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1.  平成22年5月期第1四半期の業績（平成21年6月1日～平成21年8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 ％

22年5月期第1四半期 958 △7.9 △2 ― △4 ― △16 ―
21年5月期第1四半期 1,040 ― 37 ― 38 ― 24 ―

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

22年5月期第1四半期 △3.18 ―
21年5月期第1四半期 4.66 ―

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

22年5月期第1四半期 2,820 844 30.0 164.04
21年5月期 2,642 860 32.6 167.11

（参考） 自己資本  22年5月期第1四半期  844百万円 21年5月期  860百万円

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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年5月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年5月期 ―
22年5月期 

（予想）
0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年5月期の業績予想（平成21年6月1日～平成22年5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

2,119 5.6 40 8.0 40 △14.1 20 △35.0 3.88

通期 4,276 7.8 90 60.2 90 39.5 40 34.6 7.77
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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、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) 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） 

(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 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年5月期第1四半期 5,153,700株 21年5月期 5,153,700株
② 期末自己株式数 22年5月期第1四半期 3,298株 21年5月期 3,298株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年5月期第1四半期 5,150,402株 21年5月期第1四半期 5,152,102株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
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当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機や世界景気の下振れ懸念リスクが存在

するなか、失業率が過去最高水準となるなど雇用・所得環境の悪化を背景に個人消費は低調に推移いたし

ました。 

 このような経済情勢の中、当社主力事業であるマルチメディアカフェ事業の業界は、市場が成熟期を迎

えている状況であり、店舗数の増加による競争激化に加え、各社各店舗の選別が進み、業界再編へ向けた

動きも活発化しております。 

 当社といたしましては、「お客様第一主義」「重点主義」「事業構造の変革」を基本方針とし、店舗に

おける「快適な時間と空間」を提供することに注力するとともに、新規事業出店に伴う準備を進めてまい

りました。 

 当第１四半期会計期間における事業別の業績は次のとおりであります。 

  

 
  

マルチメディアカフェ直営事業は、「充実したサービスの提供」と「明るく開放感があり競争力のあ

る店舗」を目指し、従来から実施している社員・スタッフの挨拶や接客力の向上をはじめとしたサービ

スの基本業務の徹底教育に加え、既存店のブース改装やパソコンの投資を進め、店舗の環境の再整備を

してまいりました。店舗数につきましては、当第１四半期会計期間において新規出店はなく前事業年度

末と同様33店舗のままであります。 

 以上の結果、当第１四半期会計期間の売上高は634百万円（前年同期比92.9％）となりました。 

  

マルチメディアカフェフランチャイズ事業は、日々の営業活動から生じるロイヤルティ収入及び備品

販売を売上高に計上しております。当第１四半期会計期間においては、前年同期に比べ大型の備品販売

が減少しております。店舗数につきましては、当第１四半期会計期間において新規出店はなく前事業年

度末と同様16店舗のままであります。 

 以上の結果、当第１四半期会計期間の売上高は14百万円（前年同期比79.5％）となりました。 

  

カラオケ事業は、一部の地域で競争環境は厳しさを増しているものの、顧客満足度を高めるため接客レ

ベルを上げる教育や各種キャンペーンを実施し、提供サービスの向上を図ってまいりました。店舗数につ

きましては、当第１四半期会計期間において新規出店はなく前事業年度末と同様15店舗のままでありま

す。 

 以上の結果、当第１四半期会計期間の売上高は244百万円（前年同期比89.5％）となりました。 

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

（単位：千円）

事業部門
前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間
（自 平成20年６月１日 （自 平成21年６月１日

  至 平成20年８月31日)   至 平成21年８月31日)

マルチメディア 
カフェ事業

直営事業 682,476 634,114

フランチャイズ事業 18,650 14,828

小計 701,127 648,942

カラオケ事業 272,974 244,387

その他事業 66,235 65,174

合計 1,040,337 958,505

(1) マルチメディアカフェ事業

（直営事業）

（フランチャイズ事業）

(2) カラオケ事業
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その他事業は、TSUTAYA１店舗及びイレブン・カットで構成しております。 

 TSUTAYAはレンタル中心の販売に移行し効率性の向上を目指しております。 

 前事業年度より開始しましたイレブン・カットは短時間で高品質なサービスを低料金で提供する美容室

で、オープニングキャンペーンにより認知度を高める施策を講じてまいりました。店舗数につきまして

は、当第１四半期会計期間において愛知県に１店舗出店し３店舗となりました。 

 以上の結果、当第１四半期会計期間の売上高は65百万円（前年同期比98.4％）となりました。 

  

これらの結果、売上高は958百万円（前年同期比92.1％）となりました。なお、売上原価は、店舗改装

費及びイレブン・カット出店費用に伴い一時的に経費が増加したことから、売上総利益は123百万円（前

年同期比73.2％）となりました。販売費及び一般管理費は、経費の見直しにより125百万円（前年同期比

96.5％）となりました結果、営業損失２百万円（前第１四半期会計期間は37百万円の営業利益）、経常損

失４百万円（前第１四半期会計期間は38百万円の経常利益）となりました。また、繰延税金資産に係る評

価性引当額の調整により、四半期純損失16百万円（前第１四半期会計期間は24百万円の四半期純利益）と

なりました。 

  
  

当第１四半期会計期間末の総資産は2,820百万円となり、前事業年度末と比較して177百万円増加いたし

ました。これは主に、出店及び店舗改装に伴う有形固定資産の増加及び第２四半期会計期間以降の出店準

備金として借入金を調達したことにより現金及び預金が増加したことによるものです。 

  

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、前事業年度末と比

較して109百万円増加し、629百万円となりました。当第１四半期会計期間におけるキャッシュ・フローの

状況は次のとおりであります。 

  

営業活動の結果得られた資金は34百万円となりました。これは主に減価償却費45百万円等に対し、税

引前四半期純損失８百万円等があったことことによるものです。 

  

投資活動の結果使用した資金は35百万円となりました。これは主に、定期積金の積立、有形固定資産

の取得、敷金保証金の差入及び保険積立金の積立による支出37百万円等があったことによるものです。 

  

財務活動の結果得られた資金は110百万円となりました。これは主に、新たな短期借入金及び長期借

入金による収入300百万円に対し、長期借入金、リース債務の返済及び社債の償還による支出189百万円

等があったことによるものです。 

  

(3) その他事業

2. 財政状態に関する定性的情報

(1) 財政状態

(2) キャッシュ・フローの状況

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

（財務活動によるキャッシュ・フロー）
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業績予想につきましては、基本方針に基づく施策が第２四半期会計期間以降に寄与する見通しであるた

め、平成21年７月６日に公表いたしました業績予想に変更はありません。 

  

定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方

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、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等

の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前事業年度において使用した将来の業績予測やタ

ックス・プランニングを利用する方法によっております。  

   

   該当事項はありません。 

  

   該当事項はありません。 

    
    
  

3. 業績予想に関する定性的情報

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

① 簡便な会計処理 

1) 固定資産の減価償却費の算定方法

2) 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

② 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理

(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１四半期会計期間末 
(平成21年８月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 655,851 540,216 

売掛金 11,159 9,969 

商品 9,890 12,445 

原材料及び貯蔵品 35,196 34,769 

その他 127,307 139,907 

貸倒引当金 △2,513 △2,055 

流動資産合計 836,893 735,254 

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 961,898 961,928 

土地 302,326 302,326 

リース資産（純額） 178,123 117,969 

その他（純額） 136,315 141,139 

有形固定資産合計 1,578,664 1,523,364 

無形固定資産 5,554 6,058 

投資その他の資産   

敷金及び保証金 316,113 309,979 

その他 78,995 63,719 

投資その他の資産合計 395,109 373,699 

固定資産合計 1,979,327 1,903,122 

繰延資産 3,866 4,182 

資産合計 2,820,087 2,642,559 
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年８月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 42,531 38,346 

短期借入金 50,000 － 

1年内返済予定の長期借入金 355,207 393,271 

1年内償還予定の社債 60,000 60,000 

リース債務 55,598 34,499 

未払金 198,377 185,219 

未払法人税等 4,544 12,512 

賞与引当金 10,994 21,800 

その他 32,997 27,655 

流動負債合計 810,250 773,304 

固定負債   

社債 130,000 160,000 

長期借入金 846,273 705,380 

リース債務 136,589 92,586 

退職給付引当金 23,964 22,619 

役員退職慰労引当金 8,050 6,440 

その他 20,111 21,536 

固定負債合計 1,164,988 1,008,561 

負債合計 1,975,239 1,781,866 

純資産の部   

株主資本   

資本金 429,215 429,215 

資本剰余金 465,865 465,865 

利益剰余金 △49,542 △33,178 

自己株式 △566 △566 

株主資本合計 844,971 861,335 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △123 △643 

評価・換算差額等合計 △123 △643 

純資産合計 844,848 860,692 

負債純資産合計 2,820,087 2,642,559 
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 (2) 四半期損益計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年８月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年８月31日) 

売上高 1,040,337 958,505 

売上原価 872,135 835,429 

売上総利益 168,201 123,075 

販売費及び一般管理費 130,476 125,910 

営業利益又は営業損失（△） 37,725 △2,834 

営業外収益   

設備賃貸料 7,933 6,077 

受取手数料 3,939 3,750 

その他 2,633 2,708 

営業外収益合計 14,506 12,536 

営業外費用   

支払利息 5,615 7,739 

設備賃貸費用 6,656 5,227 

その他 1,284 1,230 

営業外費用合計 13,556 14,197 

経常利益又は経常損失（△） 38,674 △4,496 

特別利益   

預り敷金償却益 6,000 － 

その他 828 － 

特別利益合計 6,828 － 

特別損失   

固定資産除却損 1,947 1,688 

減損損失 2,907 1,670 

リース解約損 1,109 221 

特別損失合計 5,964 3,579 

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 39,538 △8,075 

法人税、住民税及び事業税 1,791 1,763 

法人税等調整額 13,714 6,524 

法人税等合計 15,506 8,288 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 24,032 △16,363 
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 (3) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第1四半期累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年８月31日) 

当第1四半期累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年８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又は税引前四半期純損失
（△）

39,538 △8,075 

減価償却費 36,732 45,701 

減損損失 2,907 1,670 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △828 457 

賞与引当金の増減額（△は減少） △16,583 △10,806 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,072 1,345 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,550 1,610 

受取利息及び受取配当金 △82 △24 

支払利息 5,615 7,739 

社債発行費償却 316 316 

有形固定資産除却損 1,947 1,688 

リース解約損 1,109 221 

売上債権の増減額（△は増加） 9,144 △1,189 

たな卸資産の増減額（△は増加） 7,655 2,127 

仕入債務の増減額（△は減少） 460 4,185 

未払消費税等の増減額（△は減少） △24,919 14,242 

その他 10,118 △9,828 

小計 75,754 51,381 

利息及び配当金の受取額 76 19 

利息の支払額 △7,029 △9,306 

リース契約解除による支出 △4,685 △375 

法人税等の支払額 △7,067 △7,003 

営業活動によるキャッシュ・フロー 57,048 34,714 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期積金の積立による支出 － △6,000 

有形固定資産の取得による支出 △83,870 △13,976 

有形固定資産の除却による支出 △95 △60 

敷金及び保証金の差入による支出 △10,015 △14,881 

敷金及び保証金の回収による収入 5,700 1,378 

保険積立金の積立による支出 △2,229 △2,148 

保険積立金の払戻による収入 271 386 

その他 － △394 

投資活動によるキャッシュ・フロー △90,240 △35,696 

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） － 50,000 

長期借入れによる収入 300,000 250,000 

長期借入金の返済による支出 △122,376 △147,171 

社債の償還による支出 △30,000 △30,000 

リース債務の返済による支出 △1,874 △12,203 

配当金の支払額 △2 △8 

財務活動によるキャッシュ・フロー 145,746 110,617 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － － 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 112,554 109,635 

現金及び現金同等物の期首残高 363,922 520,184 

現金及び現金同等物の四半期末残高 476,476 629,819 
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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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