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1.  平成22年6月期第3四半期の業績（平成21年7月1日～平成22年3月31日） 

当社は、平成22年１月１日付で100%子会社である株式会社グローバルファクトリーを吸収合併し、非連結決算会社になっております。 

(2) 財政状態 

当社は、平成22年１月１日付で100%子会社である株式会社グローバルファクトリーを吸収合併し、非連結決算会社になっております。  

(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6月期第3四半期 7,797 ― 19 ― 66 ― 111 ―
21年6月期第3四半期 7,728 ― 132 ― 198 ― 98 ―

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3四半期 5,970.83 ―
21年6月期第3四半期 5,268.06 ―

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3四半期 5,522 1,133 20.5 60,457.03
21年6月期 4,796 1,021 21.3 54,486.20

（参考） 自己資本   22年6月期第3四半期  1,133百万円 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 ― 0.00 ―
22年6月期 

（予想）
0.00 0.00

3.  平成22年6月期の業績予想（平成21年7月1日～平成22年6月30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  無  
当社は、平成22年１月１日付で100%子会社である株式会社グローバルファクトリーを吸収合併し、非連結決算会社になったことから、業績予想の対前期増
減率につきましては参考数値とならないため、記載を省略しております。 

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 10,400 ― 83 ― 128 ― 70 ― 3,732.14



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  

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） 

(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6月期第3四半期 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3四半期  303株 21年6月期  303株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年6月期第3四半期 18,756株 21年6月期第3四半期 18,756株

※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、業績予想につきましては、４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。 



 当第３四半期累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、依然として厳しい状況が続いております。 

 このような経営環境のもと、当社は平成22年１月１日付で連結子会社であった株式会社グローバルファクトリーを

吸収合併し、経営資源を集中させ全社的なコスト削減及び経営効率の向上に注力いたしました。 

 以上の結果、当第３四半期累計期間の売上高は 百万円、営業利益は 百万円、経常利益は 百万円、四半期

純利益は 百万円となりました。 

 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による店

舗設備の強化を実施いたしました。 

 新たな試みとしましては、複合カフェ業界において未開拓な年齢層であるシニア層をターゲットとした割引サービ

スや、一部店舗におきましては、「明るく」「開放的」「子供からお年寄りまで」というイメージの交流スペースと

して「コミュニティエリア」の新設を実施するなど、顧客年齢層の拡充に注力いたしました。 

 また、新規フランチャイジーによる出店数が計画未達となったものの、Ｍ＆Ａ等による店舗の買受により直営店が

増加した結果、当第３四半期累計期間末時点での店舗数は 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

ニア割引及びパパ・ママ応援ショップへの協賛（当第３四半期累計期間末時点ではＴＶゲームショップ桃太郎の直営

店舗全てが対象店舗）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最新ゲーム機本体の値下げ等により、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。 

  

＜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。 

  

  

 当第３四半期会計期間末の総資産は、 百万円となり、前事業年度末と比較して 百万円増加いたしました。

流動資産につきましては、主に売掛金は増加したものの、現金及び預金が減少したことなどにより 百万円減少い

たしました。固定資産につきましては、 百万円増加いたしました。これは主に当社の連結子会社であった株式会

社グローバルファクトリーとの合併による増加であります。 

 負債合計につきましては、 百万円となり、前事業年度末と比較して 百万円増加いたしました。これは主に

当社の連結子会社であった株式会社グローバルファクトリーとの合併による増加であります。 

 純資産につきましては、 百万円となり、前事業年度末と比較して 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。 

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

7,797 19 66

111

171 46 125

２．財政状態に関する定性的情報

5,522 726

159

886

4,388 614

1,133 111

111



  

  

 平成22年６月期の業績予想につきましては、現時点では、平成22年１月28日付「業績予想の修正に関するお知ら

せ」にて公表いたしました業績予想に変更はございません。 

  

  

   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３四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業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、前事業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 

      繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、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ので、前事業年度において使用したタックス・プランニングを利用する方法

     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３四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、住民税及び事業税に含めて表示しております。 

 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

（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３四半期会計期間末 
(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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 943,955 1,153,041

受取手形及び売掛金 204,445 155,169

商品及び製品 426,723 422,719

原材料及び貯蔵品 123,995 138,745

その他 187,655 176,724

貸倒引当金 △1,391 △1,057

流動資産合計 1,885,385 2,045,342

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 869,241 694,316

車両運搬具（純額） 221 398

工具、器具及び備品（純額） 330,543 362,247

土地 1,097,705 219,335

建設仮勘定 563 563

有形固定資産合計 2,298,275 1,276,861

無形固定資産   

のれん 56,248 29,618

その他 51,549 22,295

無形固定資産合計 107,798 51,913

投資その他の資産   

敷金 831,249 782,712

その他 433,986 715,351

貸倒引当金 △33,865 △75,608

投資その他の資産合計 1,231,370 1,422,455

固定資産合計 3,637,444 2,751,231

資産合計 5,522,829 4,796,573



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(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６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 283,542 238,979

短期借入金 862,500 991,669

1年内返済予定の長期借入金 726,870 497,755

1年内償還予定の社債 66,800 500,000

未払法人税等 30,690 44,032

引当金 53,900 248,917

その他 348,599 405,547

流動負債合計 2,372,903 2,926,900

固定負債   

社債 233,200 －

長期借入金 1,516,634 704,758

その他 266,160 142,971

固定負債合計 2,015,994 847,729

負債合計 4,388,897 3,774,630

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 △387,972 △499,961

自己株式 △23,969 △23,969

株主資本合計 1,133,932 1,021,943

純資産合計 1,133,932 1,021,943

負債純資産合計 5,522,829 4,796,573



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 7,797,210

売上原価 6,341,029

売上総利益 1,456,181

販売費及び一般管理費 1,436,297

営業利益 19,883

営業外収益  

受取利息 4,085

賃貸用固定資産収入 3,900

販売手数料収入 96,552

その他 1,462

営業外収益合計 106,000

営業外費用  

支払利息 44,831

賃貸用固定資産原価 2,926

貸倒引当金繰入額 6,666

その他 4,939

営業外費用合計 59,363

経常利益 66,520

特別利益  

固定資産売却益 41,133

貸倒引当金戻入額 8,798

債務保証損失引当金戻入額 41,209

その他 10,160

特別利益合計 101,302

特別損失  

固定資産売却損 13,512

固定資産除却損 5,484

店舗閉鎖損失 723

減損損失 9,170

その他 323

特別損失合計 29,215

税引前四半期純利益 138,607

法人税、住民税及び事業税 26,617

法人税等追徴税額 1

法人税等合計 26,618

四半期純利益 111,988



（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 2,606,729

売上原価 2,064,530

売上総利益 542,198

販売費及び一般管理費 447,277

営業利益 94,920

営業外収益  

受取利息 1,141

販売手数料収入 34,082

その他 190

営業外収益合計 35,414

営業外費用  

支払利息 16,648

貸倒引当金繰入額 6,666

その他 689

営業外費用合計 24,005

経常利益 106,330

特別利益  

固定資産売却益 446

貸倒引当金戻入額 3,581

その他 85

特別利益合計 4,113

特別損失  

固定資産売却損 255

固定資産除却損 2,954

特別損失合計 3,209

税引前四半期純利益 107,233

法人税、住民税及び事業税 9,060

法人税等合計 9,060

四半期純利益 98,172



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年７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 138,607

減価償却費 252,874

減損損失 9,170

のれん償却額 17,033

賞与引当金の増減額（△は減少） 34,500

貸倒引当金の増減額（△は減少） △41,409

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △34,062

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △41,209

長期貸付金等の地代家賃相殺額 19,536

受取利息及び受取配当金 △4,085

支払利息 44,831

固定資産売却損益（△は益） △27,620

固定資産除却損 5,484

店舗閉鎖損失 723

売上債権の増減額（△は増加） △49,276

たな卸資産の増減額（△は増加） 10,745

仕入債務の増減額（△は減少） 44,563

その他 △52,061

小計 328,345

利息及び配当金の受取額 1,334

利息の支払額 △49,727

法人税等の支払額 △34,925

法人税等の還付額 387

営業活動によるキャッシュ・フロー 245,413

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） 4,000

有形固定資産の取得による支出 △194,727

有形固定資産の売却による収入 49,599

無形固定資産の取得による支出 △49,058

貸付けによる支出 △60,000

敷金の差入による支出 △36,259

敷金の回収による収入 50,735

長期預り金の受入による収入 1,850

長期預り金の返還による支出 △3,000

その他 △880

投資活動によるキャッシュ・フロー △237,740

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 1,900,000

短期借入金の返済による支出 △2,029,169

長期借入れによる収入 635,000

長期借入金の返済による支出 △529,454

社債の発行による収入 300,000

社債の償還による支出 △500,000

配当金の支払額 △485

財務活動によるキャッシュ・フロー △224,108

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △216,434

現金及び現金同等物の期首残高 632,774

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 11,335

現金及び現金同等物の四半期末残高 427,675



 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

   

  当第３四半期会計期間から、賃貸用不動産として保有していた物件（建物：48,698千円 土地：161,902千円）につ 

 いては、連結子会社であった株式会社グローバルファクトリーとの合併に伴う事業方針の変更に伴い、投資その他の資

 産の「賃貸用固定資産」から有形固定資産の「建物及び構築物」及び「土地」へ振り替えております。 

  これにより、当第３四半期会計期間から、従来営業外収益及び営業外費用に計上していた賃貸用固定資産収入及び賃

 貸用固定資産原価は、売上及び売上原価に変更しております。 

  これに伴い、当第３四半期累計期間の売上高は1,080千円、売上原価は1,458千円増加し、売上総利益及び営業利益 

 は、それぞれ378千円減少しております。  

  

    

（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

【追加情報】



 被合併会社である株式会社グローバルファクトリー（連結子会社）と平成22年３月31日で連結した場合の四半期連

結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書は以下のとおりです。  

（１）四半期連結損益計算書 

  

６．その他の情報

  当第３四半期連結累計期間 

            科目 （自 平成21年７月１日 

   至 平成22年３月31日） 

区分 金額（千円） 

売上高 7,977,874

売上原価 6,453,990

売上総利益 1,523,883

販売費及び一般管理費 1,450,199

営業利益 73,683

営業外収益   

 受取利息 3,481

 賃貸用固定資産収入 3,900

 販売手数料収入 96,552

 その他 1,534

 営業外収益合計 105,470

営業外費用   

 支払利息 57,075

 賃貸用固定資産原価 2,926

 その他 11,605

 営業外費用合計 71,607

経常利益 107,546

特別利益   

 固定資産売却益 41,133

 貸倒引当金戻入額 8,848

 その他 10,384

 特別利益合計 60,367

特別損失   

 固定資産売却損 13,512

 固定資産除却損 5,484

 店舗閉鎖損失 723

 減損損失 9,170

 その他 323

 特別損失合計 29,215

税金等調整前四半期純利益 138,697

法人税、住民税及び事業税 26,707

法人税等追徴税額 1

法人税等合計 26,708

四半期純利益 111,988

    



（２）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  

  当第３四半期連結累計期間 

  （自 平成21年７月１日 

   至 平成22年３月31日） 

区分 金額（千円） 

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 138,697

 減価償却費 257,473

 減損損失 9,170

 のれん償却額 17,033

 賞与引当金の増減額（△は減少） 34,500

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △ 41,859

 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △ 40,887

 長期貸付金等の地代家賃相殺額 20,528

 受取利息及び受取配当金 △ 3,481

 支払利息 57,075

 固定資産売却損益（△は益） △ 27,620

 固定資産除却損 5,484

 店舗閉鎖損失 723

 売上債権の増減額（△は増加） △ 50,160

 たな卸資産の増減額（△は増加） 10,745

 仕入債務の増減額（△は減少） 44,579

 その他 △ 53,525

    小計 378,476

 利息及び配当金の受取額 731

 利息の支払額 △ 61,138

 法人税等の支払額 △ 35,470

 法人税等の還付額 387

 営業活動によるキャッシュ・フロー 282,986

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） 4,000

 有形固定資産の取得による支出 △ 194,727

 有形固定資産の売却による収入 49,599

 無形固定資産の取得による支出 △ 49,058

 敷金の差入による支出 △ 36,259

 敷金の回収による収入 50,735

 長期預り金の受入による収入 1,850

 長期預り金の返還による支出 △ 3,000

 その他 △ 880

 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 177,740

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 1,900,000

 短期借入金の返済による支出 △ 2,029,169

 長期借入れによる収入 635,000

 長期借入金の返済による支出 △ 629,394

 社債の発行による収入 300,000

 社債の償還による支出 △ 500,000

 配当金の支払額 △ 485

 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 324,048

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 218,802

現金及び現金同等物の期首残高 646,477

現金及び現金同等物の四半期末残高 427,675
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