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1.  平成22年6月期第1四半期の連結業績（平成21年7月1日～平成21年9月30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 ％

22年6月期第1四半期 2,653 △9.6 57 △82.3 63 △81.9 62 △81.7
21年6月期第1四半期 2,933 ― 326 ― 353 ― 342 ―

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6月期第1四半期 3,349.51 ―
21年6月期第1四半期 18,266.21 ―

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6月期第1四半期 5,678 1,084 19.1 57,835.70
21年6月期 5,855 1,021 17.5 54,486.20

（参考） 自己資本   22年6月期第1四半期  1,084百万円 21年6月期  1,021百万円

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6月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年6月期 ―
22年6月期 

（予想）
0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年6月期の連結業績予想（平成21年7月1日～平成22年6月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

5,292 △8.1 45 △86.6 77 △79.8 37 △89.5 1,972.70

通期 10,384 △3.5 170 △50.1 216 △48.4 115 2.4 6,131.37
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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、４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 
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。 
なお、業績予想つきましては、３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 無
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年6月期第1四半期 19,059株 21年6月期  19,059株
② 期末自己株式数 22年6月期第1四半期  303株 21年6月期  303株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年6月期第1四半期 18,756株 21年6月期第1四半期 18,756株
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 当第１四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、昨年度の世界的な金融危機による影響を受けながらも、国内

経済対策の効果及び対外経済環境の改善により、景気の後退局面は底入れしたものとの見方もされております。しか

しながら、雇用情勢の悪化を背景とした景気の先行き不透明感からも、個人消費の低迷は一層の厳しさをみせており

ます。 

 このような経営環境のもと、当第１四半期連結会計期間の売上高は  百万円（前年同四半期比 ％減）、営

業利益は  百万円（前年同四半期比 ％減）、経常利益は 百万円（前年同四半期比 ％減）、四半期純利益

は 百万円（前年同四半期比 ％減）となりました。 

 事業の種類別セグメントの状況は、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、

ハイスペックＰＣ、最新オンライン接続のダーツ機、コミックス及びオンラインゲームコンテンツ等の導入を継続

し、店舗設備の強化を実施いたしました。  

 以上の結果、当事業全体の売上高は 百万円（前年同四半期比 ％減）、営業利益は 百万円（前年同四半

期比 ％減）となりました。また、当第１四半期連結会計期間末時点では 店舗（直営店舗 、FC加盟店舗 ）

となりました。 

  

＜桃太郎事業＞ 

 当事業につきましては、店舗の賃貸料金の減額交渉や、利益率の向上を目的とした中古商材の拡充に努める一方、

これまでの桃太郎の主要客層である14歳から40歳のお客様はもちろんのこと、お子様からご両親、シニアの方々全て

のお客様の笑顔が見られる店舗運営を行い、地域に愛される一番店を目指す一環として、一部店舗におきまして、シ

ニア割引、パパ・ママ応援ショップへの協賛を実施いたしました。 

 また、魅力ある新作ゲームソフトの発売及び平成21年９月にゲーム機本体である「プレイステーション３」及び

「Ｘｂｏｘ３６０」の値下げ等により、新品ゲームソフト及びゲーム機本体の販売は好調な推移となりました。しか

しながら、中古商材につきましては、買取については計画を達したものの、販売については計画を下回る結果となり

ました。 

 以上の結果、当事業全体の売上高は 百万円（前年同四半期比 ％増）、営業利益は 百万円（前年同四半期

比 ％減）となりました。 

  

＜不動産賃貸事業＞ 

 当事業につきましては、不動産賃貸物件の適切な管理に注力し、計画通りの売上推移となりました。 

 以上の結果、当事業全体の売上高は 百万円（前年同四半期比 ％増）、営業利益は 百万円（前年同四半期比

％減）となりました。 

  

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、 百万円となり、前連結会計年度末と比較して 百万円減少いたし

ました。その主な要因は、現金及び預金が 百万円減少したことなどによるものであります。 

 負債合計につきましては、 百万円となり、前連結会計年度末と比較して 百万円減少いたしました。その主

な要因は、短期借入金が 百万円増加したものの、1年内償還予定の社債が 百万円減少したことなどによるもの

であります。 

 また、純資産につきましては、 百万円となり、前連結会計年度末と比較して 百万円増加いたしました。こ

れは、利益剰余金が 百万円増加したことによるものであります。 

  

 平成22年６月期の第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、現時点では、平成21年８月14日付

「平成21年６月期決算短信」にて公表いたしました業績予想に変更はございません。 

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

2,653 9.6

57 82.3 63 81.9

62 81.7

1,375 1.6 153

14.0 170 39 131

1,186 4.7 22

40.1

90 9.0 34

6.9

２．連結財政状態に関する定性的情報

5,678 177

189

4,593 240

215 500

1,084 62

62

３．連結業績予想に関する定性的情報
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 該当事項はありません。 

  

１．簡便な会計処理 

 ①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

  

 ②たな卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末のたな卸資産の算出に関しては、実地たな卸を省略し前連結会計年度末に係る

実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算出しております。  

  

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理  

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計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。 

  

  

表示方法の変更  

（四半期連結貸借対照表関係）  

 前第１四半期において区分掲記していた「のれん」は、当第１四半期において金額的重要性が低下したため、

無形固定資産の「その他」に含めて表示しております。 

 なお、無形固定資産に含まれているのれんの金額は、25,395千円であります。 

 前第１四半期において固定負債の「その他」に含めて表示しておりました「預り敷金保証金」は、当第１四半

期において重要性が増加したため区分掲記しております。 

 なお、前第１四半期の固定負債の「その他」に含まれている「預り敷金保証金」は299,041千円であります。

  

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１四半期連結会計期間末
(平成21年９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21年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 977,332 1,166,745

受取手形及び売掛金 159,355 154,285

たな卸資産 576,016 561,464

その他 239,243 212,263

貸倒引当金 △988 △1,057

流動資産合計 1,950,959 2,093,702

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 858,371 879,395

車両運搬具（純額） 339 398

工具、器具及び備品（純額） 358,439 363,140

土地 935,803 935,803

建設仮勘定 3,297 563

有形固定資産合計 2,156,249 2,179,300

無形固定資産   

その他 73,817 79,174

無形固定資産合計 73,817 79,174

投資その他の資産   

敷金 854,544 850,510

その他 671,264 728,791

貸倒引当金 △28,794 △76,058

投資その他の資産合計 1,497,014 1,503,243

固定資産合計 3,727,082 3,761,718

資産合計 5,678,041 5,855,420

‐5‐

㈱ランシステム（3326）平成22年６月期　第１四半期決算短信



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年９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21年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 314,365 238,963

短期借入金 1,206,670 991,669

1年内返済予定の長期借入金 717,652 709,823

1年内償還予定の社債 － 500,000

未払法人税等 12,694 44,485

引当金 81,277 63,051

その他 395,658 443,987

流動負債合計 2,728,318 2,991,980

固定負債   

長期借入金 1,553,884 1,528,075

預り敷金保証金 298,171 300,521

その他 12,900 12,900

固定負債合計 1,864,955 1,841,496

負債合計 4,593,274 4,833,477

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 △437,138 △499,961

自己株式 △23,969 △23,969

株主資本合計 1,084,766 1,021,943

純資産合計 1,084,766 1,021,943

負債純資産合計 5,678,041 5,855,420
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 2,933,980 2,653,461

売上原価 2,109,052 2,097,432

売上総利益 824,927 556,028

販売費及び一般管理費 498,702 498,276

営業利益 326,224 57,751

営業外収益   

受取利息 1,798 1,187

賃貸用固定資産収入 4,661 2,190

販売手数料収入 32,833 28,348

その他 13,243 454

営業外収益合計 52,537 32,180

営業外費用   

支払利息 21,841 20,340

賃貸用固定資産原価 3,180 1,542

その他 510 4,234

営業外費用合計 25,532 26,116

経常利益 353,229 63,815

特別利益   

固定資産売却益 59,969 362

敷金返還益 6,562 －

役員退職慰労金返還益 35,100 －

貸倒引当金戻入額 － 7,656

過年度仕入割戻 34,067 －

その他 13,409 659

特別利益合計 149,109 8,677

特別損失   

固定資産売却損 2,760 42

固定資産除却損 2,146 299

店舗閉鎖損失 4,867 545

たな卸資産評価損 64,765 －

特別損失合計 74,540 886

税金等調整前四半期純利益 427,798 71,606

法人税、住民税及び事業税 77,805 8,781

法人税等追徴税額 7,392 1

法人税等合計 85,197 8,783

四半期純利益 342,601 62,823
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９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利益 427,798 71,606

減価償却費 127,416 75,719

のれん償却額 5,178 4,222

賞与引当金の増減額（△は減少） 33,000 36,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,385 △7,656

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △127,656 △18,086

長期貸付金等の地代家賃相殺額 6,770 6,750

受取利息及び受取配当金 △1,798 △1,187

支払利息 21,841 20,340

固定資産売却損益（△は益） △57,209 △319

固定資産除却損 2,146 299

店舗閉鎖損失 4,867 545

売上債権の増減額（△は増加） 55,580 △8,622

たな卸資産の増減額（△は増加） 105,769 △14,551

仕入債務の増減額（△は減少） △63,646 75,402

その他 △62,533 △75,942

小計 482,909 164,519

利息及び配当金の受取額 593 226

利息の支払額 △24,337 △23,984

法人税等の支払額 △16,576 △26,590

法人税等の還付額 12,023 387

営業活動によるキャッシュ・フロー 454,612 114,558

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額（△は増加） △184,000 72,000

有形固定資産の取得による支出 △112,649 △48,281

有形固定資産の売却による収入 256,643 365

貸付金の回収による収入 15,747 －

敷金の差入による支出 － △13,051

敷金の回収による収入 18,428 8,524

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 41,010 150

長期預り金の返還による支出 △20,000 －

その他 － △285

投資活動によるキャッシュ・フロー 9,367 19,421

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 700,000 1,150,000

短期借入金の返済による支出 △700,000 △934,999

長期借入れによる収入 － 250,000

長期借入金の返済による支出 △511,851 △216,362

社債の償還による支出 － △500,000

配当金の支払額 △84 △40

財務活動によるキャッシュ・フロー △511,935 △251,401

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △47,955 △117,420

現金及び現金同等物の期首残高 544,960 646,477

現金及び現金同等物の四半期末残高 497,005 529,056
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 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで） 

 （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 

〔所在地別セグメント情報〕 

前第１四半期連結累計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30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〕 

   前当第１四半期連結累計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで） 

   海外売上高がないため該当事項はありません。 

当第１四半期連結累計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで） 

 （注）１．事業区分の方法 

      事業内容により区分しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
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 
1,397,716 1,133,902 319,086 83,274 2,933,980 － 2,933,980 

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

281 － － 9,660 9,941 (9,941) － 

計 1,397,998 1,133,902 319,086 92,934 2,943,922 (9,941) 2,933,980 

営業利益 178,511 37,831 216,111 36,552 469,006 (142,782) 326,224 

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 

  
自遊空間事
業（千円） 

桃太郎事業
（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 
1,375,938 1,186,760 90,761 2,653,461 － 2,653,461 

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

－ － 9,660 9,660 (9,660) － 

計 1,375,938 1,186,760 100,421 2,663,121 (9,660) 2,653,461 

営業利益 153,503 22,666 34,023 210,194 (152,442) 57,751 
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２．各事業区分の事業内容 

       

 当第１四半期連結累計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30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。  

   

 当第１四半期連結累計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで） 

海外売上高がないため該当事項はありません。 

   

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。  

  

  

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 

 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〕

〔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

６．その他の情報
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