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1.  平成22年5月期第2四半期の業績（平成21年6月1日～平成21年11月30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2四半期 1,850 △7.8 △24 ― △24 ― △51 ―
21年5月期第2四半期 2,006 ― 37 ― 46 ― 30 ―

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2四半期 △9.96 ―
21年5月期第2四半期 5.98 ―

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

22年5月期第2四半期 2,779 809 29.1 157.21
21年5月期 2,642 860 32.6 167.11

（参考） 自己資本  22年5月期第2四半期  809百万円 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 ― 0.00
22年5月期 

（予想）
― 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  有   

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 3,700 △6.7 10 △82.2 10 △84.5 △30 ― △5.82
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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2四半期 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2四半期 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2四半期 5,150,402株 21年5月期第2四半期 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２半期累計期間におけるわが国経済は、円高の進行や企業収益の悪化に伴う設備投資意欲の減退、

更には雇用情勢の悪化など依然として厳しい状況が続いております。 

 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２四半期累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、４店舗のブース改装をはじめハイスペックパソコンの投資を進め、店

舗環境の再整備を継続してまいりました。店舗数につきましては、当第２四半期累計期間において新規

出店はなく、前事業年度末と同数の33店舗となっております。 

 以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は1,211百万円（前年同期比90.8％）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２四半期累計期間においては、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２四半期累計期間において新規出店はなく、前事業

年度末と同数の16店舗となっております。 

 以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は29百万円（前年同期比91.6％）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、飲食グランドメニューの刷新を実施し、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２四半期累計期間において新規出店はなく、前事業年度

末と同数の15店舗となっております。 

 以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は459百万円（前年同期比90.1％）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２四半期累計期間 当第２四半期累計期間
（自 平成20年６月１日 （自 平成21年６月１日

  至 平成20年11月30日)   至 平成21年11月30日)

マルチメディア 
カフェ事業

直営事業 1,334,485 1,211,673

フランチャイズ事業 32,721 29,988

小計 1,367,206 1,241,662

カラオケ事業 509,558 459,242

その他事業 129,996 149,893

合計 2,006,761 1,850,798

(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推進しております。 

 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２四半期累計期間において新規出店２店舗、営業譲受１店舗の合計３店舗を出店したことによ

り、前事業年度末より３店舗増加した５店舗となっております。 

 以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は149百万円（前年同期比115.3％）となりました。 

  

  

これらの結果、売上高は1,850百万円（前年同期比92.2％）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218百万円

（前年同期比74.7％）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242百万円（前年同

期比95.0％）となりました結果、営業損失24百万円（前第２四半期累計期間は37百万円の営業利益）、経

常損失24百万円（前第２四半期累計期間は46百万円の経常利益）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51百万円（前第２四半期累計期間は30百万円の四半期純利

益）となりました。 

  
  

当第２四半期会計期間末の総資産は2,779百万円となり、前事業年度末と比較して136百万円増加いたし

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、敷金保証金の増加及び第３四半期会計期間

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、前事業年度末と比

較して７百万円増加し、528百万円となりました。当第２四半期累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10百万円となりました。これは主に、減価償却費96百万円等に対し、

税引前四半期純損失34百万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77百万円となりました。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事業譲受による支出77百万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74百万円となりました。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400百万円に対し、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325百万円等

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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通期の業績に関しましては、今後も厳しい経済不況が継続されると予想されることを勘案し、平成21年

７月６日に公表いたしました業績予想を修正しております。詳細は、平成22年１月７日に公表いたしまし

た「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 このような状況のもと、当社といたしましては、店舗運営力及び競争力の強化を重点課題とし対策を講

じてまいります。全社的な経費削減活動を推進する一方、新規の経営課題にも取り組んでまいります。 

  

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認められた場合に、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・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したもの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２四半期会計期間末 
(平成21年11月30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 560,138 540,216 

売掛金 11,589 9,969 

商品 10,111 12,445 

原材料及び貯蔵品 32,568 34,769 

その他 155,257 139,907 

貸倒引当金 △2,339 △2,055 

流動資産合計 767,325 735,254 

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 953,036 961,928 

土地 302,326 302,326 

リース資産（純額） 228,656 117,969 

その他（純額） 124,728 141,139 

有形固定資産合計 1,608,748 1,523,364 

無形固定資産 4,887 6,058 

投資その他の資産   

敷金及び保証金 324,273 309,979 

その他 70,654 63,719 

投資その他の資産合計 394,927 373,699 

固定資産合計 2,008,562 1,903,122 

繰延資産 3,549 4,182 

資産合計 2,779,438 2,642,559 
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年11月30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 35,618 38,346 

短期借入金 50,000 － 

1年内返済予定の長期借入金 325,132 393,271 

1年内償還予定の社債 60,000 60,000 

リース債務 71,992 34,499 

未払金 169,742 185,219 

未払法人税等 8,951 12,512 

賞与引当金 4,795 21,800 

その他 24,652 27,655 

流動負債合計 750,885 773,304 

固定負債   

社債 130,000 160,000 

長期借入金 855,498 705,380 

リース債務 174,209 92,586 

退職給付引当金 24,492 22,619 

役員退職慰労引当金 9,876 6,440 

負ののれん 5,960 － 

その他 18,797 21,536 

固定負債合計 1,218,835 1,008,561 

負債合計 1,969,720 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 △84,465 △33,178 

自己株式 △566 △566 

株主資本合計 810,048 861,335 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △330 △643 

評価・換算差額等合計 △330 △643 

純資産合計 809,718 860,692 

負債純資産合計 2,779,438 2,642,559 
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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）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 2,006,761 1,850,798 

売上原価 1,714,066 1,632,075 

売上総利益 292,695 218,722 

販売費及び一般管理費 255,647 242,936 

営業利益又は営業損失（△） 37,047 △24,213 

営業外収益   

設備賃貸料 14,200 12,155 

受取手数料 7,608 6,986 

受取保険金 9,881 － 

広告収入 － 6,262 

負ののれん償却額 － 541 

その他 6,439 2,691 

営業外収益合計 38,129 28,637 

営業外費用   

支払利息 12,055 16,249 

設備賃貸費用 13,279 10,838 

その他 3,277 2,212 

営業外費用合計 28,611 29,300 

経常利益又は経常損失（△） 46,565 △24,876 

特別利益   

預り敷金償却益 6,000 － 

その他 1,347 － 

特別利益合計 7,347 － 

特別損失   

固定資産除却損 3,890 7,727 

減損損失 2,907 1,670 

リース解約損 1,457 399 

特別損失合計 8,255 9,797 

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 45,656 △34,674 

法人税、住民税及び事業税 3,483 3,517 

法人税等調整額 11,387 13,095 

法人税等合計 14,870 16,612 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 30,786 △51,287 
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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２四半期累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年11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又は税引前四半期純損失
（△）

45,656 △34,674 

減価償却費 82,449 96,109 

減損損失 2,907 1,670 

負ののれん償却額 － △541 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,347 283 

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,380 △17,005 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,407 1,873 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,220 3,436 

受取利息及び受取配当金 △123 △66 

支払利息 12,055 16,249 

社債発行費償却 632 632 

固定資産除却損 3,890 7,727 

リース解約損 1,457 399 

売上債権の増減額（△は増加） 12,363 △1,619 

たな卸資産の増減額（△は増加） 12,576 4,535 

仕入債務の増減額（△は減少） △8,401 △2,727 

未払消費税等の増減額（△は減少） △37,093 6,837 

その他 △44,207 △47,432 

小計 84,064 35,690 

利息及び配当金の受取額 123 40 

利息の支払額 △11,937 △17,359 

リース契約解除による支出 △6,133 △972 

法人税等の支払額 △7,032 △6,970 

営業活動によるキャッシュ・フロー 59,085 10,428 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △10,021 △10,037 

定期預金の払戻による収入 10,010 10,032 

定期積金の積立による支出 － △12,000 

有形固定資産の取得による支出 △168,682 △40,435 

有形固定資産の除却による支出 △1,458 △438 

敷金及び保証金の差入による支出 △10,486 △19,997 

敷金及び保証金の回収による収入 7,706 3,892 

保険積立金の積立による支出 △4,417 △4,343 

保険積立金の払戻による収入 749 1,229 

事業譲受による支出 － △5,000 

その他 － △394 

投資活動によるキャッシュ・フロー △176,599 △77,492 

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 400,000 350,000 

長期借入金の返済による支出 △244,479 △268,021 

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 △7,518 △26,989 

配当金の支払額 △8 △8 

財務活動によるキャッシュ・フロー 117,994 74,981 

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） 480 7,917 

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 364,402 528,101 
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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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