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1.  平成21年7月期第1四半期の連結業績（平成20年8月1日～平成20年10月31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7月期第1四半期 493 △27.1 △140 ― △143 ― △152 ―
20年7月期第1四半期 677 ― △124 ― △116 ― △115 ―

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7月期第1四半期 △599.80 ―
20年7月期第1四半期 △803.65 ―

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7月期第1四半期 1,993 207 10.4 459.06
20年7月期 2,060 55 2.7 387.29

（参考） 自己資本   21年7月期第1四半期  207百万円 20年7月期  55百万円

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7月期 ― ― ― ― ―
21年7月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年7月期（予想） ――― ― ― ― ―

3.  平成21年7月期の連結業績予想（平成20年8月1日～平成21年7月31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 850 ― △260 ― △285 ― △440 ― △1,729.76
通期 1,650 △26.9 △500 ― △550 ― △700 ― △2,751.89

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、４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、４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、その他特記事項 
１．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。 
２．当連結会計期間より「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。 
３．当社では、当連結会計期間である平成20年９月29日を発効日とする第三者割当増資を行っております。従いまして、当連結会計期間中の発行済平均株式数の
変動に伴い、1株あたり（予想）当期純利益を修正しております。 
 なお、業績予想の前提となる条件等については、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。  

 

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7月期第1四半期  451,760株 20年7月期  143,971株
② 期末自己株式数 21年7月期第1四半期  2株 20年7月期  2株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年7月期第1四半期  254,371株 20年7月期第1四半期  143,971株
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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１四半期連結会計期間における我が国の経済は、米国の低所得者向けサブプライムローン問題による金融機関

の混乱及び世界経済の減速を背景に、円高進行による輸出の鈍化から企業収益を悪化し、景気の後退が鮮明となりま

した。原油価格の高騰による物価の上昇などで冷え込んだ個人消費は依然として回復せず、景気の先行きには不透明

感が増しております。  

 当レジャー業界では、家庭用ゲーム機の昨今の大ヒットの影響により、ボウリング・カラオケなどの個別業種にと

って店舗施設での集客が減少し低調に推移いたしました。同様に当社グループが属する時間制複合レジャー業界にお

いても、引き続き来店客数の減少により非常に厳しい状況にあります。個人消費の低迷が続く中、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、顧客を飽きさせずに支持されるサービスの創造及び他社との差

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。  

 このような事業環境の下、当社グループ（当社及び当社連結子会社）では、当第１四半期連結会計期間におきまし

て、売場の鮮度向上のための営繕投資及び店舗毎の特色を活かしたイベントやキャンペーン等の施策を実施するな

ど、施設の収益向上のため営業改善及び収益改善に尽力いたしました。しかしながら、当第１四半期連結会計期間に

おける直営店及びフランチャイズ店を合わせた20店舗での売上高は713百万円（前期比63.5％）となりました。  

 一方、財務基盤の安定を図ることを目的として９月29日付けにて第三者割当増資を行うのと同時に、既存社員の再

配置及び新たな人的リソースの獲得も行いながら10月29日開催の定時株主総会において経営陣を一新するなど、組織

の活性化による収益体質への転換を図れるよう新経営体制の構築に努めました。  

 結果として、当第１四半期連結会計期間の売上高は493百万円（前年同期比72.9％）、営業損失は140百万円、経常

損失は143百万円、四半期純損失は152百万円となりました。  

 事業の種類別セグメント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、店舗運営力の強化のため店舗運営方法の改善及び店舗設備の営繕等を

実施し、業績の回復に向け尽力いたしました。今後においても、インドアレジャー施設として他社にはない魅力的な

サービスの提供を行えるよう、各店舗での特色のあるイベント開催を実施し、地域に密着した店舗創りを進め、その

営業ノウハウを確立することにより競争力の向上を図ってまいります。また、店舗売り場の鮮度維持及び売上向上の

ため、ゲーム機などの入れ替えや設備投資及び老朽化対策としての修繕を順次実施してまいります。業績向上及び利

益確保のため、顧客の不満足要因の払拭を図り、引き続きこれらの営業施策を積極的に行い、魅力あるレジャー施設

の創出に努め業績の回復を図ってまいります。当第１四半期連結会計期末において直営店舗数は、異業態である「Ｊ

ＪＣＬＵＢ１００」長居店フィットネスを含め合計10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１四半期連結会計期間におけるインドアレジ

ャー直営事業売上高は313百万円（前年同期比72.7％、前年同期直営店舗数11店舗）となりました。  

 具体的な実施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対応が

できるような店舗運営力の強化に加え、多頻度に亘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財

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、売場の鮮度維持及び売上向上のため、店舗設備のメンテナンス体制の見直し及び

老朽化した設備・什器の修繕等、顧客満足度の低下を招く要因を分析し払拭するなど、その改善に努めております。

しかしながら当第１四半期連結会計期間においては、人的リソースを効率的に活かすため、その改善プロジェクトを

ある１店舗に短期間集中的に実施するなど改善方法も変化を進め、効率的な運営改善に努めております。今後は状況

を分析し業績改善に活かすよう努めてまいります。  

  

（インドアレジャーフランチャイズ事業）  

 インドアレジャーフランチャイズ事業におきましては、当第１四半期連結会計期間における閉店はなく、フランチ

ャイズ店は合計10店舗であり、インドアレジャーフランチャイズ事業の売上高は58百万円（前年同期比44.3％、前年

同期フランチャイズ店舗数16店舗）となりました。  

 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の結果、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１四半期連結会計期間のフランチャイズ店舗売上は400百万円（前年同期比57.8％）

となりました。  
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（アウトドアレジャー事業）  

 当社グループは、株式会社大多喜ヒルズリゾート（以下、「大多喜ＨＲ」）においてアウトドアレジャー事業とし

てゴルフ場、温泉施設、ホテル及び飲食店等を擁した一大リゾート施設を運営しております。  

 前期の後半より本格的な営業改善に着手し、集客数増加のため団体客等の獲得を図り業績の向上に努めました。ま

た、施設の鮮度維持のため老朽化による施設設備（特にインフラ面の整備）の修繕を進め、突発的な設備トラブルの

防止に努めております。さらに、営業面では新たにリゾート内の全施設において利用可能なポイントカードシステム

を採用することによりお客様のリピートを促し、売上向上を図りました。また、前期より行っております広告掲載及

びメーカーとタイアップしたオープンコンペの開催を引き続き実施し、その定型化に努めるなど業績改善につなげて

まいります。  

 その結果、当第１四半期連結会計期間における売上高は119百万円（前年同期比117％）となりました。  

（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、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てまいりま

す。  

 この結果、上記事業と賃料収入等を含めた当第１四半期連結会計期間におけるその他の事業の売上高は2百万円

（前年同期比18.5％）となりました。  

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

    ① 財政状態の変動状況  

 総資産につきましては、前期末と比較して67百万円減少して1,993百万円となりました。これは主として当期純損

失に伴う現金及び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219百万円減少して1,786百万円となりました。これは主として長期借入金

の減少85百万円と１年以内返済予定の長期借入金の減少91百万円によるものであります。  

 純資産につきましては、前期末と比較して151百万円増加して207百万円となりました。これは主として、第三者割

当増資による305百万円の増加及び四半期純損失152百万円によるものであります。  

  

  ② キャッシュ・フローの状況  

 当第１四半期連結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、前期末に比べ9百万円増

加し133百万円になりました。    

 また、当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。  

  

  （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163百万円（前年同期比61百万円減）となりました。これは主に、税金等調整前四

半期純損失149百万円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）  

 投資活動の結果獲得した資金は65百万円（前年同期比3,631百万円増）となりました。これは主に、定期預金の払

戻しによる収入87百万円、投資有価証券の売却による収入18百万円及び有形固定資産の取得による支出38百万円等に

よるものであります。  

  （財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 財務活動の結果獲得した資金は107百万円（前年同期比272百万円増）となりました。これは主に、長期借入金の返

済による支出177百万円と短期借入の返済による支出20百万円及び株式の発行による収入305百万円等によるものであ

ります。  
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間につきましては、概ね予想通りに推移しております。今後は、引き続きインドアレジャ

ー並びにアウトドアレジャー共に、売場の鮮度向上のための営繕投資及び店舗（施設）毎の特色を活かしたイベント

やキャンペーン等の施策を実施するなど集客と再来店客数の増加を図り収益向上に努め、さらなる営業改善及び収益

改善の施策を積極的に検討・実施してまいります。  

 また、新たな収益資源確保のため、前期同様、当社グループ事業との相乗効果の見込める事業を有する他企業との

提携及びＭ＆Ａを視野に入れ、広く検討してまいります。  

 今後、当社グループは、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、総合エンターテインメント企業を目指し魅力ある事業の推進にあたってまいります。  

 なお、平成20年９月８日に発表いたしました平成21年７月期業績予想に変更はございません。  

  

 （注）本業績予想は、現在入手可能な情報から当社グループの経営者の判断に基づき作成しております。従いまし  

  て、本業績予想のみに全面的に依拠して投資判断を下す事は、控えられるようお願いいたします。また実際の業

  績は、様々な要因により本業績予想とは異なる結果となりえる事をご承知おきください。  

  

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 

     ① 棚卸資産の評価方法 

    当第1四半期連結会計期間の棚卸資産の簿価切り下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ  

   正味売却価額を見積り、簿価切り下げを行う方法によっております。 

   ② 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

     法人税等の納付額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によっ 

      ております。 

       繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度以降に経営環境及び一時差異等の状況に著しい 

      差異がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測を利用する方法によっておりま 

      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 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 通常販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりました 

 が、当第１四半期連結会計期間より「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）を適用しております。これにより、税金等調整前四半期純損失が、7,581千円増加しております。  
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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 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年10月31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７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 187,874 265,090

売掛金 10,241 9,944

商品 25,151 37,782

原材料 1,830 2,076

その他 97,823 90,284

貸倒引当金 △6,866 △6,260

流動資産合計 316,054 398,917

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 85,205 73,336

車両運搬具（純額） 22,542 6,994

工具、器具及び備品（純額） 14,075 9,991

土地 1,333,645 1,333,645

その他 1,386 －

有形固定資産合計 1,456,855 1,423,967

無形固定資産   

その他 1,613 1,551

無形固定資産合計 1,613 1,551

投資その他の資産   

投資有価証券 4,375 21,927

差入保証金 191,862 190,515

破産更生債権等 1,379,754 1,426,555

その他 44,903 1,216

貸倒引当金 △1,401,958 △1,403,728

投資その他の資産合計 218,937 236,487

固定資産合計 1,677,406 1,662,006

資産合計 1,993,460 2,060,923
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年10月31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７月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 18,337 22,473

短期借入金 280,000 300,000

1年内返済予定の長期借入金 446,242 537,908

未払金 154,068 107,720

未払法人税等 6,689 18,456

賞与引当金 2,391 5,911

その他 108,773 135,746

流動負債合計 1,016,502 1,128,216

固定負債   

長期借入金 256,267 342,078

繰延税金負債 419,133 419,941

その他 94,174 114,930

固定負債合計 769,575 876,949

負債合計 1,786,078 2,005,166

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,782,166 4,629,502

資本剰余金 152,663 －

利益剰余金 △4,726,966 △4,574,394

自己株式 △481 △481

株主資本合計 207,382 54,627

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － 1,129

評価・換算差額等合計 － 1,129

純資産合計 207,382 55,757

負債純資産合計 1,993,460 2,060,923
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（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８月１日 
 至 平成20年10月31日) 

売上高 493,883

売上原価 475,431

売上総利益 18,451

販売費及び一般管理費 159,093

営業損失（△） △140,641

営業外収益  

受取利息 280

違約金収入 3,000

雑収入 1,512

営業外収益合計 4,793

営業外費用  

支払利息 5,320

雑損失 2,830

営業外費用合計 8,151

経常損失（△） △143,999

特別利益  

投資有価証券売却益 3,060

貸倒引当金戻入額 1,162

特別利益合計 4,223

特別損失  

たな卸資産評価損 7,581

前期損益修正損 2,238

その他 112

特別損失合計 9,931

税金等調整前四半期純損失（△） △149,708

法人税、住民税及び事業税 2,863

法人税等合計 2,863

四半期純損失（△） △152,572
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（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８月１日 
 至 平成20年10月31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 △149,708

減価償却費 5,905

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,162

受取利息及び受取配当金 △280

支払利息 5,320

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △3,060

違約金 △3,000

売上債権の増減額（△は増加） △895

たな卸資産評価損 7,581

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,295

仕入債務の増減額（△は減少） △4,135

未払金の増減額（△は減少） 46,347

その他 △50,288

小計 △142,082

利息及び配当金の受取額 246

利息の支払額 △3,986

法人税等の支払額 △17,592

営業活動によるキャッシュ・フロー △163,415

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の売却による収入 18,519

定期預金の払戻による収入 87,040

有形固定資産の取得による支出 △38,504

無形固定資産の取得による支出 △350

差入保証金の差入による支出 △1,346

投資活動によるキャッシュ・フロー 65,357

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） △20,000

長期借入金の返済による支出 △177,477

株式の発行による収入 305,326

財務活動によるキャッシュ・フロー 107,849

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 9,790

現金及び現金同等物の期首残高 123,891

現金及び現金同等物の四半期末残高 133,682
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 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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

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722,180千円、当第１四半期連結会計期間は140,641千円と継続して営業損失となっており、また、営業キャッシュ・フ

ローも前連結会計年度は443,155千円、当第１四半期連結会計期間は163,415千円と継続的に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っております。その一環として、経営戦略と業務執行の分

離や会議体系の抜本的見直し等を行っております。これにより責任と指示系統が明確になり、効率的な意思決定と互いに

社内で牽制し合える組織基盤の構築に取り組んでおります。 
 また、既存社員の適材適所への再配置及び新規人財の積極的な採用により、人的リソースの効率化及び組織の活性化を

進めております。  
  
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、平成20年８月より、本部店舗間の垣根を超え既存店の収益を改善させるためにプロジェクトメンバーを募り、

人財を集中させることにより抜本的な問題点の洗い出し及び改善を行っております。プロジェクトにより店内の老朽化し

た躯体設備に対する営繕投資、多頻度にわたる店舗スタッフに対する再教育の場の設定及びお客様への接客姿勢の見直し

等、基本に立ち返った店舗運営を推進しております。今後、既存直営店全店に対してこれらの取組をさらに積極的に実施

し、新たな展開の拡充と既存運営スタイルの強化に努めてまいります。これらの施策の実行においては、随時適切な経営

判断を行い、赤字体質からの脱却を進めてまいります。 
  
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「ＪＪＣＬＵＢ１００」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。今後は前述のイベント等を活用はもちろんのこと、さらなる集客の拡大に努めるため、都度課金業態のノ

ウハウの構築を積極的に行ってまいります。具体的には、店内ゲーム機器の設定方法や設置方法の精査、ゲーム機及び景

品仕入の一元化によるコスト圧縮、従業員のトレーニングなどを行うことにより、顧客単価向上・来店頻度の向上を目指

してまいります。これにより新ブランドを収益モデルとして完成させてまいります。  
  
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レジャーに関連する事業領域を拡大し、さらに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様々な施設について、新たな収益スキーム構築を早

期に進めてまいります。  
  
３.財務体質の改善  

  財務面におきましては、主要取引先金融機関からの融資は継続されているものの、さらなる財務基盤の強化のため、平

成20年９月11日開催の取締役会決議に基づき、Revival Asset Management 1号投資事業組合を割当先として305,326千円

の第三者割当増資の実施並びに割当先との間に1,400,000千円を限度額とした借入極度基本契約の締結を行い、運転資金

確保のため、平成20年９月29日付にて130,000千円、平成20年10月24日付にて150,000千円並びに平成20年11月25日付にて

98,000千円の借入を実行しております。また、今後もRevival Asset Management 1号投資事業組合は限度額の範囲におけ

る継続的融資を認めております。これにより、当面資金繰りに関しての不安は解消しております。  

 また、平成20年10月29日開催の定時株主総会においてRevival Asset Management 1号投資事業組合の業務執行組合員藤

澤信義氏は当社代表取締役に就任し、同じく業務執行組合員千葉信育氏は当社取締役に就任いたしました。今後、藤澤氏

が様々な業界に持つ人脈及びこれまでのアミューズメント業界に対する知識による経営戦略と千葉氏が持つ金融に対する

知識に裏打ちされた財務戦略をもとに今後の収益改善に努めて参ります。  

 その他、保有する資産についても将来獲得見込みキャッシュ・フローと現時点での資金化の双方の優位性を慎重に検討

し、有価証券等の売却による資産の流動化を進めております。  
  
 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影響を四半期連結

財務諸表には反映しておりません。 
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（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（自 平成20年８月１日 至 平成20年10月31日）  

  （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「ＪＪＣＬＵＢ１００」直営店舗の運営  

    （２）インドアレジャーフランチャイズ事業 

        時間消費型会員制複合レジャー施設「ＪＪＣＬＵＢ１００」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 

  

  
インドアレジ
ャー直営事業 
（千円） 

インドアレ
ジャーフラ
ンチャイズ

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  
313,294 58,415 119,945 2,226  493,883   － 493,883 

（2）セグメント間 

  の売上高 

   又は振替高 

－ － － － － － － 

計 313,294 58,415 119,945 2,226 493,883  － 493,883 

 営業利益 

（△：営業損失）  
△58,012 22,742 △17,528 △1,221 △54,020 △86,620 △140,641 

〔所在地別セグメント情報〕 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年８月１日 至 平成20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。  

  

〔海外売上高〕 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年８月１日 至 平成20年10月31日） 

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 

 当社は、平成20年９月29日付で、Revival Asset Management１号投資事業組合から第三者割当増資の払込みを

受けました。この結果、当第１四半期連結会計期間において資本金が152,663千円、資本準備金が152,663千円増

加し、当第１四半期連結会計期間末において資本金が4,782,166千円、資本準備金が152,663千円となっておりま

す。 
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「参考資料」 

 前四半期にかかる連結財務諸表   

（1）（要約）前四半期連結損益計算書 

  

科目 

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成19年8月1日 

 至 平成19年10月31日） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  677,648

Ⅱ 売上原価  580,096

売上総利益  97,552

Ⅲ 販売費及び一般管理費  221,754

営業損失  124,202

Ⅳ 営業外収益  14,908

受取利息   4,366

解約違約金   3,000

負ののれん償却額   1,541

その他   6,000

Ⅴ 営業外費用  6,839

支払利息   4,966

その他   1,872

経常損失  116,133

Ⅵ 特別利益  13,454

固定資産売却益   13,454

Ⅶ 特別損失  9,064

投資有価証券評価損   9,064

税金等調整前第１四半期 
純損失 

 111,743

法人税、法人税及び事業税   3,957

第１四半期純損失  115,700
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（2）（要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  

  
前第１四半期連結累計期間 
（自 平成19年８月１日 

  至 平成19年10月31日） 

区分 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１四半期純損失  △111,743

減価償却費  55,688

のれん償却額   14,399

貸倒引当金の増減額（△は減少）   15,700

受取利息及び受取配当金  △4,366

支払利息   4,966

固定資産売却益   △13,454

売上債権の増減額 （△は増加）  △33,256

たな卸資産の増減額（△は増加）   △1,032

仕入債務の増減額（△は減少）  △16,245

未払金の増減額（△は減少）  △21,070

その他   24,505

小計  △85,909

利息及び配当金の受取額  4,342

利息の支払額  △2,830

  法人税等の支払額    △21,067

  法人税還付金の受取額    3,503

 営業活動によるキャッシュ・フロー  △101,960
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前第１四半期連結累計期間 
（自 平成19年８月１日 

  至 平成19年10月31日） 

区分 金額（千円） 

Ⅱ 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   △334,000

有形固定資産の取得による支出   △39,279

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

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

投資活動によるキャッシュ・フロー  △3,565,918

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

財務活動によるキャッシュ・フロー  △164,970

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △566

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  △3,833,415

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  4,607,526

Ⅶ 現金及び現金同等物の第１四半期末残高  774,110
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（３）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（自 平成19年8月1日 至 平成19年10月31日） 

 （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「ＪＪＣＬＵＢ１００」直営店舗の運営  

    （２）インドアレジャーフランチャイズ事業 

        時間消費型会員制複合レジャー施設「ＪＪＣＬＵＢ１００」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 

  

  
インドアレジ
ャー直営事業
（千円） 

インドアレジ
ャーフランチ
ャイズ事業 
（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

営業利益 

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

〔所在地別セグメント情報〕 

前第１四半期連結累計期間（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。  

  

〔海外売上高〕 

前第１四半期連結累計期間（自 平成19年８月１日 至 平成19年10月31日） 

海外売上高がないため該当事項はありません。 
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