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1.  平成21年7月期第2四半期の連結業績（平成20年8月1日～平成21年1月31日） 

（注）1株当たり四半期純利益につきましては、平成21年１月29日を実行日とした第三者割当増資による新株式（優先株式）の数312,500株を普通株式に含め算出した数
値によるものです。  

(2) 連結財政状態 

（注）1株当たり純資産につきましては、平成21年１月29日を実行日とした第三者割当増資による新株式（優先株式）の数312,500株を普通株式に含め算出した数値による
ものです。   

(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2四半期 927 ― △207 ― △215 ― △448 ―
20年7月期第2四半期 1,285 ― △287 ― △270 ― △287 ―

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2四半期 △1,253.53 ―
20年7月期第2四半期 △1,997.55 ―

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2四半期 1,334 410 30.8 537.77
20年7月期 2,060 55 2.7 387.29

（参考） 自己資本   21年7月期第2四半期  410百万円 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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  

（注）1株当たり当期純利益につきましては、平成21年１月29日を実行日とした第三者割当増資による新株式（優先株式）の数312,500株を普通株式に含め算出した数値
によるものです。  

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 1,400 △38.0 △420 ― △460 ― △670 ― △1,197.41

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）  有  

除外 1社 （社名 株式会社大多喜ヒルズリゾート） 
（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 「４．その他」をご覧ください。  

(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、５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、５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。 
 なお、業績予想の前提となる条件等については、５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2四半期  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2四半期  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2四半期  353,064株 20年7月期第2四半期  143,969株
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  当第２四半期連結累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端を発した世

界的な金融市場の混乱が続く中、世界経済の減速を背景に円高進行による国内企業の収益悪化、雇用情勢の悪化並び

に個人消費の低迷により、景気の先行きは一層厳しさを増しております。 

 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、不透明な景気の先行きの下、個人消費の低迷により引き続き来店客数の減少など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

せない魅力あるサービスの創造及び他社との差別化によるファミリー層やライトユーザー層などの新規顧客の獲得と

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２四半期連結累計期間におきまし

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。また、1月には、アミューズメント業界で実績のある人財を社

外より子会社の役員として招聘し、エンターテインメント企画の立案及び運営のノウハウを社内に浸透させ、徹底的

な意識改革・教育を行うなど、より一層の体制を整え運営改善を進めてまいりました。しかしながら、閉店による店

舗数の減少もあり、当第２四半期連結累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13店舗での売上高は

1,309百万円（前年同期比65.5％、前年同期総店舗数21店舗）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１月29日付けにて第三者割当増資を行うのと同時に、引き続き既存

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、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２四半期連結累計期間の売上高は927百万円（前年同期比72.1％）、営業損失は207百万円、経常

損失は215百万円、四半期純損失は448百万円となりました。 

 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。また、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りました。さらに、店舗売り場の鮮度維持及び売上向上のため、ゲーム機

などの入れ替えを順次実施いたしました。 

具体的な実施施策の内容としては、前期より引き続き店舗運営力の強化のため当社グループの運営する複合レジャ

ー施設「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を心がけました。次に、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、これらの施策実施後においても業績の改善が困難であると判断した店舗は、当社の

閉店基準等に則り閉鎖し、サービス向上のため既存店舗への人財及び経営資源の集中投資をいたしました。これによ

り当第２四半期連結累計期間において直営店舗数は６店舗を閉店いたしましたので、合計４店舗となっております。

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 
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 その結果、当社グループが運営する「ＪＪＣＬＵＢ１００」直営既存店舗の当第２四半期連結累計期間におけるイ

ンドアレジャー直営事業売上高は544百万円（前年同期比65.8％、前年同期直営店舗数10店舗）となりました。 

なお、現在当社では、第1四半期より実施しておりましたモデル店舗作成プロジェクトを他店舗にも広げ、同様に

店舗運営理念の基本に立ち返った店舗スタッフの教育及び改めて店舗の運営課題を徹底的に洗い出し、集中的にその

課題の改善に取り組んでおります。 

今後は、上述の既存店に対する様々な施策を推進するのと同時に、新たな収益源の創出による企業価値向上のため

新規出店の検討を積極的に進めております。これは、これまでの「ＪＪＣＬＵＢ１００」に代表される郊外型（ロー

ドサイド）での時間制複合レジャー施設に加え、新業態のラインアップとして顧客に対し新たな遊びや魅力的なサー

ビスの提供及び新規顧客獲得を見込んだ繁華街立地での都度課金型の店舗を構想しております。第一弾として、近畿

圏において も活気のあるエリアの一つである大阪なんばエリアにて、クレーンゲーム機を中心に、ネット機やビデ

オゲーム通信機を取り揃えた高収益性の店舗の出店を予定しております。現在、平成21年５月上旬のオープンを目処

に進めておりますが、この出店を契機に今後も繁華街立地などでの好条件の新規出店候補地を積極的に開発し、当社

の厳正な出店基準に従い出店の検討を進めてまいります。 

なお、引き続き社外からのアミューズメント業界で実績のある人財の採用により基本的なレジャー施設運営手法の

再徹底及びこれまで当社が気付かなかったような手法での運営改善等も一層推し進め、新業態の店舗と併せ、魅力あ

るレジャー施設の創出に全社を挙げ取り組み業績の向上を図ってまいります。   
  

（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２四半期連結累計期間において１店舗の閉店があり、

フランチャイズ店は合計９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117百万円（前年同期比

56.3％、前年同期フランチャイズ店舗数11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２四半期連結累計期間のフランチャイズ店舗売上は765百万円（前年同期比65.2％）

となりました。   

  

（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。当第２四半期連結累

計期間における売上高は261百万円（前年同期比113.7％）となりました。 

 なお、当社は、当社グループの収益性改善及び企業価値の向上を図るべく、徹底的に運営の採算性を見直すことに

よる店舗の閉店、コスト削減、事業再編等を急ピッチで進めるなか、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た結果、平成21年１月22日をもって当社子会社の株

式会社南千葉ゴルフアンドリゾートが保有する大多喜ＨＲの全株式を譲渡することを決定いたしました。よって、当

第２四半期連結累計期間より先の当社の連結財務諸表には反映されません。   

  

（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２四半期連結累計期間におけるその他の事業の売上高は4百万円

（前年同期比22.4％）となりました。 
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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726百万円減少して1,334百万円となりました。これは主として子会社株

式の売却による現金及び預金の増加757百万円、有形固定資産の減少1,408百万円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1,081百万円減少して923百万円となりました。これは主として長期借入金

の減少173百万円、１年以内返済予定の長期借入金の減少187百万円、短期借入金の減少300百万円及び繰延税金負債

の減少419百万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355百万円増加して410百万円となりました。これは主として、第三者割

当増資による増加805百万円、四半期純損失による減少448百万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２四半期連結累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905百万円

増加し1,029百万円になりました。   

 また、当第２四半期連結累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328百万円（前年同期比177百万円増）となりました。これは主に、税金等調整前四

半期純損失443百万円と事業整理損失引当金の増加165百万円等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1,089百万円（前年同期比4,556百万円増）となりました。これは主に、定期預金の

払戻しによる収入141百万円、関係会社株式の売却による収入757百万円及び債権売却による収入220百万円等による

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144百万円（前年同期比850百万円増）となりました。これは主に、長期借入金の返

済による支出361百万円と短期借入の返済による支出300百万円及び株式の発行による収入805百万円によるものであ

ります。  
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  当第２四半期連結累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、引き続きアミューズメン

ト施設の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21年１月22日付けにおいてアウトドアレジャー事業を運営していた大多喜ＨＲの売却に伴ない平成20年

９月８日に発表いたしました平成21年７月期通期業績予想を同日付にて変更をしております。 

 さらに、当第２四半期連結会計期間においての当社子会社が運営するインドアレジャー施設の直営店６店舗の閉鎖

に伴い収益が改善したことによる業績予想の修正をいたしましたので、本日（平成21年３月10日）開示のリリースを

別途、ご参照願います。  

  

（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。 

  

  

  

  当第２四半期連結会計期間において連結子会社であった大多喜ＨＲは,当社子会社である株式会社南千葉ゴル

フアンドリゾートが保有する同社株式をすべて売却したため、連結子会社から除外しております。 

  

      ① 棚卸資産の評価方法 

     当第2四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．連結業績予想に関する定性的情報 

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） 

（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 

（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、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、当第２四半期連結累計期間の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。 

      ③  事業整理の損失に備えるため、当連結会計年度における損失見積額を事業整理損失引当金として計上しており

        ます。当第２四半期連結会計期間の事業整理損には事業整理損失引当金繰入額165百万円が含まれております。 
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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２四半期連結会計期間末
(平成21年１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 1,029,596 265,090

売掛金 9,390 9,944

商品 12,407 37,782

原材料 － 2,076

その他 60,773 90,284

貸倒引当金 △594 △6,260

流動資産合計 1,111,572 398,917

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,440 73,336

車両運搬具（純額） － 6,994

工具、器具及び備品（純額） 12,024 9,991

土地 － 1,333,645

有形固定資産合計 15,465 1,423,967

無形固定資産   

その他 751 1,551

無形固定資産合計 751 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 182,446 190,515

破産更生債権等 1,339,407 1,426,555

その他 46,371 1,216

貸倒引当金 △1,365,500 △1,403,728

投資その他の資産合計 207,099 236,487

固定資産合計 223,316 1,662,006

資産合計 1,334,889 2,060,923
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年１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 16,731 22,473

短期借入金 － 300,000

1年内返済予定の長期借入金 350,308 537,908

未払金 96,444 107,720

未払法人税等 7,735 18,456

賞与引当金 4,224 5,911

事業整理損失引当金 165,122 －

その他 37,660 135,746

流動負債合計 678,226 1,128,216

固定負債   

長期借入金 168,390 342,078

繰延税金負債 － 419,941

その他 77,279 114,930

固定負債合計 245,669 876,949

負債合計 923,896 2,005,166

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,131,494 4,629,502

資本剰余金 250,000 －

利益剰余金 △970,020 △4,574,394

自己株式 △481 △481

株主資本合計 410,992 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 410,992 55,757

負債純資産合計 1,334,889 2,060,923
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年１月31日) 

売上高 927,312

売上原価 863,486

売上総利益 63,825

販売費及び一般管理費 271,118

営業損失（△） △207,292

営業外収益  

受取利息 350

違約金収入 3,000

雑収入 3,101

営業外収益合計 6,451

営業外費用  

支払利息 12,066

雑損失 2,946

営業外費用合計 15,012

経常損失（△） △215,853

特別利益  

投資有価証券売却益 3,060

貸倒引当金戻入額 4,953

前期損益修正益 1,361

その他 100

特別利益合計 9,475

特別損失  

事業整理損 214,641

たな卸資産評価損 7,581

関係会社株式売却損 12,377

前期損益修正損 2,238

その他 251

特別損失合計 237,090

税金等調整前四半期純損失（△） △443,467

法人税、住民税及び事業税 5,493

法人税等合計 5,493

四半期純損失（△） △448,961
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年１月31日) 

売上高 433,428

売上原価 388,054

売上総利益 45,374

販売費及び一般管理費 112,025

営業損失（△） △66,650

営業外収益  

受取利息 69

雑収入 1,588

営業外収益合計 1,658

営業外費用  

支払利息 6,745

雑損失 115

営業外費用合計 6,860

経常損失（△） △71,853

特別利益  

貸倒引当金戻入額 3,791

前期損益修正益 1,361

その他 100

特別利益合計 5,252

特別損失  

事業整理損 214,641

関係会社株式売却損 12,377

その他 138

特別損失合計 227,158

税金等調整前四半期純損失（△） △293,759

法人税、住民税及び事業税 2,629

法人税等合計 2,629

四半期純損失（△） △296,389
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年１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損失（△） △443,467

減価償却費 14,706

関係会社株式売却損益（△は益） 12,377

違約金 △3,000

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） 165,122

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,953

受取利息及び受取配当金 △350

支払利息 12,066

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △3,060

たな卸資産評価損 7,581

売上債権の増減額（△は増加） △5,863

たな卸資産の増減額（△は増加） 19,121

仕入債務の増減額（△は減少） △5,447

未払金の増減額（△は減少） △56,816

その他 △7,151

小計 △299,136

利息及び配当金の受取額 350

利息の支払額 △11,664

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 △328,043

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 141,256

有形固定資産の取得による支出 △50,269

差入保証金の差入による支出 △2,346

差入保証金の回収による収入 4,724

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

757,727

貸付債権の売却による収入 220,000

その他 100

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,089,711

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） △300,000

長期借入金の返済による支出 △361,288

株式の発行による収入 805,326

財務活動によるキャッシュ・フロー 144,038

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） 905,705

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 1,029,596
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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２四半期連結累計期間は207,292千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２四半期連結累計期間は328,043千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おこなっております。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おこなっております。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おこなってまいりました。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おこなっております。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。さらに、アミューズメント業界で実績

   のある取締役を中心としたエンターテインメント企画の立案及び運営のノウハウを社内に浸透させ、徹底的な意識

   改革・教育をおこなっております。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。また、収益性改善及び企業価値向上を図るべく、徹底

   的に運営の採算性を見直すことによる不採算店舗の撤退を進めております。これにより既存店に人財を集中させ既

   存店のサービス向上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おこない、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「Ｊ

    Ｊ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。今後はイベント等の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おこなってまいります。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おこなうことにより、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、現在おこなっているインドア複合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。 

  さらに、アミューズメント業界で実績のある取締役を中心として新規店舗の出店を含め事業再編を進めてまいりま

  す。 
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    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に対して1,400,000千円を限度額とした借入極度基本契約の締結 

    をおこない、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、平 

  成20年11月25日付にて98,000千円並びに平成20年12月22日付にて120,000千円の借入を実行しておりましたが、平成 

  21年1月27日付にて借入金の総額498,000千円を全額返済しております。また、平成21年１月14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500,000千円の優先株式による第三者割当増 

  資を実施しております。これにより前期末時点で2.7％であった自己資本比率は当第２四半期連結会計期間末時点に 

  おいて30.8％まで回復しております。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は当社取締役に就任致しました。今後、藤澤

  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まいります。 

     さらに、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た結果、平成21年

  １月14日開催の取締役会決議に基づき、平成21年１月22日付にて当社子会社である株式会社南千葉ゴルフアンドリゾ

  ートが保有するアウトドアレジャー事業を行う株式会社大多喜ヒルズリゾートの全株式を770,000千円にて譲渡いた 

  しました。これにより前期末時点で265,090千円であった現預金残高が当第２四半期連結会計期間末時点では 

  1,029,596千円と飛躍的に増加しております。 

     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まいります。 

  

   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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当第2四半期連結累計期間（自 平成20年８月１日 至 平成21年１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 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年８月１日 至 平成21年１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。   

  

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年８月１日 至 平成21年１月31日） 

    海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

  

  

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
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  
544,112 117,774    261,097      4,327 927,312   － 927,312 

（2）セグメント間 

  の売上高 

   又は振替高 

－ － － － － － － 

計   544,112 117,774 261,097 4,327 927,312  － 927,312 

 営業利益 

（△：営業損失）  
△108,318 45,807 △1,093 △2,050 △65,655  △141,636 △207,292 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

   （1）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、資本金が152,663千円、資本準備金が152,663千円増加しておりましたが、平成20年12月26日開催の臨時株 
   主総会決議に基づき、平成21年１月10日に会社法第448条第１項の規定に基づき資本準備金を152,663千円減少  
   し、会社法第447条第１項の規定に基づき資本金を4,782,166千円減少させ、それぞれ、その他資本剰余金へ振替 
   えた後、会社法第452条の規定に基づき損失の填補に充当しております。その後 、平成21年１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２四半 
   期連結会計期間において資本金が250,000千円、資本準備金が250,000千円増加し、当第２四半期連結会計期間末 
   において資本金が1,131,494千円、資本準備金が250,000千円となっております。 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成19年８月１日 
至 平成20年１月31日） 

区分 金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高    1,285,418  100.0

Ⅱ 売上原価    1,109,516  86.3

売上総利益    175,901  13.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費    463,111  36.0

営業損失    287,210  △22.3

Ⅳ 営業外収益              

１．受取利息  4,619            

２．解約違約金  18,000            

３．負ののれん償却   3,082            

４. その他  4,648  30,349  2.4

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  10,487            

２．その他  3,331  13,819  1.1

経常損失        270,680  △21.1

Ⅵ 特別利益                  

１．投資有価証券売却益  7,500            

２．固定資産売却益  14,700            

３．貸倒引当金戻入益  29,600            

４．事業所税還付金  4,768            

５．遅延損害金等  1,539  58,109  4.5

Ⅶ 特別損失                  

１．事業整理損  5,377            

２．固定資産除却損  349            

３．投資有価証券評価損  64,936            

４．投資有価証券売却損  217  70,881  5.5

税金等調整前中間純損失        283,452  △22.1

法人税、住民税及び事業
税 

 7,248            

法人税等還付金  △3,116  4,132  0.3

中間純損失        287,584  △22.4
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  

  

  
前中間連結会計期間 

（自 平成19年８月１日 
至 平成20年１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 

  

税金等調整前中間純損失  △283,452

減価償却費  114,253

のれん償却額   28,798

貸倒引当金の増減額 
(減少：△)  

 2,284

受取利息及び受取配当
金  

 △4,619

支払利息   10,487

投資有価証券評価損   64,936

固定資産売却益   △14,700

固定資産除却損   349

売上債権の増減額 
(増加：△)  

 △15,048

たな卸資産の増減額 
(減少：△)  

 △1,757

仕入債務の増減額 
(減少：△)  

 △31,472

未払金の増減額 
(減少：△)  

 △51,453

その他  51,088

小計  △130,305

利息及び配当金の受取額  4,571

利息の支払額   △8,154

法人税等の支払額   △21,496

法人税等還付金の受取額  4,795

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △150,589
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前中間連結会計期間 

（自 平成19年８月１日 
至 平成20年１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 

  

投資有価証券の売却によ
る収入  

 36,082

定期預金の預入による支
出  

 △334,000

定期預金の払戻による収
入  

 75,000

有形固定資産の取得によ
る支出  

 △51,617

有形固定資産の売却によ
る収入  

 14,700

無形固定資産の取得によ
る支出  

 △603

連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の取得による
支出  

 △2,000,853

差入保証金の払込による
支出  

 △1,605,579

差入保証金の返還による
収入  

 400,013

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △3,466,857

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

     

長期借入による収入   353,000

長期借入金の返済による
支出  

 △1,059,276

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △706,276

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加
額（△：減少額） 

 △4,324,289

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中間
期末残高 

 283,236
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前中間連結会計期間（自 平成19年８月１日 至 平成20年１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 

  

  

前中間連結会計期間（自 平成19年８月１日 至 平成20年１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。  

  

  

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
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 
 827,298  209,206  229,623  19,288  1,285,418 －  1,285,418

（2）セグメント間 

 の内部売上高又は 

 振替高 

－ － － － － － － 

 計  827,298  209,206  229,623  19,288  1,285,418  －  1,285,418

営業利益 

(△：営業損失） 
 △96,503  48,243  △42,024  △30,135  △120,419  △166,790  △287,210

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

前中間連結会計期間（自 平成19年８月１日 至 平成20年１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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