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1.  平成22年7月期第1四半期の連結業績（平成21年8月1日～平成21年10月31日） 

（注）１．1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。 
（注）２．平成21年７月期第１四半期における潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につきましては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損
失であるため記載しておりません。 

(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 ％

22年7月期第1四半期 826 67.3 41 ― 30 ― 44 ―
21年7月期第1四半期 493 △27.1 △140 ― △143 ― △152 ―

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7月期第1四半期 58.23 58.01
21年7月期第1四半期 △599.80 ―

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7月期第1四半期 2,520 46 1.8 59.89
21年7月期 2,370 227 9.6 296.99

（参考） 自己資本   22年7月期第1四半期  46百万円 21年7月期  227百万円

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7月期 ― ― ― ― ―
22年7月期 ―
22年7月期 

（予想）
― ― ― ―

3.  平成22年7月期の連結業績予想（平成21年8月1日～平成22年7月31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  
（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。 

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

1,500 61.8 40 ― 30 ― 15 ― 19.63

通期 3,000 74.4 100 ― 80 ― 60 ― 78.51
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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  株式会社ネクストジャパンコンサルティング） 
（注）詳細は、６ページ【定性的情報・財務諸表等】「４．その他」をご覧ください。 

(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、６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 
 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。 
 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」をご覧ください。 

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7月期第1四半期 451,760株 21年7月期  451,760株
② 期末自己株式数 22年7月期第1四半期  2株 21年7月期  2株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年7月期第1四半期 451,758株 21年7月期第1四半期 254,371株
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当第１四半期連結会計期間における我が国の経済は、景気の悪化に底打ちの兆しが見られるものの、企業収益の減

少や雇用情勢の一層の悪化及び個人消費の低迷等、依然として厳しい状況が続いております。 

レジャー業界では、景気悪化による個人消費マインドの低下及び家庭用ゲーム機の伸張等家庭内消費型への移行も

影響し、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厳しい状況が続いております。こ

のような不況下において市場縮小傾向が続く状況の中、レジャー業界で収益を持続的に確保していくためには、黎明

期から続く業界の非効率な慣習の打破や、デファクトスタンダードを塗り替える等、抜本的な業界の改再編を牽引で

きるような企業として、体制の確立を図ると同時に、いかに他社と差別化し顧客に支持されるサービスを提供できる

かが重要であると認識しております。 

このような事業環境のもと、当社では安価で手軽な余暇産業の代表格としてのアミューズメントにおける社会的な

潜在需要は依然として高いと認識しております。その中、共に業界の革新を牽引できるような主要プレーヤーを目指

すアドアーズ株式会社（以下、アドアーズ社）との共通認識のもと、当社は平成21年９月14日付けにてアドアーズ社

とさらなる提携関係の強化を図るため資本・業務提携契約の変更の覚書を締結いたしました。これにより、両社の運

営ノウハウ、経営資源等を相互活用し、両社にとって新たな企業価値の創造を図っております。 

一方、運営店舗では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、店舗においては人財教育を徹底し、運営ノウハウを社内に浸透させることにより体制を強化するなど運営

改善を進めてまいりました。 

上述のように当社では、当第１四半期連結会計期間においてアドアーズ社との提携効果による売上高向上及び既存

店の一層の運営改善及び当社グループ会社間での連携強化、既存社員の再配置、新たな経営資源の獲得等による収益

体質への転換に努めた結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は826百万円（前年同期493百万円)、営業利益は41

百万円（前年同期△140百万円）、経常利益は30百万円（前年同期△143百万円）、四半期純利益は44百万円（前年同

期△152百万円）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、既存店の一層の運営改善と新業態開発、コスト削減、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と店舗運営力の強化のための運営改善及び店舗設備の営繕等を実施し、コスト削減と収

益の向上に努めました。具体的には、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。また、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。さらに、施設建替えによる立ち退きが決定している当社グループ運営のアミューズメント

施設１店舗において、今後の採算性等を勘案し、契約満了前ではありますが閉店を決定いたしました。これにより

当第１四半期連結会計期間において直営店舗１店舗を閉店し、当第１四半期連結会計期間末の直営店舗数は６店舗

となりました。 

 また、当社グループである株式会社ブレイク（以下、ブレイク）は東京都内に高収益のアミューズメント施設

「ＧＯＬＤＥＮ」（ゴールデン）を運営しており、小規模店舗ながら都心駅前好立地に恵まれる収益力の高い店舗

であります。当社の新店舗「ＪＪＣＯＩＮＳ」も、この「ＧＯＬＤＥＮ」をモデルに開発し、将来においても業績

向上の原動力となることを期待し、一層の収益改善に努めております。 

 その結果、当第１四半期連結会計期間における直営事業売上高は293百万円（前期比93.5％、前年直営店舗数10店

舗）となりました。 

 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、従来型の「ＪＪＣＬＵＢ１００」に加え、新業態である「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拓し、出店計画を進めてまいります。さらに、アドアー

ズ社との提携による相乗効果を高めるべく、アミューズメント景品などの一括仕入れやノウハウの享受による既存

店の運営改善、新業態開発などあらゆる面において提携効果を創出できるよう努めてまいります。 

  

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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 （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１四半期連結会計期間末において、店舗数は６店舗

であります。インドアレジャーフランチャイズ事業の売上高は31百万円（前期比53.2％、前年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したが、運営の結果、当第１四半期連結会計

期間のフランチャイズ店舗売上は242百万円（前期比60.6％）となりました。 

  

 （販売事業） 

 当社グループ企業のブレイクは、アミューズメント機器用の景品の企画開発及び仕入・販売を行っております。

全国のアミューズメント施設へ営業展開し、さらなる販売量の増加のため人員体制の増強を図ると同時に海外での

商品調達ルートを構築することで仕入れコスト削減に努め、収益向上を図っております。 

 また、当社はアドアーズ社とアミューズメント景品の仕入れに関する業務提携を行っております。さらに同社に

対しプライズゲーム機でのコンサルティング業務も行っており、その支援によりアドアーズ社でのアミューズメン

ト景品の取扱量が増加すれば、当社の販売量も増え、結果的に収益の向上を図れるものであります。 

 その結果、当第１四半期連結会計期間における販売事業の売上高は438百万円となりました。 

 今後においても、平成21年９月14日付けにアドアーズ社との業務・資本提携の強化について合意しておりますよ

うに、両社の提携関係を一層深めることにより、収益力の向上に努めてまいります。 

   

 （不動産事業） 

 以前は「その他の事業」に含めておりました不動産事業は、保有資産が増加したため前連結会計年度の第４四半

期連結会計期間よりセグメント情報として個別の記載をいたしております。 

 当第１四半期連結会計期間における不動産事業の売上高は、賃料収入による収益及び不動産売買の仲介手数料等

により58百万円となりました。 

 今後もさらに仲介可能な不動産物件の開発等を続け、収益の向上に努めてまいります。 

  

 （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。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、上記事業と広告料収入等を含めた当第１四半期連結会計期間におけるその他の事業の売上高は6百万円

（前期比273.8％）となりました。 
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 ①財政状態の変動状況 

 総資産につきましては、前連結会計年度末と比較して150百万円増加して2,520百万円となりました。これは主とし 

て四半期純利益に伴う現金及び預金の増加86百万円と受取手形及び売掛金の増加136百万円によるものであります。 

 負債につきましては、前連結会計年度末と比較して331百万円増加して2,474百万円となりました。これは主として 

関係会社長期借入金の純増300百万円と買掛金の増加164百万円によるものであります。 

  純資産につきましては、前連結会計年度末と比較して180百万円減少して46百万円となりました。これは主として、 

 有価証券評価差額金の減少225百万円によるものであります。 

  

  ② キャッシュ・フロー 

  

 当第１四半期連結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、前連結会計年度末に比べ

86百万円増加し299百万円になりました。 

 また、当第１四半期連結会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） 

 営業活動の結果獲得した資金は87百万円（前年同期：163百万円の使用）となりました。これは主に、税金等調整前

四半期純利益53百万円及び売上債権の増加138百万円並びに仕入債務の増加178百万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） 

 投資活動の結果使用した資金は197百万円（前年同期：65百万円の獲得）となりました。これは主に、投資有価証券

の取得による支出174百万円、有形固定資産の取得による支出23百万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196百万円（前年同期：107百万円の獲得）となりました。これは長期借入による収入 

 300百万円、長期借入金の返済による支出103百万円によるものであります。  

  

  

 当第１四半期連結会計期間におきましては、概ね予想通りに推移しております。今後は、引き続き店舗運営改善に

よる収益力の向上を行いながら、アドアーズ社との協業体制をさらに深化させ相乗効果の向上を図ってまいります。

平成21年９月14日付には、同社との業務・資本提携の強化について合意しており、これまでのコンサルティング業務

範囲を超え、相互にノウハウ等を共有しながら、さらには新業態の開発を共同で行ってまいります。また、役員を相

互派遣することにより、お互いに深く経営に関わり提携シナジーの 大化と親和性の向上を図り、業績向上に努めま

す。また、新たな収益源確保のためＭ＆Ａ等の検討も引き続き広く行ってまいります。 

 これらの施策により、昨今の不況下により厳しい状況のアミューズメント業界の活性化を図ると共に主要プレーヤ

ーになるべく企業価値の向上に努めます。 

 なお、平成21年９月14日に発表いたしました平成22年７月期業績予想に変更はございません。 

 また、平成21年11月18日付け「資金の借入に関するお知らせ」の内容につきましては、まだ本業績予想には織り込

んでおりません。 

  

（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、本業績予想のみに依拠しての投資判断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ことをご承知おきください。 

  

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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  除外 １社（株式会社ネクストジャパンコンサルティング） 

 連結範囲からの除外は、株式会社ネクストジャパンを存続会社として平成21年９月１日に株式会社ネクストジ

ャパンコンサルティングを吸収合併したことによるものです。  

  

  

 ① 棚卸資産の評価方法 

     当第1四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．会計処理基準に関する事項の変更 

  ①固定資産の償却方法の変更 

   当社及び連結子会社は、前連結会計年度の第４四半期連結会計期間より、固定資産の減価償却方法について改 

     正後の法人税法（（所得税法等の一部を改正する法律 平成19年３月30日 法律第６号）及び（法人税法施行令 

      の一部を改正する政令第83号））に基づく減価償却方法に変更したため、前第１四半期連結会計期間と当第１ 

      四半期連結会計期間で固定資産の減価償却方法が異なっております。なお、前第１四半期連結会計期間に変更 

   後の減価償却方法を適用した場合の損益に与える影響は軽微であります。 

    また、セグメント情報に与える影響も軽微なため、当該箇所の記載を省略しております。  

  

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１四半期連結会計期間末
(平成21年10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21年７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 299,115 212,654

受取手形及び売掛金 276,640 140,236

商品及び製品 102,262 135,583

原材料及び貯蔵品 866 599

繰延税金資産 12,230 9,523

その他 77,218 48,914

貸倒引当金 △2,285 △4,786

流動資産合計 766,048 542,725

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 107,166 108,922

工具、器具及び備品（純額） 50,607 49,437

土地 288,086 288,086

建設仮勘定 8,366 －

有形固定資産合計 454,225 446,446

無形固定資産   

のれん 143,671 151,653

その他 864 3,088

無形固定資産合計 144,536 154,741

投資その他の資産   

投資有価証券 878,536 956,200

破産更生債権等 1,130,788 1,140,089

繰延税金資産 359 363

差入保証金 254,948 246,574

その他 11,307 12,378

貸倒引当金 △1,120,195 △1,129,410

投資その他の資産合計 1,155,744 1,226,196

固定資産合計 1,754,506 1,827,384

資産合計 2,520,555 2,370,109
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年10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21年７月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 271,952 93,643

短期借入金 50,000 50,000

関係会社短期借入金 － 1,030,000

1年内返済予定の長期借入金 326,263 370,388

未払金 58,805 75,807

未払法人税等 13,411 16,044

賞与引当金 － 4,198

事業整理損失引当金 94,550 116,138

その他 58,482 41,352

流動負債合計 873,465 1,797,573

固定負債   

長期借入金 180,010 239,195

関係会社長期借入金 1,330,000 －

繰延税金負債 － 24,575

その他 90,666 81,390

固定負債合計 1,600,676 345,160

負債合計 2,474,141 2,142,733

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,131,494 1,131,494

資本剰余金 250,000 250,000

利益剰余金 △1,146,400 △1,190,900

自己株式 △481 △481

株主資本合計 234,613 190,113

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △188,838 36,863

評価・換算差額等合計 △188,838 36,863

新株予約権 639 399

純資産合計 46,414 227,375

負債純資産合計 2,520,555 2,370,109
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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８月１日 
 至 平成20年10月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成21年10月31日) 

売上高 493,883 826,359

売上原価 475,431 647,277

売上総利益 18,451 179,082

販売費及び一般管理費 159,093 137,597

営業利益又は営業損失（△） △140,641 41,484

営業外収益   

受取利息 280 95

違約金収入 3,000 －

雑収入 1,512 1,544

営業外収益合計 4,793 1,639

営業外費用   

支払利息 5,320 10,510

手形売却損 － 1,577

雑損失 2,830 127

営業外費用合計 8,151 12,215

経常利益又は経常損失（△） △143,999 30,909

特別利益   

前期損益修正益 － 11,433

固定資産売却益 － 6,189

投資有価証券売却益 3,060 －

貸倒引当金戻入額 1,162 11,716

その他 － 1,388

特別利益合計 4,223 30,728

特別損失   

前期損益修正損 2,238 3,904

固定資産売却損 － 1,266

たな卸資産評価損 7,581 －

投資有価証券評価損 － 1,542

本社移転費用 － 1,827

その他 112 －

特別損失合計 9,931 8,540

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△149,708 53,096

法人税、住民税及び事業税 2,863 11,118

法人税等調整額 － △2,522

法人税等合計 2,863 8,596

四半期純利益又は四半期純損失（△） △152,572 44,499
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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８月１日 
 至 平成20年10月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成21年10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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△149,708 53,096

減価償却費 5,905 14,825

のれん償却額 － 7,981

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,162 △11,716

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） － △21,588

受取利息及び受取配当金 △280 △95

支払利息 5,320 10,510

違約金 △3,000 －

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △3,060 1,542

有形固定資産売却損益（△は益） － △4,923

たな卸資産評価損 7,581 －

売上債権の増減額（△は増加） △895 △138,231

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,295 33,321

仕入債務の増減額（△は減少） △4,135 178,403

未払金の増減額（△は減少） 46,347 △23,950

その他 △50,288 6,548

小計 △142,082 105,724

利息及び配当金の受取額 246 95

利息の支払額 △3,986 △3,034

法人税等の支払額 △17,592 △15,767

営業活動によるキャッシュ・フロー △163,415 87,017

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 －

定期預金の払戻による収入 87,040 －

有形固定資産の取得による支出 △38,504 △23,806

有形固定資産の売却による収入 － 9,042

投資有価証券の取得による支出 － △174,155

無形固定資産の取得による支出 △350 －

差入保証金の差入による支出 △1,346 △18,273

差入保証金の回収による収入 － 10,000

投資活動によるキャッシュ・フロー 65,357 △197,193

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） △20,000 －

長期借入れによる収入 － 300,000

長期借入金の返済による支出 △177,477 △103,310

株式の発行による収入 305,326 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 107,849 196,690

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 △52

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 9,790 86,461

現金及び現金同等物の期首残高 123,891 212,654

現金及び現金同等物の四半期末残高 133,682 299,115
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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（自 平成20年８月１日 至 平成20年10月31日）  

  

 当第１四半期連結累計期間（自 平成21年８月１日 至 平成21年10月31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」の直営店舗の運営、クレーンゲーム機を中心

       とした施設「ＪＪＣＯＩＮＳ」「ＧＯＬＤＥＮ」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）販売事業 

            株式会社ブレイクの行う、クレーンゲーム景品の卸売り事業 

    （４）不動産事業 

             不動産賃貸及び不動産仲介等による収益事業  

    （５）その他の事業 

           ｅコマース事業、施設管理事業等 

  

（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〕

  
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  
 313,294  58,415  119,945 2,226  493,883  －  493,883

（2）セグメント間 

  の売上高 

   又は振替高 

 －  －  －  －  －  －  －

計  313,294  58,415  119,945  2,226  493,883  －  493,883

 営業利益 

（△：営業損失）  
 △58,012  22,742  △17,528  △1,221  △54,020  △86,620  △140,641

  

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） 

販売事業 
（千円） 

不動産事業
（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  
 293,040  31,094  438,086  58,040  6,097  826,359  －  826,359

（2）セグメント間 

  の売上高 

   又は振替高 

 －  －  25,256  －  －  25,256  △25,256  －

計  293,040  31,094  463,343  58,040  6,097  851,616  △25,256  826,359

 営業利益  22,289  12,327  27,073  50,711  653  113,055  △71,570  41,484
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    ３．事業区分の変更  

事業区分につきましては、前第１四半期連結累計期間において「インドアレジャー直営事業」「インドア

レジャーフランチャイズ事業」「アウトドアレジャー事業」「その他の事業」の4つに区分しておりまし

たが、当第１四半期連結累計期間では、前連結会計年度中に株式会社ブレイクが連結子会社に加わったこ

とにより、従来の事業区分にはない「販売事業」が加わり、さらに株式会社大多喜ヒルズリゾートの株式

売却によりアウトドアレジャー事業から撤退した事に伴い当該事業区分を削除しております。 

さらに、前第１四半期連結累計期間において「その他の事業」に含めておりました不動産賃貸業を当第１

四半期連結累計期間では「不動産事業」として区分を変更しております。この結果、従来の方法によった

場合に比べて当第１四半期連結累計期間の「その他の事業」は売上高が52,432千円、営業利益が48,046千

円それぞれ減少しております。  

  

  

  前第１四半期連結累計期間（自 平成20年８月１日 至 平成20年10月31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１四半期連結累計期間（自 平成21年８月１日 至 平成21年10月31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１四半期連結累計期間（自 平成20年８月１日 至 平成20年10月31日） 

  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（自 平成21年８月１日 至 平成21年10月31日） 

  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。 

   

〔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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