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1.  平成21年12月期第2四半期の業績（平成21年1月1日～平成21年6月30日） 

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

(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2四半期 5,651 ― 392 ― 368 ― 139 ―

20年12月期第2四半期 6,011 △6.7 1,043 △13.2 1,030 △13.6 567 △12.1

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2四半期 14.06 ―

20年12月期第2四半期 53.57 ―

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2四半期 18,084 11,329 62.6 1,141.47
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2四半期  11,326百万円 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  
 

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 ― 12.00

21年12月期 
（予想）

― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 11,200 △7.3 600 △58.2 540 △61.4 180 △74.5 18.14
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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2四半期 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2四半期  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2四半期  9,923,086株 20年12月期第2四半期 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、上記の予想値に関する事項は３ページ【定性的情報・財務諸表等】及び平成21年７月24日に公表致しました「業績予想の修正に関するお知
らせ」並びに本日公表致しました「業績予想の修正に関するお知らせの一部訂正について」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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当第２四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２四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、1,035百万円となりました。また、アミューズメント施設

部門売上高につきましては、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、1,728

百万円となり、その結果、全体として売上高は 百万円となりました。 

利益につきましては、売上高の減少の影響により経常利益 百万円となり、特別損失の増加等の影響により四半

期純損失は4百万円となりました。 

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、前年同期比は記載しておりませ

ん。 

  

（１）資産、負債及び純資産の状況  

当第２四半期会計期間末の総資産は18,084百万円となり、前事業年度末と比較して518百万円の減少となりま

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２四半期会計期間末の負債は6,755百万円となり、前事業年度末と比較して518百万円の減少となり

ました。これは主に、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２四半期会計期間末の純資産は11,329百万円となり、前事業年度末と比較して0百万円（622千円）

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２四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1,764百万円となり、第１

四半期会計期間末と比較して258百万円の増加となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期会計期間において、営業活動の結果得られた資金は734百万円となりました。これは主に税引前

四半期純損失7百万円、減価償却費580百万円、固定資産除却損51百万円、未払費用の増加額40百万円、未払消費

税等の増加額40百万円によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期会計期間において、投資活動の結果使用した資金は468百万円となりました。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480百万円によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期会計期間において、財務活動の結果使用した資金は7百万円となりました。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199百万円、社債の償還による支出93百万円、配当金の支払額

13百万円によるものです。 

最近の業績の動向等を踏まえ、平成21年１月28日の決算短信にて公表しました通期の業績予想を修正しておりま

す。詳細につきましては、平成21年７月24日に発表しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さ

い。 

  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

2,763

94

２．財政状態に関する定性的情報

３．業績予想に関する定性的情報
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 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２四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。 

   

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、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（日本公認会計士協会 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、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。 

（追加情報） 

１．キャッシュ・フロー計算書の表示について 

（１）固定資産売却益、固定資産売却損 

 従来、「固定資産売却益」、「固定資産売却損」と区分して表示しておりましたが、EDINETのXBRL導入

に伴い財務諸表の比較可能性を向上させるため、第１四半期会計期間より「固定資産売却損益」として表

示しております。 

（２）預り保証金の増減額 

 従来、「預り保証金の増減額」として表示しておりましたが、EDINETのXBRL導入に伴い財務諸表の比較

可能性を向上させるため、第１四半期会計期間より「預り保証金の受入による収入」、「預り保証金の返

還による支出」と区分して表示しております。 

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

（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
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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２四半期会計期間末 
(平成21年６月30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 1,764,174 1,568,756

商品 61,264 95,644

貯蔵品 15,249 14,571

前払費用 120,057 120,419

繰延税金資産 52,813 52,813

未収消費税等 － 142,311

立替金 10,081 19,133

その他 10,131 14,166

流動資産合計 2,033,772 2,027,816

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 7,609,601 7,908,814

構築物（純額） 566,969 596,277

アミューズメント機器（純額） 1,912,053 2,338,689

工具、器具及び備品（純額） 507,738 565,398

土地 3,197,088 3,197,088

建設仮勘定 429,441 116,278

有形固定資産合計 14,222,891 14,722,548

無形固定資産   

ソフトウエア 6,886 6,249

電話加入権 5,529 5,529

無形固定資産合計 12,415 11,778

投資その他の資産   

敷金及び保証金 1,637,899 1,662,497

長期前払費用 24,103 24,786

繰延税金資産 153,451 153,451

投資その他の資産合計 1,815,453 1,840,734

固定資産合計 16,050,761 16,575,061

資産合計 18,084,533 18,602,878
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年６月30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 159,660 182,085

1年内返済予定の長期借入金 798,560 678,560

1年内償還予定の社債 484,000 484,000

未払金 329,249 1,051,459

未払費用 184,190 104,470

未払法人税等 112,736 122,500

未払消費税等 105,243 －

預り金 20,735 45,984

流動負債合計 2,194,375 2,669,061

固定負債   

社債 1,287,500 1,529,500

長期借入金 2,763,960 2,655,640

長期未払金 14,836 47,412

退職給付引当金 218,044 195,334

長期預り保証金 276,660 177,395

固定負債合計 4,561,000 4,605,281

負債合計 6,755,375 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 9,209,060 9,208,437

その他利益剰余金合計 9,213,060 9,212,437

利益剰余金合計 9,278,455 9,277,833

自己株式 △564,997 △564,997

株主資本合計 11,326,894 11,326,272

新株予約権 2,263 2,263

純資産合計 11,329,158 11,328,536

負債純資産合計 18,084,533 18,602,878
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 5,651,013

売上原価 2,154,255

売上総利益 3,496,758

販売費及び一般管理費 3,104,466

営業利益 392,291

営業外収益  

受取利息 16

受取ロイヤリティー 3,600

協賛金収入 4,033

レンタル延滞金収入 1,637

不動産賃貸料 808

その他 10,917

営業外収益合計 21,013

営業外費用  

支払利息 45,133

その他 110

営業外費用合計 45,244

経常利益 368,060

特別利益  

固定資産売却益 3,264

特別利益合計 3,264

特別損失  

前期損益修正損 10,315

固定資産売却損 34,004

固定資産除却損 72,313

その他 17,142

特別損失合計 133,776

税引前四半期純利益 237,548

法人税等 98,003

四半期純利益 139,545
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（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 2,763,690

売上原価 1,080,574

売上総利益 1,683,116

販売費及び一般管理費 1,573,816

営業利益 109,299

営業外収益  

受取利息 －

受取ロイヤリティー 1,800

協賛金収入 224

レンタル延滞金収入 930

不動産賃貸料 404

その他 4,573

営業外収益合計 7,933

営業外費用  

支払利息 22,993

その他 66

営業外費用合計 23,059

経常利益 94,172

特別利益  

固定資産売却益 2,089

特別利益合計 2,089

特別損失  

前期損益修正損 10,315

固定資産売却損 25,139

固定資産除却損 51,158

その他 17,142

特別損失合計 103,757

税引前四半期純損失（△） △7,494

法人税等 △3,000

四半期純損失（△） △4,494
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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２四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30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 237,548

減価償却費 1,143,742

退職給付引当金の増減額（△は減少） 22,710

受取利息 △16

支払利息 45,133

固定資産売却損益（△は益） 30,739

固定資産除却損 72,313

前期損益修正損益（△は益） 10,315

その他の特別損益（△は益） 17,142

たな卸資産の増減額（△は増加） 33,701

その他の資産の増減額（△は増加） 10,009

仕入債務の増減額（△は減少） △22,424

未払金の増減額（△は減少） △178,491

未払費用の増減額（△は減少） 80,559

未払又は未収消費税等の増減額 222,643

その他の負債の増減額（△は減少） △25,719

小計 1,699,909

利息の受取額 16

利息の支払額 △45,667

役員退職慰労金の支払額 △32,576

法人税等の支払額 △107,996

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,513,684

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 △1,293,136

有形固定資産の売却による収入 26,744

無形固定資産の取得による支出 △1,485

敷金及び保証金の回収による収入 8,316

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 △4,897

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,165,194

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 600,000

長期借入金の返済による支出 △371,680

社債の償還による支出 △242,000

配当金の支払額 △139,392

財務活動によるキャッシュ・フロー △153,072

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 195,417

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 1,764,174
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 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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）中間損益計算書 

  

  
前中間会計期間

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

区分 金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高    6,011,203  100.0

Ⅱ 売上原価    2,078,237  34.6

売上総利益    3,932,966  65.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費    2,888,993  48.1

営業利益    1,043,972  17.4

Ⅳ 営業外収益    26,399  0.4

Ⅴ 営業外費用    40,281  0.7

経常利益    1,030,089  17.1

Ⅵ 特別利益    15,456  0.3

Ⅶ 特別損失    75,837  1.3

税引前中間純利益    969,707  16.1

法人税、住民税及び事業
税  404,912     

法人税等調整額  △2,750  402,162  6.7

中間純利益    567,545  9.4
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前中間会計期間 （平成20年１月１日～６月30日）  

（２）中間キャッシュ・フロー計算書

  

前中間会計期間 

（自 平成20年１月１日 

  至 平成20年６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   

税引前中間純利益 969,707

減価償却費 991,835

退職給付引当金の増加額 22,270

役員賞与引当金の増減額 3,900

受取利息 △11

支払利息 40,129

有形固定資産売却益 △15,456

有形固定資産売却損 8,539

有形固定資産除却損 67,298

たな卸資産の減少額 37,779

その他資産の増減額 △7,080

仕入債務の減少額 △56,006

未払費用の増加額 80,305

未払消費税等の増減額 △215,979

その他負債の減少額 △167,866

小計 1,759,365

利息の受取額 11

利息の支払額 △40,591

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 1,281,872

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 △2,427,831

有形固定資産の売却による収入 32,205

無形固定資産の取得による支出 －

敷金保証金の差入による支出 △3,187

敷金保証金の回収による収入 7,956

預り保証金の増減額 31,333

その他の収支 △4,800

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,364,325

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増額 －

長期借入れによる収入 －

長期借入金の返済による支出 △193,680

社債の償還による支出 △242,000

株式の発行による収入 －

配当金の支払額 △211,456

財務活動によるキャッシュ・フロー △647,136

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 △1,729,588

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中間期末残高 1,058,453
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 品目別売上高表  

(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。 

５．上記売上高には、消費税等は含まれておりません。 

６．その他の情報

部門 

前第２四半期累計期間
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日）

当第２四半期累計期間
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年６月30日）

（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    1,805,659     1,665,900      3,621,042 

オーディオ     423,732     359,663      832,402 

その他     62,797     58,711      126,434 

部門合計    2,292,190     2,084,274      4,579,878 

Ⅱ アミューズメント施
設部門                

ゲーム    3,595,516    3,412,639    7,257,090 

その他    123,497     154,099    239,737 

部門合計    3,719,013     3,566,738     7,496,828 

合計    6,011,203     5,651,013      12,076,707 
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