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1.  平成21年12月期第1四半期の業績（平成21年1月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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12月期第1四半期 2,887 ― 282 ― 273 ― 144 ―

20年12月期第1四半期 3,038 △6.9 596 △16.1 593 △16.5 337 △18.3

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12月期第1四半期 14.52 ―

20年12月期第1四半期 31.89 31.88

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12月期第1四半期 18,123 11,333 62.5 1,141.92
20年12月期 18,602 11,328 60.9 1,141.41

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  11,331百万円 20年12月期  11,326百万円

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  

20年12月期期末配当金には、記念配当金２円が含まれております。 

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12月期 ― 12.00 ― 14.00 26.00
21年12月期 ―

21年12月期 
（予想）

12.00 ― 12.00 24.00

3.  平成21年12月期の業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）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 
累計期間

5,900 ― 560 ― 520 ― 250 ― 25.19

通期 11,800 △2.3 860 △40.1 800 △42.8 360 △49.1 36.28
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4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期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．その他をご覧下さい。 

(2) 四半期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．その他をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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12月期第1四半期 10,728,000株 20年12月期  10,728,000株

② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  804,914株 20年12月期  804,914株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年12月期第1四半期  9,923,086株 20年12月期第1四半期 10,594,526株

※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いております。実際の業績は、今後様々な要因により予想値と異なる可能性
があります。なお、上記の予想数値に関する事項は３ページ【定性的情報・財務諸表等】を参照して下さい。 
２．当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
３．当社は平成21年１月１日をもちまして、「株式会社シチエ」から「株式会社ウェアハウス」に商号変更しております。 
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定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機の影響を受けた株安、円高等の背景もあり企業

収益が大幅に減少し、さらにはそれに伴う雇用情勢の悪化、設備投資の抑制や個人消費の低迷等、景気後退の様相

が一段と顕著になりました。

このような経済状況のもとで、当第１四半期会計期間においては当社中核事業であるアミューズメント施設部門

の強化を図ることに注力してまいりました。

レンタル部門売上高につきましては、景気の先行き不透明感や雇用不安などから個人消費が抑制されたと推測さ

れ、客数及び客単価共に減少するなど軟調な推移となり、前年同期比9.0％減少し、1,049百万円となりました。ま

た、アミューズメント施設部門売上高につきましては、前年８月に出店したアミューズメントパークウェアハウス

三橋店が当第１四半期会計期間を通じて売上に貢献致しましたが、レンタル同様客数及び客単価が減少したことな

どから、既存店売上高が減少し、前年同期比2.5％減少の1,838百万円となり、その結果、全体として売上高は前年

同期比5.0％減少し、2,887百万円となりました。

利益につきましては、売上高減少等の影響により、経常利益273百万円（前年同期比53.9％減少）、四半期純利益

は144百万円（前年同期比57.4％減少）となりました。

なお、当事業年度より「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）を適用しているため、文中の前年同期比は参考として

記載しております。

２．財政状態に関する定性的情報

（１）資産、負債及び純資産の状況

　当第１四半期会計期間末の総資産は18,123百万円となり、前事業年度末と比較して478百万円の減少となりまし

た。これは主に、法人税等の支払い及び社債の償還等による現金及び預金の減少、アミューズメント機器を始め

とした固定資産の減価償却等によるものです。

　また、当第１四半期会計期間末の負債は6,790百万円となり、前事業年度末と比較して484百万円の減少となり

ました。これは主に、アミューズメントパークウェアハウス三橋店等の固定資産購入未払金の支払い、社債の償

還、預り保証金の受入れ等によるものです。

　なお、当第１四半期会計期間末の純資産は11,333百万円となり、前事業年度末と比較して5百万円の増加となり

ました。これは、四半期純利益による利益剰余金の増加、配当金の支払いによる利益剰余金の減少によるもので

す。

（２）キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は1,505百万円となり、前事業

年度末と比較して63百万円の減少となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期会計期間において、営業活動の結果得られた資金は779百万円となりました。これは主に税引前四

半期純利益245百万円、減価償却費563百万円、未払金の減少額214百万円、未払又は未収消費税等の増減額182百

万円、法人税等の支払額104百万円によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期会計期間において、投資活動の結果使用した資金は696百万円となりました。これは主にアミュー

ズメント施設等に係る有形固定資産の取得による支出813百万円、預り保証金の受入による収入100百万円による

ものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期会計期間において、財務活動の結果使用した資金は146百万円となりました。これは長期借入れに

よる収入300百万円、長期借入金の返済による支出172百万円、社債の償還による支出148百万円、配当金の支払額

125百万円によるものです。

（株）ウェアハウス（4724）　平成 21 年 12 月期　第１四半期決算短信（非連結）
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３．業績予想に関する定性的情報

業績予想につきましては、今後の事業環境及び第２四半期会計期間の進捗状況を見極める必要があるため、前回予

想（平成21年１月28日公表）を修正いたしませんが、見直しが必要であると判断した時点で速やかに開示いたします。

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理

　税金費用については、当第１四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後

の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

　なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

（２）四半期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

　当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規

則」に従い四半期財務諸表を作成しております。

②たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

　通常の販売目的で保有する商品及び貯蔵品については、従来、最終仕入原価法によっておりましたが、当第

１四半期会計期間より「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）が適

用されたことに伴い、最終仕入原価法（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。

　これによる損益に与える影響はありません。

③リース取引に関する会計基準

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（日本会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20

年４月１日以後開始する事業年度に係る四半期財務諸表から適用することができるようになったことに伴い、

当第１四半期会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。

また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を

耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

（株）ウェアハウス（4724）　平成 21 年 12 月期　第１四半期決算短信（非連結）
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,505,251 1,568,756

商品 59,878 95,644

貯蔵品 14,128 14,571

前払費用 123,875 120,419

繰延税金資産 52,813 52,813

未収消費税等 － 142,311

立替金 13,475 19,133

その他 9,545 14,166

流動資産合計 1,778,967 2,027,816

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 7,749,971 7,908,814

構築物（純額） 577,006 596,277

アミューズメント機器（純額） 2,208,929 2,338,689

工具、器具及び備品（純額） 544,916 565,398

土地 3,197,088 3,197,088

建設仮勘定 221,278 116,278

有形固定資産合計 14,499,191 14,722,548

無形固定資産   

ソフトウエア 6,229 6,249

電話加入権 5,529 5,529

無形固定資産合計 11,758 11,778

投資その他の資産   

敷金及び保証金 1,656,769 1,662,497

長期前払費用 23,802 24,786

繰延税金資産 153,451 153,451

投資その他の資産合計 1,834,022 1,840,734

固定資産合計 16,344,972 16,575,061

資産合計 18,123,940 18,602,878
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 165,314 182,085

1年内返済予定の長期借入金 738,560 678,560

1年内償還予定の社債 484,000 484,000

未払金 389,984 1,051,459

未払費用 181,916 104,470

未払法人税等 114,197 122,500

未払消費税等 61,563 －

預り金 42,051 45,984

流動負債合計 2,177,587 2,669,061

固定負債   

社債 1,381,000 1,529,500

長期借入金 2,723,600 2,655,640

長期未払金 14,836 47,412

退職給付引当金 216,603 195,334

長期預り保証金 276,660 177,395

固定負債合計 4,612,699 4,605,281

負債合計 6,790,287 7,274,342

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,276,609 1,276,609

資本剰余金   

資本準備金 1,335,650 1,335,650

その他資本剰余金 1,177 1,177

資本剰余金合計 1,336,827 1,336,827

利益剰余金   

利益準備金 65,395 65,395

その他利益剰余金   

別途積立金 4,000 4,000

繰越利益剰余金 9,213,555 9,208,437

その他利益剰余金合計 9,217,555 9,212,437

利益剰余金合計 9,282,950 9,277,833

自己株式 △564,997 △564,997

株主資本合計 11,331,389 11,326,272

新株予約権 2,263 2,263

純資産合計 11,333,653 11,328,536

負債純資産合計 18,123,940 18,602,878
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 2,887,322

売上原価 1,073,680

売上総利益 1,813,641

販売費及び一般管理費 1,530,649

営業利益 282,992

営業外収益  

受取利息 16

受取ロイヤリティー 1,800

協賛金収入 3,809

レンタル延滞金収入 706

不動産賃貸料 403

その他 6,344

営業外収益合計 13,080

営業外費用  

支払利息 22,140

その他 44

営業外費用合計 22,185

経常利益 273,887

特別利益  

固定資産売却益 1,175

特別利益合計 1,175

特別損失  

固定資産売却損 8,864

固定資産除却損 21,154

特別損失合計 30,019

税引前四半期純利益 245,043

法人税等 101,003

四半期純利益 144,040
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 245,043

減価償却費 563,438

退職給付引当金の増減額（△は減少） 21,269

受取利息 △16

支払利息 22,140

固定資産売却損益（△は益） 7,689

固定資産除却損 21,154

たな卸資産の増減額（△は増加） 36,209

その他の資産の増減額（△は増加） 3,544

仕入債務の増減額（△は減少） △17,902

未払金の増減額（△は減少） △214,426

未払費用の増減額（△は減少） 78,950

未払又は未収消費税等の増減額 182,259

その他の負債の増減額（△は減少） △41,247

小計 908,107

利息の受取額 16

利息の支払額 △24,429

法人税等の支払額 △104,568

営業活動によるキャッシュ・フロー 779,126

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 △813,084

有形固定資産の売却による収入 15,340

無形固定資産の取得による支出 △1,219

敷金及び保証金の回収による収入 4,338

預り保証金の返還による支出 △735

預り保証金の受入による収入 100,000

その他 △1,260

投資活動によるキャッシュ・フロー △696,621

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 300,000

長期借入金の返済による支出 △172,040

社債の償還による支出 △148,500

配当金の支払額 △125,470

財務活動によるキャッシュ・フロー △146,010

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △63,505

現金及び現金同等物の期首残高 1,568,756

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,505,251

－　8　－



　当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期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

　該当事項はありません。

（５）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。

（株）ウェアハウス（4724）　平成 21 年 12 月期　第１四半期決算短信（非連結）
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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期損益計算書

前第１四半期累計期間（平成20年１月１日～３月31日）

科目

前年同四半期
（平成20年12月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 3,038,010

Ⅱ　売上原価 1,026,962

売上総利益 2,011,047

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,414,761

営業利益 596,286

Ⅳ　営業外収益 17,892

Ⅴ　営業外費用 20,664

経常利益 593,514

Ⅵ　特別利益 7,392

Ⅶ　特別損失 29,069

税引前四半期純利益 571,836

税金費用 234,002

四半期純利益 337,834

（株）ウェアハウス（4724）　平成 21 年 12 月期　第１四半期決算短信（非連結）
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（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期累計期間（平成20年１月１日～３月31日）

前年同四半期
（平成20年12月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

 税引前四半期純利益 571,836

 減価償却費 481,149

 退職給付引当金の増減額 10,020

 受取利息 △11

 支払利息 20,589

 固定資産売却益 △7,392

 固定資産売却損 5,658

 固定資産除却損 23,411

 たな卸資産の増減額 40,217

 その他資産の増減額 3,206

 仕入債務の増減額 △24,505

 未払費用の増減額 80,968

 未払消費税等の増減額 △185,602

 その他負債の増減額 △213,633

小計 805,912

 利息の受取額 11

 利息の支払額 △21,014

 法人税等の支払額 △436,912

営業活動によるキャッシュ・フロー 347,997

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 △1,357,852

 有形固定資産の売却による収入 12,510

 敷金保証金の回収による収入 3,978

 預り保証金の増減額 73

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,341,290

Ⅲ　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 300,000

 長期借入金の返済による支出 △98,040

 社債の償還による支出 △148,500

 配当金の支払額 △189,881

財務活動によるキャッシュ・フロー △136,421

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額 △1,129,714

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 2,788,042

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 1,658,328

（株）ウェアハウス（4724）　平成 21 年 12 月期　第１四半期決算短信（非連結）
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６．その他の情報

　品目別売上高表

部門

前年同四半期
（平成20年12月期
第１四半期）

当四半期
（平成21年12月期
第１四半期）

（参考）前期
（平成20年12月期）

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　レンタル部門    

 ビジュアル 904,511 834,383 3,621,042

 オーディオ 218,093 185,801 832,402

 その他 30,301 28,928 126,434

部門合計 1,152,906 1,049,114 4,579,878

Ⅱ　アミューズメント施設部門    

 ゲーム 1,825,919 1,763,213 7,257,090

 その他 59,184 74,994 239,737

部門合計 1,885,103 1,838,208 7,496,828

合　　計 3,038,010 2,887,322 12,076,707

　（注）１．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

２．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。

３．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。

４．アミューズメント施設部門における「その他」は、主としてボウリング収入、自動販売機収入、ネットカ

フェ収入及びカラオケ収入であります。

（株）ウェアハウス（4724）　平成 21 年 12 月期　第１四半期決算短信（非連結）
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