,197 －

有形固定資産合計 2,812,020 3,027,644

無形固定資産   

のれん 62,302 67,481

その他 54,962 56,655

無形固定資産合計 117,265 124,137

投資その他の資産   

敷金 899,440 906,797

その他 760,597 711,376

貸倒引当金 △64,065 △57,152

投資その他の資産合計 1,595,972 1,561,022

固定資産合計 4,525,258 4,712,803

資産合計 6,525,558 6,764,566



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 314,741 378,388

短期借入金 650,000 650,000

1年内返済予定の長期借入金 925,948 1,062,896

1年内償還予定の社債 700,000 200,000

未払法人税等 77,357 12,234

引当金 92,915 187,572

その他 406,685 466,374

流動負債合計 3,167,648 2,957,465

固定負債   

社債 － 500,000

長期借入金 1,686,376 2,061,279

その他 419,342 336,231

固定負債合計 2,105,718 2,897,510

負債合計 5,273,366 5,854,976

純資産の部   

株主資本   

資本金 753,814 753,814

資本剰余金 792,059 792,059

利益剰余金 △269,713 △612,314

自己株式 △23,969 △23,969

株主資本合計 1,252,191 909,590

純資産合計 1,252,191 909,590

負債純資産合計 6,525,558 6,764,566



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 2,933,980

売上原価 2,109,052

売上総利益 824,927

販売費及び一般管理費 498,702

営業利益 326,224

営業外収益  

受取利息 1,798

賃貸用固定資産収入 4,661

販売手数料収入 32,833

その他 13,243

営業外収益合計 52,537

営業外費用  

支払利息 21,841

賃貸用固定資産原価 3,180

その他 510

営業外費用合計 25,532

経常利益 353,229

特別利益  

固定資産売却益 59,969

敷金返還益 6,562

役員退職慰労金返還益 35,100

過年度仕入割戻 34,067

その他 13,409

特別利益合計 149,109

特別損失  

固定資産売却損 2,760

固定資産除却損 2,146

店舗閉鎖損失 4,867

たな卸資産評価損 64,765

特別損失合計 74,540

税金等調整前四半期純利益 427,798

法人税、住民税及び事業税 77,805

法人税等追徴税額 7,392

法人税等合計 85,197

四半期純利益 342,601



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 427,798

減価償却費 127,416

のれん償却額 5,178

賞与引当金の増減額（△は減少） 33,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,385

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △127,656

長期貸付金等の地代家賃相殺額 6,770

受取利息及び受取配当金 △1,798

支払利息 21,841

固定資産売却損益（△は益） △57,209

固定資産除却損 2,146

店舗閉鎖損失 4,867

売上債権の増減額（△は増加） 55,580

たな卸資産の増減額（△は増加） 105,769

仕入債務の増減額（△は減少） △63,646

その他 △62,533

小計 482,909

利息及び配当金の受取額 593

利息の支払額 △24,337

法人税等の支払額 △16,576

法人税等の還付額 12,023

営業活動によるキャッシュ・フロー 454,612

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △184,000

有形固定資産の取得による支出 △112,649

有形固定資産の売却による収入 256,643

貸付金の回収による収入 15,747

敷金の回収による収入 18,428

店舗賃借仮勘定の増加による支出 △5,812

長期預り金の受入による収入 41,010

長期預り金の返還による支出 △20,000

投資活動によるキャッシュ・フロー 9,367

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 700,000

短期借入金の返済による支出 △700,000

長期借入金の返済による支出 △511,851

配当金の支払額 △84

財務活動によるキャッシュ・フロー △511,935

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △47,955

現金及び現金同等物の期首残高 544,960

現金及び現金同等物の四半期末残高 497,005



（４）継続企業の前提に関する注記

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

　当社グループは、前連結会計年度において、1,429,422千

円の当期純損失を計上した結果、前連結会計年度末におけ

る利益剰余金は△612,314千円となり、これにより継続企業

の前提に関する重要な疑義が存在しております。

　当第１四半期連結会計期間において、業績は順調に回復

し、営業利益326,224千円及び四半期純利益342,601千円を

計上しております。しかしながら本格的な業績の回復を確

認できるまでには至っていないため、継続企業の前提に関

する重要な疑義を完全に解消するまでには至っておりませ

ん。

　当社グループでは、「中期経営計画」を当連結会計年度

より実施いたしております。

　「中期経営計画」の骨子は、以下のとおりであります。

　①統廃合等組織の見直しによる組織の効率化を進めると

共に、人員のリストラを実施し人件費の削減を行います。

　不採算店舗の閉鎖や人件費削減を通じて組織の効率化に

努めてまいります。

　②コンプライアンス体制を拡充・強化し、不正取引など

の発生を抑止いたします。

 コンプライアンス委員会の設置や社内規程の再整備を通じ

てコンプライアンス体制の強化に努めてまいります。

　③キャッシュ・フローを意識した業務改善により営業

キャッシュ・フローを好転させ、有利子負債の削減、財務

体質の健全化を推進いたします。

　以上のように、当社グループでは、引き続き「中期経営

計画」の達成に努めてまいります。

　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、上記のような重要な疑義の影響を四半期連結財務諸

表には反映しておりません。



（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

当第１四半期連結累計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）

 
自遊空間事
業（千円）

桃太郎事業
（千円）

カジュアル
ウェア事業
（千円）

不動産賃貸
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
1,397,716 1,133,902 319,086 83,274 2,933,980 － 2,933,980

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

281 － － 9,660 9,941 (9,941)　 －

計 1,397,998 1,133,902 319,086 92,934 2,943,922 (9,941)　 2,933,980

営業利益 178,511 37,831 216,111 36,552 469,006
(142,782)

　
326,224

　（注）１．事業区分の方法

　　　　　　事業内容により区分しております。

２．各事業区分の事業内容

事業区分 事業内容

　自遊空間事業 
「スペースクリエイト自遊空間」を直営及びフランチャイ　

ズにより展開

　桃太郎事業 　
 テレビゲームショップ「桃太郎」を直営及びフランチャイ

ズにより展開

　カジュアルウェア事業 
 カジュアルウェア販売店「マルカワ」及び「コレクト」を

直営により展開

　不動産賃貸事業  不動産賃貸及び管理

〔所在地別セグメント情報〕

当第１四半期連結累計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）

　      本邦以外の国、または地域に所在する連結子会社及び重要な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１四半期連結累計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）

　　　海外売上高がないため該当事項はありません。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

前第１四半期連結累計期間（平成19年７月１日から平成19年９月30日まで）

科目

前年同四半期
（平成20年６月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 3,160,710

Ⅱ　売上原価 2,404,337

売上総利益 756,373

Ⅲ　販売費及び一般管理費 820,720

営業利益 △64,346

Ⅳ　営業外収益 40,543

Ⅴ　営業外費用 27,612

経常利益　 △51,415

Ⅵ　特別利益 62,888

Ⅶ　特別損失 3,955

税金等調整前四半期純利益　 7,516

税金費用　 37,903

四半期純利益 △30,386

（２）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前第１四半期連結累計期間（平成19年７月１日から平成19年９月30日まで）

 
自遊空間事
業（千円）

桃太郎事業
（千円）

カジュアル
ウェア事業
（千円）

不動産賃貸
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
1,410,033 1,310,146 378,627 61,903 3,160,710 － 3,160,710

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

4,203 44 － 9,605 13,853 (13,853)　 －

計 1,414,236 1,310,190 378,627 71,508 3,174,563 (13,853)　 3,160,710

〔所在地別セグメント情報〕

前第１四半期連結累計期間（平成19年７月１日から平成19年９月30日まで）

　      本邦以外の国、または地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

〔海外売上高〕

　　　前第１四半期連結累計期間（平成19年７月１日から平成19年９月30日まで）

　　　海外売上高がないため該当事項はありません。
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