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1.  平成21年7月期第3四半期の連結業績（平成20年8月1日～平成21年4月30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（種類株式）の数312,500株と普通株式との
合計値より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（種類株式）の数312,500株と普通株式との合計値
より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3四半期 1,133 ― △271 ― △276 ― △509 ―
20年7月期第3四半期 1,780 ― △514 ― △492 ― △555 ―

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3四半期 △1,038.47 ―
20年7月期第3四半期 △3,858.98 ―

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3四半期 1,524 350 23.0 458.86
20年7月期 2,060 55 2.7 387.29

（参考） 自己資本   21年7月期第3四半期  350百万円 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  無  
（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（種類株式）の数312,500株と普通株式との合
計値より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 1,650 △26.9 △390 ― △430 ― △670 ― △1,197.41
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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）  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、６ページ【定性的情報・財務諸表等】「４．その他」をご覧下さい。 

(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、６ページ【定性的情報・財務諸表等】「４．その他」をご覧下さい。 

(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、６ページ【定性的情報・財務諸表等】「４．その他」をご覧下さい。 

(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」をご覧下さい。 

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3四半期 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3四半期  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3四半期 385,239株 20年7月期第3四半期 143,969株
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当第３四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

界的な景気低迷が続く中、各国による金融安定化策等の景気対策を行ってはいるものの、企業収益及び雇用情勢の悪

化、並びに個人消費の低迷により、景気の先行きは引き続き厳しいものとなっております。 

レジャー業界では、年末までのガソリン高の影響に加え、景気悪化による個人消費マインドの低下及び家庭内での

消費型移行の影響により、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、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、顧客に対し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３四半期連結累計期間におきまし

て、既存店舗の売場のアイテム設備の 適化による鮮度向上及び新業態開発による新規顧客の獲得の検討など、施設

の収益向上のため営業改善及び収益改善に努めました。また、当期より実施しております新経営体制によるエンター

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・教育を引き続き行うなど、体制

を強化し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３四半期連結累計期

間における直営店及びフランチャイズ店を合わせた12店舗（当第３四半期連結累計期間末日時点での店舗数）での売

上高は1,785百万円（前年同期比64.9％、前年同期総店舗数20店舗）となりました。 

一方、当社では平成21年４月23日付けにて、株式会社ブレイク（以後、「ブレイク」）の全株式取得による子会社

化を行いました。これは、上述の施策の推進により業績回復を目指す当社のニーズと、関西での営業基盤の構築によ

り景品等の販路拡大を図るブレイクとのニーズが合致したことによるものです。両社ではアミューズメント事業全体

を通じ、互いの企業価値とお客様満足度の向上のために個別の案件に囚われずに事業運営のノウハウ等を融合し、業

務の効率化と 適化を行う事で相乗効果を創出し、当社グループの業績回復を図ってまいります。 

当社では上述のように、前第２四半期連結累計期間より引き続き既存社員の再配置、新たな経営資源の獲得及び相

乗効果をより高めるためのグループの横断的な施策も行いながら、組織の活性化による収益体質への転換に努めまし

た。 

 結果として、当第３四半期連結累計期間の売上高は1,133百万円（前年同期比63.7％）、営業損失は271百万円、経

常損失は276百万円、四半期純損失は509百万円となりました。 

 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。 

具体的な実施施策の内容としては、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適切な人員配置の実施により人件費の効率化を実現いたしました。さらに、売場の

鮮度維持及び売上向上のため、ゲーム機の入れ替え、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、その改善に努めました。また、業績改善のため人

財及び経営資源の選択・集中を行う方針の下、業績が低水準の店舗については、当社の閉店基準等に則り閉鎖いたし

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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ました。これにより当第３四半期連結累計期間において直営店舗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。 

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３四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698百万円（前年同期比61.0％、前年同期直営店舗数10店舗）となりました。 

現在、既存の４店舗に加え、５月１日にはクレーンゲーム機を中心にビデオゲーム機やネット通信ゲーム機を取り

揃えたタイプの新店舗「ＪＪＣＯＩＮＳ（ジェイジェイコインズ）なんば店」を新たに出店いたしました。また、子

会社化いたしましたブレイクは東京都内にアミューズメント施設を３店舗有しておりますので、店舗数は合計８店舗

（当第３四半期決算短信提出日現在）となっております。 

今後においては、子会社であるブレイクによるアミューズメント商品の仕入コスト削減等を含めた一層の運営改善

を進めるのと同時に、これまでの郊外型店舗である「ＪＪＣＬＵＢ１００」に加え、新業態のラインアップとして

「ＪＪＣＯＩＮＳ」型の店舗用に繁華街立地などでの好条件の新規出店候補地も積極的に開発し、当社の出店基準に

従い出店計画を進めてまいります。 

なお、親会社であるRevival Asset Management１号投資事業組合等から招聘した経験・知識の豊かな経営陣による

陣頭指揮の下、引き続き基本的なレジャー施設運営手法の再徹底及び旧来の手法にはとらわれない運営改善策等も一

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３四半期連結累計期間において２店舗のフランチャイ

ズ店が閉店し、店舗数は８店舗となり、インドアレジャーフランチャイズ事業の売上高は164百万円（前年同期比

59.0％、前年同期フランチャイズ店舗数10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３四半期連結累計期間のフランチャイズ店舗売上は1,086百万円（前年同期比

67.8％）となりました。 

  

（アウトドアレジャー事業） 

当社グループは、前第２四半期連結累計期間末まで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

おりました。その結果、当第３四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79.3％）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３四半期連結会計期間（平成21年２月１日～平成21年４月30日）における当社の四半期連結財務諸表には同社の業

績は含んでおりません。 
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（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。３月15日には10代～20代の若者をターゲットに約

10,000点もの幅広い商品を取り揃えた携帯電話用通信販売サイト「ＪＪ Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ（ジェイジェイコレ

クション）」をオープンいたしました。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“ＪＪ”を楽しんでいただきお客様に支持されるよう努めておりま

す。 

 この結果、上記事業と賃料収入等を含めた当第３四半期連結累計期間におけるその他の事業の売上高は9百万円

（前年同期比35.2％）となりました。 

  

  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536百万円減少して1,524百万円となりました。これは主として流動資産

の増加177百万円、有形固定資産の減少968百万円、無形固定資産の増加178百万円等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831百万円減少して1,173百万円となりました。これは主として１年以内返

済予定の長期借入金の減少142百万円、短期借入金の減少250百万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295百万円増加して350百万円となりました。これは主として、第三者割

当増資による資本準備金の増加250百万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、前期末に比べ143百万円

増加し267百万円になりました。   

 また、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504百万円（前年同期比173百万円増）となりました。これは主に、税金等調整前四

半期純損失502百万円と事業整理損失引当金の増加87百万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593百万円（前年同期比3,906百万円増）となりました。これは主に、連結の範囲の

変更を伴う子会社株式売却による収入757百万円と貸付債権の売却による収入220百万円及び貸付による支出285百万

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54百万円（前年同期比938百万円増）となりました。これは、長期借入金の返済に

よる支出450百万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。  

  

 当第３四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、郊外型店舗である「ＪＪＣＬＵＢ１００」の店舗開発に加え、「ＪＪＣＯＩＮＳ」

型の新規出店も行えるよう都心部繁華街立地での店舗候補物件の開発を順次行ってまいります。さらには、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。 

また、５月13日付けにて関東圏を中心としてアミューズメント施設の運営を行うアドアーズ株式会社（以下、「ア

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報
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ドアーズ」）と資本・業務提携契約を締結いたしました。当該提携において直接的に業績に影響を与える業務提携

の内容といたしましては、アドアーズが仕入れているクレーンゲーム機の景品を当社が子会社化したブレイクが一括

納入することにより、アドアーズのコストを削減しながら当社にとっても収益向上を図れるものとなっております。

このほか、両社のアミューズメント施設運営ノウハウの相互享受等により相乗効果を十分に高めることにより、業績

回復を図ってまいります。 

なお、４月23日付けにおいて株式会社ブレイクの発行済株式の全部を取得し、子会社化しております。当該子会社

化に伴い平成21年３月10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。 

  

（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。 

  

  

  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３四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。  

  

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３四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３四半期連結累計期間の事業整理損には事業整理損失引当金繰入額87,121千円が含まれておりま 

    す。  

  

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
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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４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７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 267,442 265,090

売掛金 99,790 9,944

商品 121,503 37,782

原材料 － 2,076

その他 91,028 90,284

貸倒引当金 △3,724 △6,260

流動資産合計 576,039 398,917

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 109,789 73,336

車両運搬具（純額） － 6,994

工具、器具及び備品（純額） 57,871 9,991

土地 288,086 1,333,645

有形固定資産合計 455,747 1,423,967

無形固定資産   

のれん 159,635 －

その他 20,005 1,551

無形固定資産合計 179,640 1,551

投資その他の資産   

投資有価証券 22,048 21,927

差入保証金 262,908 190,515

破産更生債権等 1,336,172 1,426,555

その他 57,681 1,216

貸倒引当金 △1,365,714 △1,403,728

投資その他の資産合計 313,095 236,487

固定資産合計 948,483 1,662,006

資産合計 1,524,522 2,060,923
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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４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７月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 80,865 22,473

短期借入金 50,000 300,000

1年内返済予定の長期借入金 395,366 537,908

未払金 80,963 107,720

未払法人税等 10,711 18,456

賞与引当金 2,230 5,911

事業整理損失引当金 87,121 －

その他 48,450 135,746

流動負債合計 755,708 1,128,216

固定負債   

長期借入金 319,193 342,078

繰延税金負債 99 419,941

その他 98,678 114,930

固定負債合計 417,971 876,949

負債合計 1,173,680 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 △1,030,478 △4,574,394

自己株式 △481 △481

株主資本合計 350,534 54,627

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 149 1,129

評価・換算差額等合計 149 1,129

新株予約権 157 －

純資産合計 350,842 55,757

負債純資産合計 1,524,522 2,060,923
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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８月１日 
 至 平成21年４月30日) 

売上高 1,133,810

売上原価 1,057,803

売上総利益 76,006

販売費及び一般管理費 347,401

営業損失（△） △271,394

営業外収益  

受取利息 494

違約金収入 6,000

雑収入 4,916

営業外収益合計 11,410

営業外費用  

支払利息 13,467

雑損失 2,975

営業外費用合計 16,442

経常損失（△） △276,426

特別利益  

固定資産売却益 3,157

投資有価証券売却益 3,060

貸倒引当金戻入額 2,636

前期損益修正益 1,442

特別利益合計 10,297

特別損失  

事業整理損 213,554

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 236,002

税金等調整前四半期純損失（△） △502,132

法人税、住民税及び事業税 7,287

法人税等合計 7,287

四半期純損失（△） △509,419
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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２月１日 
 至 平成21年４月30日) 

売上高 206,498

売上原価 194,317

売上総利益 12,181

販売費及び一般管理費 76,283

営業損失（△） △64,102

営業外収益  

受取利息 143

違約金収入 3,000

雑収入 1,815

営業外収益合計 4,958

営業外費用  

支払利息 1,401

雑損失 29

営業外費用合計 1,430

経常損失（△） △60,573

特別利益  

固定資産売却益 3,057

貸倒引当金戻入額 △2,317

前期損益修正益 81

特別利益合計 821

特別損失  

事業整理損 △1,087

特別損失合計 △1,087

税金等調整前四半期純損失（△） △58,664

法人税、住民税及び事業税 1,793

法人税等合計 1,793

四半期純損失（△） △60,457
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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８月１日 
 至 平成21年４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損失（△） △502,132

減価償却費 19,252

関係会社株式売却損益（△は益） 12,377

違約金 △6,000

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） 87,121

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,572

受取利息及び受取配当金 △494

支払利息 13,467

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △3,060

固定資産売却損益（△は益） △3,157

たな卸資産評価損 7,581

売上債権の増減額（△は増加） 213

たな卸資産の増減額（△は増加） 16,081

仕入債務の増減額（△は減少） △13,683

未払金の増減額（△は減少） △93,940

その他 △12,426

小計 △481,372

利息及び配当金の受取額 494

利息の支払額 △12,385

法人税等の支払額 △11,265

営業活動によるキャッシュ・フロー △504,528

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

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △17,423

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 △96,669

有形固定資産の売却による収入 3,032

無形固定資産の取得による支出 △15,350

差入保証金の差入による支出 △55,346

差入保証金の回収による収入 15,319

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

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△92,880

貸付けによる支出 △285,000

投資活動によるキャッシュ・フロー 593,185

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 △450,431

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 54,895

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） 143,550

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 267,442
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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。 

  

  
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３四半期連結累計期間は271,394千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３四半期連結累計期間は504,528千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行なっております。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行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、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

着した店舗作りを進め、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おります。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。次に、多頻度に亘る店舗スタッフ

の再教育を実施し、体制変更により店舗運営に強い人財の再配置を行なう等、業務改善を実施しております。また、こ

れまでに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・教育を行っております。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行ない、赤字体

質からの脱却を進めてまいります。 

  

②新ブランド「ＪＪＣＯＩＮＳ」の出店 

 当社グループは、新たな収益源の創出による企業価値向上を検討した結果、顧客に対する新たな遊びや魅力的なサー

ビスを提供し、新規顧客数向上を狙いとして新ブランド「ＪＪＣＯＩＮＳ」の１号店を平成21年５月１日、大阪市中央

区なんばに「ＪＪＣＯＩＮＳなんば店」としてオープンいたしました。「ＪＪＣＯＩＮＳ」は、クレーンゲーム機を中

心に、ビデオゲーム機やネット通信ゲーム機を取り揃えた都度課金制の店舗であり、繁華街への出店を想定した収益性

の高い業態の店舗と見込んでおります。 初の出店地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

んばエリアに出店いたしましたが、今後も都心部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。当社グループでは、３年ぶりとなる新規出店を成功させ、新

ブランドを新たな収益モデルとして完成させて業績回復の足がかりとなるよう全社を挙げて取り組んでまいります。 

  

③株式会社ブレイクの子会社化（全株式取得） 

当社グループは、株式会社ブレイクの全株式を平成21年４月23日に取得し子会社化いたしました。株式会社ブレイク

は、主たる事業として2006年より東京都内の駅前繁華街におけるアミューズメント施設３店舗の運営及びプライズゲー

ムの景品の企画、製作・卸売を行っており、アミューズメント店舗を多数保有する大手企業との取引先を含めて100件

以上の取引先を有しております。創業以来、安定した業績を残しており、当社の事業と非常に親和性が高いことから、

今後のアミューズメント店舗に対する相互間の情報交換や、当社店舗のプライズゲーム仕入の一元化によるコスト削減

などの協業による相乗効果も極めて高いと認識しております。今後、当社グループの業績改善の一翼を担う会社にすべ

く全力を尽してまいります。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記
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④アドアーズ株式会社との資本・業務提携 

当社グループは平成21年５月13日アドアーズ株式会社と資本・業務提携を致しました。今後は新たにグループ会社に

加わった株式会社ブレイクと共に、レジャー機器用景品の一括仕入によるコスト削減や、各社のアミューズメント施設

運営ノウハウの相互享受等により相乗効果を十分高めることにより、業績回復へ向け尽力してまいります。 

  

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に対して1,400,000千円を限度額とした借入極度基本契約を締結し、

さらに平成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

率は第３四半期連結会計期間末日時点において23.0％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22日開催の取締役会決議に基づき、同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。 

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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当第3四半期連結累計期間（自 平成20年８月１日 至 平成21年４月30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 

３．第２四半期連結会計期間において、アウトドアレジャーを営む連結子会社であった株式会社大多喜ヒルズリ

  ゾートの全株式を売却しております。  

  

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年８月１日 至 平成21年４月30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３半期連結累計期間（自 平成20年８月１日 至 平成21年４月30日） 

    海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

 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、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３四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。 

  

（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  
698,794 164,612    261,097      9,305 1,133,810   － 1,133,810 

（2）セグメント間 

  の内部売上高 

   又は振替高 

－ － － － － － － 

計   698,794 164,612 261,097  9,305 1,133,810  － 1,133,810 

 営業利益 

（△：営業損失）  
△149,680 65,677 △1,093 △365 △85,463  △185,931 △271,394 

〔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
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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表 

（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 
（自 平成19年８月１日 
至 平成20年４月30日） 

区分 金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高    1,780,484  100.0

Ⅱ 売上原価    1,660,557  93.3

売上総利益    119,927  6.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費    633,997  35.6

営業損失    514,069  △28.9

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息  5,722           

２．解約違約金   21,000           

３. 負ののれん償却額  4,623     

４. その他  7,735  39,080  2.2

Ⅴ 営業外費用          

１．支払利息  13,071           

２．その他  4,004  17,076  0.9

経常損失       492,064  △27.6

Ⅵ 特別利益          

１．固定資産売却益  27,621           

２．投資有価証券売却益  9,060           

３．貸倒引当金戻入益  29,600           

４．その他   6,308       72,590 4.1 

Ⅶ 特別損失          

１．固定資産売却損  2,461           

２．事業整理損  51,745           

３．固定資産除却損  349     

４. 投資有価証券評価損  70,361     

５. 投資有価証券売却損  3,993     

６. その他  190  129,103  7.3

税金等調整前第３四半期
純損失 

      548,578  △30.8

法人税、住民税及び事業
税 

 10,110           

法人税等還付金  △3,116  6,994  0.4

第３四半期純損失    555,572  △31.2
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前第３四半期連結累計期間 
（自 平成19年８月１日 
至 平成20年４月30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３四半期
純損失 

 △548,578

減価償却費   170,314

減損損失 － 

のれん償却額   43,197

貸倒引当金の増減額 
(減少：△)  

 3,643

受取利息及び受取配当
金  

 △5,722

支払利息   13,071

投資有価証券評価損   70,361

固定資産除却損   349

固定資産売却益   △27,621

売上債権の増減額 
(増加：△)  

 △24,027

たな卸資産の増減額 
(増加：△)  

 452

仕入債務の増減額 
(減少：△)  

 △29,310

未払金の増減額 
(減少：△)  

 △1,566

その他  26,683

小計  △308,751

利息及び配当金の受取額  5,659

利息の支払額   △11,367

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 

 △331,159
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前第３四半期連結累計期間 
（自 平成19年８月１日 
至 平成20年４月30日） 

区分 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  

投資有価証券の取得によ
る支出  

 △58

投資有価証券の売却によ
る収入  

 105,076

定期預金の預入による支
出  

 △518,000

定期預金の払戻による収
入  

 345,025

有形固定資産の取得によ
る支出  

 △82,964

有形固定資産の売却によ
る収入  

 34,240

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  

 △1,604,839

差入保証金の返還による
収入  

 409,813

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △3,313,162

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  

 △1,236,753

その他  －

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △883,753

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（減少：△） 

 △4,528,641

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３
四半期末残高 

 78,884
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前第３四半期連結累計期間（自 平成19年８月１日 至 平成20年４月30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 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年８月１日 至 平成20年４月30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。  

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年８月１日 至 平成20年４月30日） 

 海外売上高がないため、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  
   1,145,800  279,006      329,256      26,421  1,780,484 －      1,780,484

（2）セグメント間 

  の内部売上高 

   又は振替高 

－  －  －  －  －  －  －  

計    1,145,800  279,006  329,256  26,421 1,780,484  －  1,780,484

 営業費用    1,336,631  210,470  400,054  87,274  2,034,430  260,123  2,294,554

 営業利益 

（△：営業損失）  
 △190,831  68,536  △70,797  △60,852  △253,945  △260,123    △514,069

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕
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