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1.  平成22年12月期第1四半期の業績（平成22年1月1日～平成22年3月31日） 

（注）潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

(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12月期第1四半期 2,413 △16.4 25 △91.2 15 △94.3 △80 ―

21年12月期第1四半期 2,887 ― 282 ― 273 ― 144 ―

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12月期第1四半期 △8.16 ―

21年12月期第1四半期 14.52 ―

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12月期第1四半期 18,100 10,975 60.6 1,105.88
21年12月期 18,644 11,175 59.9 1,126.04

（参考） 自己資本   22年12月期第1四半期  10,973百万円 21年12月期  11,173百万円

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  

（注）平成22年12月期の１株当たり期末配当金は未定です。 

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12月期 ― 12.00 ― 12.00 24.00

22年12月期 ―

22年12月期 
（予想）

0.00 ― ― ―

3.  平成22年12月期の業績予想（平成22年1月1日～平成22年12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

5,170 △8.5 185 △52.8 165 △55.2 42 △69.9 4.23

通期 10,400 △5.9 248 △47.8 209 △50.9 3 △97.2 0.30



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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。 

(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） 

（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) 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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期第1四半期 10,728,000株 21年12月期  10,728,000株

② 期末自己株式数 22年12月期第1四半期  804,914株 21年12月期  804,914株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年12月期第1四半期  9,923,086株 21年12月期第1四半期  9,923,086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条件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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．業績予想に関する定
性的情報をご覧下さい。 
 また、現時点では期末配当金については未定であります。配当予想額の開示は、平成22年12月期第２四半期決算短信において開示する予定です。 



 当第１四半期会計期間（平成22年１月１日～平成22年３月31日）におけるわが国経済は、政府の経済対策等により

一部で持ち直しの動きが見られるものの、企業業績や雇用情勢の悪化、設備投資の抑制や節約志向の高まりによる個

人消費の低迷等、引き続き厳しい状況で推移しました。 

 このような経済状況のもとで当社は、お客様に「ウェアハウスに行けば何か楽しい事に出会える」と思って頂ける

よう、引き続き顧客第一主義の接客に取り組んでまいりました。 

 レンタル部門売上高につきましては、景気の先行き不透明感や雇用不安などから個人消費が抑制されたと推測さ

れ、セールの効果で客数は増加したものの前年売上高を越えることが出来ず前年同期比14.0％減少し、902百万円と

なりました。また、アミューズメント施設部門売上高につきましては、平成22年１月末に閉鎖したボウリングウェア

ハウス入谷店の影響や、客数が減少したことなどから既存店売上高が減少し、前年同期比17.8％減少の1,511百万円

となり、その結果、全体として売上高は前年同期比16.4％減少し、2,413百万円となりました。 

 利益につきましては、売上高減少等の影響により、経常利益15百万円（前年同期比94.3％減少）、アミューズメン

ト機器の入替えによる除売却損の影響により、四半期純損失は80百万円（前年同期は四半期純利益144百万円）とな

りました。 

  

  

（１）資産、負債及び純資産の状況  

 当第１四半期会計期間末の総資産は18,100百万円となり、前事業年度末と比較して543百万円の減少となりまし

た。これは主に、長期借入金の返済、社債の償還及び配当金の支払い等による現金及び預金の減少、アミューズメン

ト機器を始めとした固定資産の減価償却等によるものです。 

 また、当第１四半期会計期間末の負債は7,124百万円となり、前事業年度末と比較して343百万円の減少となりまし

た。これは主に、長期借入金の返済及び社債の償還等によるものです。 

 当第１四半期会計期間末の純資産は10,975百万円となり、前事業年度末と比較して200百万円の減少となりまし

た。これは、四半期純損失及び配当金の支払いによる利益剰余金の減少によるものです。 

（２）キャッシュ・フローの状況 

 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2,223百万円となり、前事業 

年度末と比較して436百万円の減少となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期会計期間において、営業活動の結果得られた資金は270百万円となりました。これは主に税引前四 

半期純損失76百万円、減価償却費424百万円、未払金の減少額139百万円、未払消費税等の減少額103百万円によるも

のです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期会計期間において、投資活動の結果使用した資金は203百万円となりました。これは主にアミュー 

ズメント施設等に係る有形固定資産の取得による支出225百万円、敷金及び保証金の回収による収入27百万円による 

ものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期会計期間において、財務活動の結果使用した資金は503百万円となりました。これは長期借入金の返

済による支出247百万円、社債の償還による支出148百万円、配当金の支払額108百万円によるものです。 

  

 業績予想につきましては、今後の事業環境及び第２四半期会計期間の進捗状況を見極める必要があるため、前回予

想（平成22年１月28日公表）を修正いたしませんが、見直しが必要であると判断した時点で速やかに開示いたしま

す。 

  

【定性的情報・財務諸表等】

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報

３．業績予想に関する定性的情報



①簡便な会計処理  

 繰延税金資産の回収可能性の判断については、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場合には、前事業年度決算において使用した将来の業績予想やタックス・

プランニングを利用する方法によっており、前事業年度末以降に経営環境等、又は、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は、前事業年度決算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。 

②四半期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１四半期会計期間を含む事業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。 

  

・会計処理基準に関する事項の変更 

 当社は、前事業年度の第３四半期会計期間より、通常の販売目的で保有する商品及び貯蔵品について 終仕

入原価法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）から先入先出法

による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に変更したため、前第１

四半期会計期間と当第１四半期会計期間でたな卸資産の評価基準及び評価方法が異なっております。 

 なお、前第１四半期会計期間に変更後の方法を適用した場合の、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利

益に与える影響は軽微であります。  

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

（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



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22年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,223,144 2,659,388

商品 68,207 99,095

貯蔵品 13,853 16,532

前払費用 124,967 121,312

繰延税金資産 36,783 36,783

未収還付法人税等 129,008 130,462

立替金 15,065 15,149

その他 10,517 10,236

流動資産合計 2,621,547 3,088,958

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 7,507,788 7,646,757

構築物（純額） 520,897 533,361

アミューズメント機器（純額） 1,637,326 1,548,999

工具、器具及び備品（純額） 421,233 445,360

土地 2,674,150 2,674,150

建設仮勘定 49,769 6,300

有形固定資産合計 12,811,166 12,854,929

無形固定資産   

ソフトウエア 8,004 7,038

電話加入権 5,529 5,529

無形固定資産合計 13,533 12,567

投資その他の資産   

敷金及び保証金 1,594,822 1,623,131

長期前払費用 19,067 20,467

投資不動産（純額） 883,798 887,576

繰延税金資産 156,561 156,561

投資その他の資産合計 2,654,249 2,687,736

固定資産合計 15,478,949 15,555,233

資産合計 18,100,496 18,644,191



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 133,634 172,341

1年内返済予定の長期借入金 978,640 978,640

1年内償還予定の社債 484,000 484,000

未払金 631,250 505,548

未払費用 163,544 107,093

未払消費税等 34,315 149,818

預り金 23,211 40,241

前受収益 4,515 4,515

賞与引当金 30,000 －

流動負債合計 2,483,111 2,442,197

固定負債   

社債 897,000 1,045,500

長期借入金 2,829,940 3,077,000

長期未払金 14,836 14,836

退職給付引当金 231,623 213,364

長期預り保証金 668,200 675,460

固定負債合計 4,641,599 5,026,160

負債合計 7,124,710 7,468,357

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,276,609 1,276,609

資本剰余金   

資本準備金 1,335,650 1,335,650

その他資本剰余金 1,177 1,177

資本剰余金合計 1,336,827 1,336,827

利益剰余金   

利益準備金 65,395 65,395

その他利益剰余金   

別途積立金 4,000 4,000

繰越利益剰余金 8,855,894 9,055,942

その他利益剰余金合計 8,859,894 9,059,942

利益剰余金合計 8,925,289 9,125,338

自己株式 △564,997 △564,997

株主資本合計 10,973,728 11,173,776

新株予約権 2,057 2,057

純資産合計 10,975,786 11,175,834

負債純資産合計 18,100,496 18,644,191



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 2,887,322 2,413,646

売上原価 1,073,680 910,891

売上総利益 1,813,641 1,502,754

販売費及び一般管理費 1,530,649 1,477,724

営業利益 282,992 25,029

営業外収益   

受取利息 16 5

受取ロイヤリティー 1,800 1,200

協賛金収入 3,809 －

レンタル延滞金収入 706 －

不動産賃貸料 403 9,842

その他 6,344 5,748

営業外収益合計 13,080 16,796

営業外費用   

支払利息 22,140 22,542

不動産賃貸原価 － 3,778

その他 44 16

営業外費用合計 22,185 26,338

経常利益 273,887 15,488

特別利益   

固定資産売却益 1,175 140

特別利益合計 1,175 140

特別損失   

固定資産売却損 8,864 20,216

固定資産除却損 21,154 70,862

その他 － 1,520

特別損失合計 30,019 92,598

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 245,043 △76,970

法人税等 101,003 4,001

四半期純利益又は四半期純損失（△） 144,040 △80,971



（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21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３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
（△）

245,043 △76,970

減価償却費 563,438 424,574

賞与引当金の増減額（△は減少） 39,000 30,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 21,269 18,259

受取利息 △16 △5

支払利息 22,140 22,542

固定資産売却損益（△は益） 7,689 20,076

固定資産除却損 21,154 70,862

たな卸資産の増減額（△は増加） 36,209 33,567

その他の資産の増減額（△は増加） 3,544 △4,647

仕入債務の増減額（△は減少） △17,902 △38,706

未払金の増減額（△は減少） △214,426 △139,737

未払費用の増減額（△は減少） 39,950 56,779

未払又は未収消費税等の増減額 182,259 △103,214

その他の負債の増減額（△は減少） △8,670 △12,241

小計 940,683 301,138

利息の受取額 16 5

利息の支払額 △24,429 △22,850

役員退職慰労金の支払額 △32,576 －

法人税等の支払額 △104,568 △7,336

営業活動によるキャッシュ・フロー 779,126 270,956

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △813,084 △225,495

有形固定資産の売却による収入 15,340 6,498

無形固定資産の取得による支出 △1,219 △2,175

敷金及び保証金の差入による支出 － △2,265

敷金及び保証金の回収による収入 4,338 27,876

預り保証金の返還による支出 △735 △7,260

預り保証金の受入による収入 100,000 －

その他 △1,260 △605

投資活動によるキャッシュ・フロー △696,621 △203,425

財務活動によるキャッシュ・フロー   

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 △172,040 △247,060

社債の償還による支出 △148,500 △148,500

配当金の支払額 △125,470 △108,215

財務活動によるキャッシュ・フロー △146,010 △503,775

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △63,505 △436,244

現金及び現金同等物の期首残高 1,568,756 2,659,388

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,505,251 2,223,144



 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



 （注）１．数量については、品目が多岐にわたり表示が困難であるため、記載を省略しております。 

２．レンタル部門における「その他」は、主として年会費収入であります。 

３．アミューズメント施設部門における「その他」は、主としてボウリング収入、自動販売機収入、ネットカ

フェ収入及びカラオケ収入であります。 

４．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

５．上記売上高には、消費税等は含まれておりません。 

  

６．その他の情報

  品目別売上高表 

部門 

前第１四半期累計期間
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年３月31日）

当第１四半期累計期間
（自 平成22年１月１日 

至 平成22年３月31日）

（参考）前事業年度 
（平成21年12月期） 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ レンタル部門                

ビジュアル    834,383    698,703       3,325,767 

オーディオ     185,801    175,290       712,934 

その他     28,928    28,013       119,958 

部門合計    1,049,114    902,007       4,158,660 

Ⅱ アミューズメント施
設部門                

ゲーム    1,763,213   1,429,323     6,565,801 

その他    74,994    82,314     325,365 

部門合計    1,838,208    1,511,638      6,891,166 

合計    2,887,322    2,413,646       11,049,826 
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