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1.  平成21年6月期第3四半期の連結業績（平成20年7月1日～平成21年3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6月期第3四半期 8,355 ― 418 ― 476 ― 392 ―
20年6月期第3四半期 10,054 △11.3 △228 ― △210 ― △148 ―

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3四半期 20,933.97 ―
20年6月期第3四半期 △7,838.01 ―

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3四半期 6,161 1,302 21.1 69,429.95
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3四半期  1,302百万円 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  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

通期 10,953 △15.5 444 ― 477 ― 396 ― 21,156.84
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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3四半期 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3四半期  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3四半期 18,756株 20年6月期第3四半期 18,905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３四半期連結累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端を発した米国の金融不安が世界

経済に波及する中、株式市場における株価の下落、急激な円高の進行、企業収益の減少、雇用情勢の悪化等により景

気の後退が顕著となり、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３四半期連結累計期間の売上高は83億55百万円（前年同期比16.9％減）、営業利

益は４億18百万円（前年同期は２億28百万円の営業損失）、経常利益は４億76百万円（前年同期は２億10百万円の経

常損失）、四半期純利益は３億92百万円（前年同期は１億48百万円の四半期純損失）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、吉本興業の人気若手芸人「チュートリアル」を自遊空間のイメージキャラクターとして継

続し、テレビＣＭ等の販売促進に活用するなど、自遊空間の認知及び自遊空間ブランドの更なる向上に努める一方、

統廃合等の組織の効率化を考慮しつつ、営業部門や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30.6％減少し、経費の削減計画は好調に推移いたしました。

　新規出店につきましては、直営店舗として１店舗、FC加盟店舗として６店舗出店いたしました。また、既存店につ

きましては、ハイスペックPCおよびオンライン接続のダーツ機導入や、フードメニューの更新を行うなどの店舗競争

力の向上に努めた結果、既存店の売上高は順調に推移いたしました。

 　以上の結果、当第３四半期連結累計期間における当事業全体の売上高は40億85百万円（前年同期比3.3％減）、営

業利益は４億39百万円（前年同期比149.6％増）となりました。また、当第３四半期連結累計期間末時点では174店舗

（直営店舗41、FC加盟店舗133）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

の実施や取扱商材の新規開拓に努める一方、取扱商材の価格を競争力のある価格に適時設定するための体制構築の一

環として営業所の統合を行いました。また、不採算店舗の閉鎖を実施した結果、前年同期末に比べ直営店舗は４店舗

減少したため売上高は減少いたしました。

　以上の結果、当第３四半期連結累計期間における当事業全体の売上高は36億76百万円（前年同期比15.0％減）、営

業利益は71百万円（前年同期比24.6％減少）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、当第３四半期連結累計期間における当事業全体の売上高は３億19百万円（前年同期比75.8％減）、営

業利益は２億14百万円（前年同期は１億５百万円の営業損失）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、当第３四半期連結累計期間における当事業全体の売上高は２億75百万円（前年同期比48.3％増）、営

業利益は99百万円（前年同期比49.1％増）となりました。

※なお、前年同期の数値は参考として記載しております。
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２．連結財政状態に関する定性的情報

①財政状態と流動性分析

　当第３四半期末の総資産は、61億61百万円となり、前連結会計年度末と比較して６億３百万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、48億58百万円となり、前連結会計年度末と比較して９億96百万円減少いたしました。そ

の主な要因は、短期借入金は増加したものの、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。

　純資産につきましては、13億２百万円となり、前連結会計年度末と比較して３億92百万円増加し、自己資本比率は

21.1％となりました。

②キャッシュ・フローの状況

　当第３四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３億74百万円となり、前連

結会計年度末と比較して１億70百万円減少いたしました。

　当第３四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）

　当第３四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は７億97百万円となりました。主なプラス要因は、

税金等調整前四半期純利益５億25百万円、減価償却費４億21百万円等であり、主なマイナス要因は、店舗閉鎖損失引

当金の減少額１億49百万円等であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は99百万円となりました。その主な要因は、定期

預金の預入による支出２億35百万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）

　当第３四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は８億68百万円となりました。その主な要因は、

短期借入金が増加した一方で、長期借入金および社債が減少したことによるものであります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成21年６月期の連結業績予想につきましては、平成20年10月30日付「業績予想の修正に関するお知らせ」で公表

いたしました連結業績予想のからの変更はありません。

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。
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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３四半期連結会計期間末
(平成21年３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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 926,586 861,472

受取手形及び売掛金 162,582 228,087

たな卸資産 611,394 657,380

繰延税金資産 24,245 24,245

その他 193,249 283,270

貸倒引当金 △1,102 △2,693

流動資産合計 1,916,954 2,051,763

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,019,490 1,194,239

車両運搬具（純額） 547 997

工具、器具及び備品（純額） 539,846 653,590

土地 1,049,777 1,178,816

建設仮勘定 1,760 －

有形固定資産合計 2,611,422 3,027,644

無形固定資産   

のれん 51,945 67,481

その他 51,763 56,655

無形固定資産合計 103,708 124,137

投資その他の資産   

敷金 865,751 906,797

その他 730,971 711,376

貸倒引当金 △67,627 △57,152

投資その他の資産合計 1,529,095 1,561,022

固定資産合計 4,244,227 4,712,803

資産合計 6,161,182 6,764,566
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年３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６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 268,002 378,388

短期借入金 936,668 650,000

1年内返済予定の長期借入金 761,228 1,062,896

1年内償還予定の社債 500,000 200,000

未払法人税等 127,590 12,234

引当金 74,806 187,572

その他 396,771 466,374

流動負債合計 3,065,066 2,957,465

固定負債   

社債 － 500,000

長期借入金 1,409,062 2,061,279

その他 384,825 336,231

固定負債合計 1,793,887 2,897,510

負債合計 4,858,954 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 △219,676 △612,314

自己株式 △23,969 △23,969

株主資本合計 1,302,228 909,590

純資産合計 1,302,228 909,590

負債純資産合計 6,161,182 6,764,566
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 8,355,671

売上原価 6,476,567

売上総利益 1,879,103

販売費及び一般管理費 1,460,778

営業利益 418,325

営業外収益  

受取利息 5,174

賃貸用固定資産収入 10,324

販売手数料収入 100,132

その他 15,637

営業外収益合計 131,268

営業外費用  

支払利息 63,044

賃貸用固定資産原価 7,980

その他 2,263

営業外費用合計 73,288

経常利益 476,304

特別利益  

固定資産売却益 63,747

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 16,204

特別利益合計 155,681

特別損失  

前期損益修正損 13,345

固定資産売却損 2,891

固定資産除却損 13,217

店舗閉鎖損失 8,134

たな卸資産評価損 64,765

本社移転費用 3,980

特別損失合計 106,334

税金等調整前四半期純利益 525,651

法人税、住民税及び事業税 123,698

法人税等追徴税額 9,315

法人税等合計 133,014

四半期純利益 392,637
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 2,594,460

売上原価 2,049,526

売上総利益 544,934

販売費及び一般管理費 462,351

営業利益 82,583

営業外収益  

受取利息 1,884

賃貸用固定資産収入 2,190

販売手数料収入 31,736

その他 393

営業外収益合計 36,204

営業外費用  

支払利息 20,007

賃貸用固定資産原価 1,495

その他 1,287

営業外費用合計 22,790

経常利益 95,997

特別利益  

固定資産売却益 616

その他 66

特別利益合計 682

特別損失  

前期損益修正損 13,345

固定資産売却損 126

固定資産除却損 4,092

特別損失合計 17,564

税金等調整前四半期純利益 79,115

法人税、住民税及び事業税 36,690

法人税等追徴税額 742

法人税等合計 37,433

四半期純利益 41,682
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年７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  

税金等調整前四半期純利益 525,651

減価償却費 421,534

のれん償却額 15,535

賞与引当金の増減額（△は減少） 36,600

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,884

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △149,365

長期貸付金等の地代家賃相殺額 20,152

受取利息及び受取配当金 △5,174

支払利息 63,044

固定資産売却損益（△は益） △60,855

固定資産除却損 13,217

店舗閉鎖損失 8,134

売上債権の増減額（△は増加） 26,921

たな卸資産の増減額（△は増加） 45,986

仕入債務の増減額（△は減少） △110,386

その他 12,328

小計 872,210

利息及び配当金の受取額 1,880

利息の支払額 △65,541

法人税等の支払額 △11,340

法人税等の還付額 102

営業活動によるキャッシュ・フロー 797,312

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 △235,626

有形固定資産の取得による支出 △231,804

有形固定資産の売却による収入 284,962

無形固定資産の取得による支出 △200

貸付金の回収による収入 20,916

敷金の差入による支出 △785

敷金の回収による収入 38,573

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 50,260

長期預り金の返還による支出 △20,000

その他 △387

投資活動によるキャッシュ・フロー △99,904

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 1,500,000

短期借入金の返済による支出 △1,213,332

長期借入れによる収入 100,000

長期借入金の返済による支出 △1,053,885

社債の償還による支出 △200,000

配当金の支払額 △856

財務活動によるキャッシュ・フロー △868,073

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △170,665

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 374,295
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（４）継続企業の前提に関する注記

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成21年３月31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３四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82,583千円及び四半期純利益41,682千円を計

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。
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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３四半期連結累計期間（平成20年７月１日から平成21年３月31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
4,085,175 3,676,206 319,044 275,244 8,355,671 － 8,355,671

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

281 － － 28,980 29,261 (29,261) －

計 4,085,457 3,676,206 319,044 304,224 8,384,932 (29,261) 8,355,671

営業利益 439,905 71,974 214,407 99,693 825,980 (407,655) 418,325

　（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３四半期連結累計期間（平成20年７月１日から平成21年３月31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３四半期連結累計期間（平成20年７月１日から平成21年３月31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。
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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）四半期連結損益計算書

前第３四半期連結累計期間（平成19年７月１日から平成20年３月31日まで）

科目

前年同四半期
（平成20年６月期
第３四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 10,054,041

Ⅱ　売上原価 7,911,416

売上総利益 2,142,625

Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,370,921

営業利益 △228,296

Ⅳ　営業外収益 124,627

Ⅴ　営業外費用 107,229

経常利益 △210,897

Ⅵ　特別利益 114,662

Ⅶ　特別損失 23,096

税金等調整前四半期純利益 △119,331

税金費用 28,845

四半期純利益 △148,177

（２）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前第３四半期連結累計期間（平成19年７月１日から平成20年３月31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
4,223,960 4,326,958 1,317,477 185,645 10,054,041 － 10,054,041

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

9,016 52 － 28,925 37,994 (37,994) －

計 4,232,976 4,327,010 1,317,477 214,571 10,092,035 (37,994) 10,054,041

〔所在地別セグメント情報〕

前第３四半期連結累計期間（平成19年７月１日から平成20年３月31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３四半期連結累計期間（平成19年７月１日から平成20年３月31日まで）

　      海外売上高がないため、該当事項はありません。 

- 12 -


	㈱ランシステム（3326）平成21年６月期　第３四半期決算短信: ㈱ランシステム（3326）平成21年６月期　第３四半期決算短信


