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1.  平成22年7月期第2四半期の連結業績（平成21年8月1日～平成22年1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２四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2四半期 1,754 89.2 43 ― 25 ― 52 ―
21年7月期第2四半期 927 ― △207 ― △215 ― △448 ―

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2四半期 68.29 68.02
21年7月期第2四半期 △1,253.53 ―

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2四半期 10,547 105 1.0 136.08
21年7月期 2,370 227 9.6 296.99

（参考） 自己資本   22年7月期第2四半期  104百万円 21年7月期  226百万円

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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株当たり当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

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2四半期 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2四半期  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2四半期 451,758株 21年7月期第2四半期 353,064株
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 当第２四半期連結累計期間における我が国の経済は、米国の金融危機以来続く世界的な景気低迷に下げ止まり感

が出始め一部持ち直しの兆しがあるものの、急激な円高や内需低迷の影響による企業収益の圧迫、また景気の二番

底懸念もあり依然として厳しい状況が続いております。このような状況下、アミューズメント業界におきましても

市場縮小傾向が続いており、アミューズメント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、その中で独立系オペレーターの雄であるアドアーズ株式会社（以

下、アドアーズ社）と、共に業界の革新を牽引できるような主要プレーヤーとしての地位の確立を目指すとの共通

認識に基づく資本・業務提携契約に従い順次施策を進めております。 

また、当社グループでは上述にありますアドアーズ社との資本・業務提携のさらなる深化を継続的に行っていく

ための戦略的資金のほか、当社独自の成長戦略に必要である前向きな投資資金の調達を検討し金融機関と交渉を重

ねた結果、平成21年11月18日開催の当社取締役会決議に基づき日本振興銀行株式会社より93億円の借入を行いまし

た。今後、当該調達資金を当社が継続的に成長するための投資資金へ充当し業績のさらなる向上に努めてまいりま

す。 

上述に加えて、既存店舗において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ました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は1,754百万円（前年同期927百万円)、営業利益は43百万円

（前年同期△207百万円）、経常利益は25百万円（前年同期△215百万円）、四半期純利益は52百万円（前年同期

△448百万円）となりました。 

  

（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、連結子会社である株式会社ネクストジャパン及び株式会社ブレイク

（以下、ブレイク）が双方で店舗を運営する中、グループの横断的な施策も行な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。 

 特に、当社グループであるブレイクが運営する高収益のアミューズメント施設「ＧＯＬＤＥＮ」（ゴールデン）

と共に、ＧＯＬＤＥＮをモデルに開発した新店舗「ＪＪＣＯＩＮＳ」は収益も安定し順調に運営を続けておりま

す。「ＧＯＬＤＥＮ」は、東京都内に３店舗、また「ＪＪＣＯＩＮＳ」は大阪で１店舗を運営中であり、クレーン

ゲーム機を主体に機器を構成している店舗であり、景品仕入から販売手法までブレイク独自の運営ノウハウにより

高い収益力を誇っております。将来においても同業態店舗が業績向上の牽引力となることを期待し、当社グループ

では重点的に経営資源を注ぎ込むなど、一層の収益力向上に努めております。 

 なお、当第２四半期連結累計期間において店舗の増減はなく、当第２四半期連結累計期間末の直営店舗数は６店

舗となっております。 

 その結果、当第２四半期連結累計期間における直営事業売上高は576百万円（前年同期比105.9％、前年同期直営

店舗数４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」モデル（「Ｇ

ＯＬＤＥＮ」モデル）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 大限に高めるべく、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。 

  

（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２四半期連結累計期間において１店舗の閉店があっ

たため、当第２四半期連結累計期間末での店舗数は５店舗になっております。その結果、当第２四半期連結累計期

間におけるインドアレジャーフランチャイズ事業の売上高は50百万円（前年同期比42.8％、前年同期フランチャイ

ズ店舗数９店舗）となりました。 

 フランチャイズ店舗につきましては、フランチャイズ本部としての当社とフランチャイズ店舗双方に もメリッ

トがある運営について協議を進めております。結果として、当第２四半期連結累計期間のフランチャイズ店舗売上

は452百万円（前期比59.2％）となりました。 

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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（販売事業） 

 当社グループ企業のブレイクでは、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および拡充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、当社の同社への販売量も増え、結果的に収益の向上を図れるものであります。これ

まで双方の関係において、協業は円滑に進んでおり取扱高も順調に推移しております。 

 その結果、当第２四半期連結累計期間における販売事業の売上高は1,025百万円となりました。 

 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。 

 また、アドアーズ社との提携をきっかけとした更なる販売促進及び事業拡大等により、アミューズメント景品販

売事業を当社グループの収益の柱の一つとしてさらなる事業基盤の確立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２四半期連結累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76百万円となりました。 

 今後においても、引き続き仲介可能な不動産物件の開発等を続けながら、日本振興銀行株式会社からの借入金を

活用し計画的に収益物件の購入等を順次進め、業績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。 

 また、これまでの物件開発や出店を行ない培ってきた施設管理等の経験・実績に基づく社内リソースを活用し、

新たにアミューズメント施設等の営繕・管理業務の受託を開始しております。 

 この結果、上記事業と広告料収入等を含めた当第２四半期連結累計期間におけるその他の事業の売上高は25百万

円（前年同期比593.8％）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8,177百万円増加して10,547百万円となりました。これは

主として借入に伴う現金及び預金の増加3,760百万円と1年内回収予定の長期貸付金の増加700百万円及び長期貸付

金の増加3,185百万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8,298百万円増加して10,441百万円となりました。これは主

として支払手形及び買掛金の増加417百万円と１年内返済予定の長期借入金の純増320百万円、また長期借入金の

純増8,537百万円、並びに関係会社短期借入金の減少1,030百万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121百万円減少して105百万円となりました。これは主と

して、有価証券評価差額金の減少175百万円及び利益剰余金の増加52百万円によるものであります。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累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3,760百万円増加し3,973百万円になりました。 

 また、当第２四半期連結累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331百万円（前年同期：328百万円の使用）となりました。これは主に、税金等調

整前四半期純利益55百万円と売上債権の増加120百万円並びに仕入債務の増加417百万円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4,100百万円（前年同期：1,089百万円の獲得）となりました。これは主に、長期

貸付けによる支出4,000百万円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7,526百万円（前年同期：144百万円の獲得）となりました。これは長期借入によ

る収入9,600百万円と長期借入金の返済による支出1,771百万円及び借入手数料による支出251百万円によるものであ

ります。 

  

  

 平成22年３月９日の発表にもあります「業績予想の修正」において当第２四半期連結累計期間における予想数値

を修正いたしております。 

 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による相乗効果の

向上を図ってまいります。なお、平成22年３月３日付けにて同社の保有する自己株式の一部7,600,000株（同社の

議決権数に占める割合で14.5％）を市場外取引により第三者割当による自己株式の処分の引受として取得すること

を決定しており、予定通り平成22年３月19日に実行されると当社の保有する同社株式の保有比率は、これまで当社

が市場より買付取得した株式と合わせ同社総株主等の議決権数に占める割合で24.9％になる予定です。 

 従って、平成22年３月31日より当社はアドアーズ社を当社の持分法適用会社とすることとなり、今後、当社業績

へ持分法により反映されることとなります。本持分法適用による収益は本業績予想には織り込んでおりませんが、

判明次第適時開示基準に則り速やかにお知らせいたします。 

  

 また、平成21年11月18日付け発表の「借入に関するお知らせ」内に記載いたしました借入金の使途に関し、株式

会社ジパングへの支援については平成22年12月９日に公表しております通り取りやめております。さらに、アドア

ーズ社との提携強化に備えた戦略的資金については、上述の通り同社株式の取得に充当する予定です。その他の資

金使途については、現在、業績を向上すべく計画通り実行できるよう検討及び交渉を随時進めており、詳細等につ

いて決定いたしました際には、適時開示基準に則り速やかに公表する予定です。 

  

（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２四半期連結会計期間末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。  

  

  

   会計処理基準に関する事項の変更 

 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２四半期連結累計期間と当第２四半

期連結累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２四半期連結累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２四半期連結会計期間末
(平成22年１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 3,973,110 212,654

受取手形及び売掛金 260,634 140,236

商品及び製品 125,559 135,583

原材料及び貯蔵品 521 599

1年内回収予定の長期貸付金 700,685 －

繰延税金資産 9,004 9,523

その他 80,438 48,914

貸倒引当金 △2,631 △4,786

流動資産合計 5,147,323 542,725

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 120,209 108,922

工具、器具及び備品（純額） 56,249 49,437

土地 288,086 288,086

有形固定資産合計 464,545 446,446

無形固定資産   

のれん 135,689 151,653

その他 111 3,088

無形固定資産合計 135,801 154,741

投資その他の資産   

投資有価証券 1,131,621 956,200

破産更生債権等 1,129,854 1,140,089

繰延税金資産 1,462 363

長期貸付金 3,185,831 －

差入保証金 232,011 246,574

その他 239,250 12,378

貸倒引当金 △1,120,561 △1,129,410

投資その他の資産合計 4,799,470 1,226,196

固定資産合計 5,399,817 1,827,384

資産合計 10,547,141 2,370,109
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年１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 511,331 93,643

短期借入金 － 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 691,244 370,388

未払金 72,468 75,807

未払法人税等 4,373 16,044

賞与引当金 － 4,198

事業整理損失引当金 33,359 116,138

その他 144,302 41,352

流動負債合計 1,457,079 1,797,573

固定負債   

長期借入金 8,776,394 239,195

繰延税金負債 － 24,575

その他 207,668 81,390

固定負債合計 8,984,062 345,160

負債合計 10,441,142 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 △1,138,712 △1,190,900

自己株式 △481 △481

株主資本合計 242,300 190,113

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △138,300 36,863

評価・換算差額等合計 △138,300 36,863

新株予約権 1,999 399

純資産合計 105,999 227,375

負債純資産合計 10,547,141 2,370,109
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成22年１月31日) 

売上高 927,312 1,754,338

売上原価 863,486 1,424,235

売上総利益 63,825 330,102

販売費及び一般管理費 271,118 286,700

営業利益又は営業損失（△） △207,292 43,402

営業外収益   

受取利息 350 59,753

為替差益 － 1,736

違約金収入 3,000 7,510

雑収入 3,101 3,022

営業外収益合計 6,451 72,022

営業外費用   

支払利息 12,066 83,593

手形売却損 － 6,619

雑損失 2,946 126

営業外費用合計 15,012 90,339

経常利益又は経常損失（△） △215,853 25,085

特別利益   

投資有価証券売却益 3,060 －

貸倒引当金戻入額 4,953 10,958

前期損益修正益 1,361 11,522

事業整理損失引当金戻入額 － 28,451

その他 100 7,701

特別利益合計 9,475 58,634

特別損失   

事業整理損 214,641 －

たな卸資産評価損 7,581 －

関係会社株式売却損 12,377 －

前期損益修正損 2,238 3,922

投資有価証券評価損 － 1,542

本社移転費用 － 16,924

固定資産除却損 － 3,809

その他 251 2,183

特別損失合計 237,090 28,383

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（△）

△443,467 55,336

法人税、住民税及び事業税 5,493 3,548

法人税等調整額 － △399

法人税等合計 5,493 3,149

四半期純利益又は四半期純損失（△） △448,961 52,187
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年１月31日) 

売上高 433,428 927,978

売上原価 388,054 776,958

売上総利益 45,374 151,020

販売費及び一般管理費 112,025 149,102

営業利益又は営業損失（△） △66,650 1,917

営業外収益   

受取利息 69 59,658

為替差益 － 1,789

違約金収入 － 7,510

雑収入 1,588 1,477

営業外収益合計 1,658 70,435

営業外費用   

支払利息 6,745 73,082

手形売却損 － 5,042

雑損失 115 51

営業外費用合計 6,860 78,175

経常損失（△） △71,853 △5,823

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,791 △757

前期損益修正益 1,361 88

事業整理損失引当金戻入額 － 28,451

その他 100 123

特別利益合計 5,252 27,906

特別損失   

事業整理損 214,641 －

関係会社株式売却損 12,377 －

本社移転費用 － 15,097

固定資産除却損 － 3,809

その他 138 935

特別損失合計 227,158 19,842

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（△）

△293,759 2,240

法人税、住民税及び事業税 2,629 △7,569

法人税等調整額 － 2,122

法人税等合計 2,629 △5,447

四半期純利益又は四半期純損失（△） △296,389 7,687
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成22年１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（△）

△443,467 55,336

減価償却費 14,706 33,162

関係会社株式売却損益（△は益） 12,377 －

のれん償却額 － 15,963

違約金 △3,000 △7,510

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） 165,122 △82,779

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,953 △11,003

受取利息及び受取配当金 △350 △59,753

支払利息 12,066 83,593

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △3,060 1,542

たな卸資産評価損 7,581 －

売上債権の増減額（△は増加） △5,863 △120,397

たな卸資産の増減額（△は増加） 19,121 10,024

仕入債務の増減額（△は減少） △5,447 417,688

未払金の増減額（△は減少） △56,816 △3,338

その他 △7,151 20,085

小計 △299,136 352,614

利息及び配当金の受取額 350 45,012

利息の支払額 △11,664 △50,015

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 △328,043 331,843

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 －

投資有価証券の取得による支出 － △376,703

定期預金の払戻による収入 141,256 －

有形固定資産の取得による支出 △50,269 △58,562

有形固定資産の売却による収入 － 9,846

差入保証金の差入による支出 △2,346 △23,016

差入保証金の回収による収入 4,724 34,871

長期貸付けによる支出 － △4,000,000

長期貸付金の回収による収入 － 113,482

貸付手数料による収入 － 200,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

757,727 －

貸付債権の売却による収入 220,000 －

その他 100 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,089,711 △4,100,080

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） △300,000 △50,000

長期借入れによる収入 － 9,600,000

長期借入金の返済による支出 △361,288 △1,771,944

借入手数料の支払額 － △251,100

株式の発行による収入 805,326 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 144,038 7,526,955

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 1,736

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 905,705 3,760,455

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 1,029,596 3,973,110
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 該当事項はありません。 

  

  前第２四半期連結累計期間（自 平成20年８月１日 至 平成21年１月31日）  

  

           当第２四半期連結累計期間（自 平成21年８月１日 至 平成22年１月31日）  

（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   544,112  117,774  261,097  4,327 927,312     -  927,312

（2）セグメント間 
の売上高 

   又は振替高 
 -  -  -  - -  -  -

計  544,112  117,774  261,097  4,327 927,312    -  927,312

 営業利益 

（△：営業損失）  
 △108,318  45,807  △1,093  △2,050 △65,655 △141,636  △207,292

  

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   576,366  50,386  1,025,342  76,543  25,700  1,754,338  -  1,754,338

（2）セグメント間 
の売上高 

   又は振替高 
 -  -  51,530  -  -  51,530  △51,530  -

計  576,366  50,386  1,076,873  76,543  25,700  1,805,868  △51,530  1,754,338

 営業利益   61,276  22,074  47,625  62,665  1,513  195,155  △151,752  43,402
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  （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 

    ３．事業区分の変更  

  事業区分につきましては、前第２四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２四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２四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当社の不動産事業を当

第２四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２四半期連結累計期間の「その他の事業」は売上高が 千円及び営業利益が

千円減少しております。 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年８月１日 至 平成21年１月31日）及び当第２四半期連結累計期間

（自 平成21年８月１日 至 平成22年１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２四半期連結累計期間（自 平成20年８月１日 至 平成21年１月31日）及び当第２四半期連結累計期間

（自 平成21年８月１日 至 平成22年１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。 

  

65,340 57,550

〔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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