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

（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。 

(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。 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年7月期 3,948 129.5 209 ― 194 ― 212 ―

21年7月期 1,720 △23.8 △319 ― △312 ― △669 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年7月期 279.34 277.43 72.9 3.1 5.3
21年7月期 △1,197.13 ― △473.2 △14.1 △18.5

（参考） 持分法投資損益 22年7月期  40百万円 21年7月期  ―百万円

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 10,340 361 3.4 471.96
21年7月期 2,370 227 9.6 296.99

（参考） 自己資本   22年7月期  355百万円 21年7月期  227百万円

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 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年7月期 349 △5,225 7,190 2,527
21年7月期 △599 △291 979 212

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年7月期 ― ― ― ― ― ― ― ―

22年7月期 ― ― ― ― ― ― ― ―

23年7月期 
（予想）

― ― ― ― ― ―

3.  23年7月期の連結業績予想（平成22年8月1日～平成23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）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

第2四半期 
連結累計期間

1,640 △6.5 100 130.4 100 298.6 96 84.0 127.47

通期 4,100 3.8 260 24.1 300 53.9 290 36.5 385.06
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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  

（注）詳細は、10ページ「２．企業集団の状況」をご覧ください。 

(2) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）詳細は、1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、52ページ「1株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 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

）

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7月期 451,760株 21年7月期 451,760株

② 期末自己株式数 22年7月期  11,138株 21年7月期  2株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年7月期の個別業績（平成21年8月1日～平成22年7月31日） 

（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。 

(2) 個別財政状態 

（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) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年7月期 930 540.3 243 ― 318 ― 710 ―

21年7月期 145 △25.0 △111 ― △108 ― △1,285 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年7月期 929.57 923.27
21年7月期 △2,297.96 ―

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 8,888 811 9.1 1,054.15
21年7月期 2,187 132 6.1 172.82

（参考） 自己資本 22年7月期  805百万円 21年7月期  132百万円

※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。 
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(1) 経営成績に関する分析 

  

①当連結会計年度の経営成績 

当連結会計年度における我が国の経済は、一部の企業を中心に業績回復の兆しが見られるものの、依然として経済の先

行きは不透明な状態が続き、将来不安に起因する節約志向の高まりから個人消費は低迷し、企業を取り巻く環境は非常に

厳しい状況下で推移いたしました。レジャー業界におきましても消費低迷の影響は大きく、来店客数の減少や客単価の落

ち込み等により業界全体の収益が低迷する中、さらに企業間の競争が激化しており、今後においてはこれまで業界を支え

てきた中小事業者をはじめ、大手をも巻き込んだ業界全体の淘汰・再編を含んだ大きな転換期を迎えるであろうと考えて

おります。 

このような事業環境の中、当社グループ（当社及び当社連結子会社）では、当連結会計年度における大きな経営判断と

して、当社グループの資本・業務提携企業であり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）と協業を行なうにつれ相互関係も深化する中、より一層の提携関係の強化を図るために平成21年９月14日付けにて資

本・業務提携契約の変更の覚書を締結いたしました。さらに、この提携関係を維持しながらシナジーの創出を継続的に行

っていくことを目的として、平成22年３月19日付けにて当社が第三者割当の引受先としてアドアーズ社が保有する同社株

式（自己株式）の一部を取得いたしました。これにより、当社の同社株式保有比率がそれまでに保有していたものも含め

24.9%（総株主等の議決権に占める割合）となり、平成22年３月31日付けにて同社を持分法適用関連会社とし、以後、ア

ドアーズ社の業績を当社の連結会計に反映することで、当社の財務基盤の強化、ひいては企業価値の一層の向上が図れる

ものと考えております。 

また、アミューズメント機器用景品の販売事業におきましては、アドアーズ社からの一括受注による取引高増加に加

え、人員体制見直しにより営業力強化を行い、営業範囲をさらに拡大し新規取引先の獲得に努めました。 

一方、既存店舗施設におきましては、新業態店舗である「ＪＪＣＯＩＮＳ」（ジェイジェイコインズ）を前連結会計年

度中に出店のなんば店に続き、平成22年５月28日付けで東京都中野区へ出店いたしました。当連結会計年度におきまして

は、この新店舗を含め、引き続きサービスの質を向上させるべく人財育成による運営力強化に注力いたしました。 

さらに、当社財務面においては、上述のアドアーズ社との提携に係る戦略的資金のほか当社独自の成長戦略に必要であ

る前向きな投資に必要な資金について、金融機関より93億円の調達に成功し、当該資金の有効活用による業績のさらなる

向上に努めました。 

その結果、当連結会計年度の売上高は3,948百万円（前連結会計年度1,720百万円)、営業利益は209百万円（前連結会計

年度△319百万円）、経常利益は194百万円（前連結会計年度△312百万円）、当期純利益は212百万円（前連結会計年度

△669百万円）となり、平成17年７月期以来の黒字化を達成いたしました。 

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いては、当社連結子会社である株式会社ネクストジャパン（以下、ネクストジャパ

ン）では、時間消費型会員制レジャー施設の「ＪＪＣＬＵＢ１００」（ジェイジェイクラブイチマルマル）及びプレイ

毎に利用料を課金する複合レジャー施設の「ＪＪ遊’ｓ」（ジェイジェイユーズ）、クレーンゲーム機を中心に通信型

ビデオゲーム機等で売場構成した繁華街型アミューズメント施設の「ＪＪＣＯＩＮＳ」を、また同じく当社連結子会社

の株式会社ブレイク（以下、ブレイク）では、都心駅前立地型アミューズメント施設の「ＧＯＬＤＥＮ」（ゴールデ

ン）をそれぞれ運営しております。当連結会計年度においては、両子会社事業のシナジー効果をより高めるため、既存

社員の再配置などによる組織活性化を図りながら運営改善を推し進め、グループ横断的な施策を行なってまいりまし

た。さらに、店舗従業員の継続的な教育及び店舗設備の営繕、故障機器の迅速な修理などを実施することによりサービ

ス力の強化とコストコントロールを徹底し、収益体質への転換と店舗運営力の強化に努めました。 

このような状況の中、当連結会計年度において、ネクストジャパン運営の「ＪＪＣＬＵＢ１００」にて１店舗の閉店

がありましたが、平成22年５月28日には、大阪なんば店に引き続き、高収益店舗である新ブランド店舗「ＪＪＣＯＩＮ

Ｓ」の関東１号店となる「ＪＪＣＯＩＮＳ」中野店を東京都中野区にオープンいたしました。これにより、当連結会計

年度末での直営店舗数は７店舗となり、当連結会計年度におけるインドアレジャー直営事業の売上高は1,111百万円

（前連結会計年度比111.1％、前連結会計年度末直営店舗数７店舗）となりました。 

今後においても繁華街立地の新規出店候補地を積極的に開拓し、出店計画を進めると同時に、アドアーズ社との提携

によるシナジー効果を 大限に高めるべく、アミューズメント機器用景品等の一括仕入れによるコストダウンやノウハ

ウの享受による運営改善に加え、新業態開発やその他協業施策の検討などに努めてまいります。 

  

（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いては、当連結会計年度期初より出店済みのフランチャイズ加盟企業とフ

ランチャイズ本部である当社グループとの間において、双方の一層の利益向上を図るべく、今後のパートナーシップの

１．経営成績
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在り方について協議を進めてまいりましたが、この度、双方にとってコスト圧縮を実現するパートナーシップの構築

について合意いたしました。これに伴い、当社の本事業での売上高は縮小いたしますが、それ以上の低コスト運営を実

現いたしました。なお、フランチャイズ加盟企業とのフランチャイズ加盟契約は継続しておりますので、引き続き双方

にとってメリットのある関係を続けてまいります。 

なお、当連結会計年度において２店舗の閉店があったため、当連結会計年度末のフランチャイズ店舗数は４店舗とな

り、インドアレジャーフランチャイズ事業の売上高は52百万円（前連結会計年度比26.3％、前連結会計年度末フランチ

ャイズ店舗数６店舗）となりました。 

  

（販売事業） 

当社連結子会社であるブレイクにおいては、アミューズメント機器用景品の企画・製造・販売等を行っております。

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

品調達先の開拓及び自社オリジナル商品の製作により仕入れコストを圧縮し収益向上を図っております。また、オリジ

ナル商品の企画・製造・販売を一貫して行なうことにより顧客に対しより魅力あるサービスの提供に努め、他社との差

別化を図り収益向上に努めております。 

また、ブレイクはアドアーズ社とアミューズメント機器用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、同社に対しクレーンゲーム機の運営に関する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の

アミューズメント機器用景品の取扱量が増加した際には、ブレイクから同社への販売量も増加し、結果的に当社の収益

向上が見込めるものであります。現在、アドアーズ社との提携関係におきましては、実務者同士での意見交換や情報共

有、各種合同企画会議等の人的交流により、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、当連結会計年度における販売事業の売上高は1,930百万円（前連結会計年度比789.6％）となりました。 

今後においても、アドアーズ社との提携を基盤に更なる販売促進及び事業拡大、並びにその他新規顧客の開拓等によ

り、アミューズメント機器用景品の販売事業を当社グループの主要な収益の柱として確立し、一層の事業基盤の強化を

図ってまいります。 

  

（不動産事業） 

不動産事業においては、以前は「その他事業」に含めておりましたが保有資産が増加したため前第４四半期連結会計

期間（平成21年５月１日～平成21年７月31日）よりセグメント情報において個別の記載をいたしております。 

当連結会計年度における不動産事業の売上は、賃料収入による収益及び不動産売買の仲介手数料に加え、不動産の仕

入れ販売によって得た不動産売買益により757百万円（前連結会計年度比7725.5％）となりました。 

今後においても、調達資金の有効活用により、不動産案件のみならず有価証券や金融商品等へも広く投資案件を検討

し収益の向上に努めてまいります。また、資本・業務提携企業であるアドアーズ社と当第４四半期連結会計期間（平成

22年５月１日～平成22年７月31日）において、収益案件に対する共同投資を目的とした合弁会社を設立いたしました。

これにより、お互いに単独で投資するのと比べ、リスク分散効果と相互のノウハウ投入による機動的な投資が可能にな

るものと考えております。 

  

（その他の事業） 

当社グループにおいては、会員向けサービスとしてデジタルコンテンツ配信事業等に取り組んでおります。引き続

き、当社グループが運営する施設の会員様には、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

てまいります。 

また、これまでの物件開発や出店により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、当連結

会計年度より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。 

その結果、上記事業と広告収入等を含めた当連結会計年度におけるその他の事業の売上高は97百万円（前連結会計年

度比1527.2％）となりました。 

  

② 次期の見通し 

当連結会計年度においては、前連結会計年度より実施してまいりました不採算店舗の撤退と既存店舗の運営力強化、並

びに全社的なコストコントロール及び株式会社ブレイクが新たに当社グループに加わったこと、また、不動産事業による

収益が増加し収益力が高まった結果、平成17年７月期以来の黒字となりました。 

次期の見通しについては、当社グループはグループ会社間での経営資源の有効活用など、より効率的な経営を行うと共

に、アドアーズ社との提携によるシナジー効果を 大限に創出すべくあらゆる協力関係の構築を模索し、業界での優位性

を高められるよう努めてまいります。 

アミューズメント店舗においては、継続的な運営力改善と営繕の実施に加え、アミューズメント機器用景品に関しても

当社オリジナル商品を中心に多種多様な商品を取り揃えることにより、顧客にとって魅力ある店舗づくりを行い、高い集

客力を実現し収益力の向上を図ってまいります。 
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アミューズメント機器用景品の販売においては、営業網の拡大による新規取引先開拓に加え、オリジナル商品の強化と

商品ラインアップの拡充により販売量の大幅な増加を図ります。また、アドアーズ社との取引と同様に、オペレーターに

対してアミューズメント機器用景品を一括で販売する手法を他社へも応用することにより、さらなる収益の向上を図って

まいります。 

既存事業における施策を進める一方、手元資金の有効活用による不動産や金融商品などの収益案件への投資を随時検討

し、本業であるインドアレジャー事業及び販売事業を補完し本部コストの吸収を図り、より効率的な運営を行い、安定し

た経営基盤の確立を目指してまいります。 

また、平成22年６月14日付けの「当社グループ組織再編に伴う子会社間の合併に関するお知らせ」にて開示いたしま

したように、平成22年８月1日付けにて当社連結子会社である株式会社ネクストジャパンと株式会社ブレイクを合併いた

しました。これにより、両社で重複していた管理業務や営業体制の効率化によるコスト削減、また、両社間で分断されて

いた業務や人的リソースの有効活用を進めることが可能になるとともに、両社に分散されていたキャッシュ・フローや営

業資産についても効率よく運営でき、経営全般にわたる合理化を図れるものと考えております。 

以上の事業環境と経営計画に基づき、平成23年７月期の連結業績見通しにつきましては、売上高4,100百万円（前連結

会計年度比3.8％増）、営業利益260百万円（前連結会計年度比24.1％増）、経常利益300百万円（前連結会計年度比

53.9％増）、当期純利益290百万円（前連結会計年度比36.5％増）を見込んでおります。 

  

（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

業績予想のみに全面的に依拠して投資判断を下す事は、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事をご承知おきください。 

   

  

(2) 財政状態に関する分析 

  

① 資産、負債及び純資産の状況 

 総資産につきましては、前連結会計年度末と比較して7,970百万円増加して10,340百万円となりました。これは主

として、借入れによる現金及び預金の増加2,314百万円、受取手形及び売掛金の増加220百万円、並びに関係会社株式の

増加2,543百万円と長期貸付金の増加2,815百万円等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7,836百万円増加して9,979百万円となりました。これは主とし

て、支払手形及び買掛金の増加338百万円、関係会社短期借入金の減少1,030百万円及び1年内返済予定の長期借入金の

増加167百万円と長期借入金の増加8,354百万円等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134百万円増加して361百万円となりました。これは主として利

益剰余金の増加212百万円及び自己株式の増加46百万円等によるものであります。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度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2,314百万円増

加し2,527百万円になりました。 

また、当連結会計年度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349百万円となりました。これは主として税金等調整前当期純利益233百万円と売上債

権の増加220百万円及び仕入債務の増加338百万円、並びに利息及び配当金の受取額265百万円と利息の支払額232百万円

等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5,225百万円となりました。これは主として長期貸付けによる支出4,000百万円と関係

会社株式の取得による支出1,752百万円及び長期貸付金の回収による収入460百万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7,190百万円となりました。これは主にとして長期借入れによる収入9,636百万円と長

期借入金の返済による支出2,143百万円及び借入手数料の支払額251百万円等によるものであります。 
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   なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりであります。 

（注）自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株価時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※１．いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

２．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

  ３．有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としており

ます。また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

  

  

(3) 利益配分に関する基本方針及び当連結会計年度・次期の配当 

当社グループは、株主に対する利益還元を重要な経営課題として認識しており、株主への適切な利益配分、事業投資及

び内部留保のバランスを勘案しながら、企業価値の 大化に努めることを基本方針としております。 

当連結会計年度において、当社グループは収益の黒字化を実現しましたが、今後はより強固な経営基盤の確立のため、レ

ジャー業界での優位性を高め、競争力を強化し収益向上を図ってまいります。その結果、財務体質を安定させ、株主への

配当の実施などの適切な利益還元を重視していく方針であります。 

  

(4)事業等のリスク  

以下については、当社グループの将来的な事業展開その他に関し、リスク要因の可能性があると考えている主な事項

を記載しております。当社グループは、これらのリスク発生の可能性を確認した上で、発生の回避及び発生した場合の早

期対応に努める方針であります。 

  

①当社グループの事業内容について 

1)レジャー施設の経営に係るリスクについて 

  

 ⅰ）店舗設備の調達について 

当社グループが運営する「ＪＪＣＯＩＮＳ」や「ＧＯＬＤＥＮ」では、話題ゲームの新機種等を多数設置し顧客に好

評をいただいておりますが、機会損失を 小限にすべくゲーム機の新機種やバージョンアップに速やかに対応し店舗へ

設置できるよう、調達先との円滑な関係を構築しております。しかし、万が一、調達先の統廃合及び消滅、または関係

悪化などの理由により、調達先との取引が打ち切られるような場合には、既存店の運営並びに新規出店施策に影響を及

ぼす可能性があります。 

また、当社グループが運営する「ＪＪＣＬＵＢ１００」では、アミューズメント施設の閉鎖等に伴って発生する中古

品や閉鎖するボウリング場の設備をリサイクルし、店舗設備として活用しております。現在のところ円滑な設備調達を

実現しておりますが、リサイクル品を利用するアミューズメント施設の増加、アミューズメント施設の閉鎖頻度の鈍化

等の要因により、中古品が品薄な状態となり調達価格が上昇した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

  

 ⅱ）店舗物件の確保及び新規出店店舗の業績について 

当社は積極的な店舗展開を行うことにより業容を拡大してまいりました。しかしながら、今後も引き続き必要に応じ

不採算店舗の撤退等を行う一方、当社が事業採算性の高い物件を確保できた際には適切な業態を選定した上で出店を行

う方針であるため、当社グループの業績において新規出店を行う店舗数、店舗規模及びその店舗業績の占める割合が業

績に多大な影響を及ぼす可能性があります。 

  
平成20年７月期 平成21年７月期 平成22年７月期 

期末 期末 期末 

自己資本比率（％）  2.7  9.6  3.4

時価ベースの自己資本比

率（％） 
 13.3  47.1  16.6

債務償還年数（年）  －  －  26.1

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
 －  －  1.5
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特に、「ＪＪＣＯＩＮＳ」業態については今後、当社グループにとって収益源の柱となる一つの店舗業態として展開

していく方針ではありますが、今後の新規出店の店舗数及び店舗業績等の占める割合によっては当社グループの業績に

多大な影響を及ぼす可能性があります。 

なお、直営店舗につきましては、全国の主要都市繁華街や駅前立地において店舗展開を行い、フランチャイズ店舗に

つきましても、これまでと同様慎重に検討した上で店舗展開を行う方針であります。 

当社グループは、引き続き商圏人口等の立地条件及びその他賃料等諸条件から既存店舗における実績を根拠とした事

業計画を立て、検討した上で新規出店を行っておりますが、新規店舗の業績が必ずしも順調に推移する保証はありませ

ん。様々な要因により、出店ペースの鈍化及び新規店舗の業績不振があった場合、当社グループの業績に影響を与える

可能性があります。 

  

 ⅲ）店舗の賃貸物件への依存について 

当社グループは、レジャー施設「ＪＪＣＬＵＢ１００」、「ＪＪＣＯＩＮＳ」、「ＧＯＬＤＥＮ」等の運営におい

て、全店舗の土地建物を賃借しております。当社グループは出店の際、賃貸人との間で賃貸借契約を締結し敷金及び保

証金を差し入れております。賃貸人等に破綻が生じた場合、差入保証金の全部又は一部が回収不能となり損失が発生す

る可能性があります。同様に業績が好調な店舗でも、閉鎖を余儀なくされ、当社の業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

また、当社グループでは経営の効率化に伴い、不採算店舗の閉鎖を行っております。今後、業績が急激に悪化する店

舗があった場合、賃貸借契約の中途解約により、差入保証金が未回収になり損失が生じる可能性があります。 

  

 ⅳ）レジャー業界の流行の変化及び競合他社について 

レジャー業界は、かつてのボウリング、ビリヤード、カラオケなどのブームに見られるように流行の変化も著しく、

また、小規模企業から大手企業まで多くの競合他社が存在しているという特徴があります。 

「ＪＪＣＬＵＢ１００」では、15分につき100円（税込105円）という時間消費型料金システムを採用することによ

り、顧客の満足度が大きく影響する店舗での滞在時間と店舗収益とを直接的に結び付け、顧客満足度を高めることが収

益性を高めることにつながることを明確化しております。このことで従来のレジャー業界では軽視されがちであったと

思われる一人ひとりの顧客に対するサービスの徹底を図り、競合他社との差別化を図っております。 

また、多くの会社が当社と同様の時間消費型料金システムを採用し、現在では時間消費型料金システムは世間に広く

一般的に浸透したと言え、今後は料金システムのみによる差別化は困難な状況でありますが、当社は時間消費型料金シ

ステムを採用した先駆者としての立場から、店舗運営ノウハウの構築及び人財の教育によりさらなる顧客に対するサー

ビスの徹底と既存業態の見直しを図っていくことで他社との差別化を図り、当社の競争優位性を再度発揮してまいりま

す。 

さらには、時間消費型会員制複合レジャー施設という業態は当社が確立した店舗形態ではありますが、今後はその形

態にはこだわらず、子会社であるブレイクが運営するアミューズメント施設「ＧＯＬＤＥＮ」やそれをモデルにクレー

ンゲーム機を中心に機種構成し新規出店した「ＪＪＣＯＩＮＳ」型モデルの業態での展開も図り、さらには資本・業務

提携企業であるアドアーズ株式会社（以下、アドアーズ社）とのシナジー効果等により他社との差別化及び優位性を創

出してまいります。 

しかしながら、競合他社と比べて当社の顧客サービスレベルが低下した場合、もしくは顧客ニーズの変化への対応が

遅れた場合、各店舗の業績は計画どおりに推移する保証はなく、今後の当社の出店施策及び事業展開に影響を与える可

能性があります。 

  

 ⅴ）新業態及び新規事業の開発について 

当社グループでは、主力事業として時間消費型料金システムを採用したレジャー施設「ＪＪＣＬＵＢ１００」、クレ

ーンゲーム機を中心に構成したアミューズメント施設「ＧＯＬＤＥＮ」及び「ＧＯＬＤＥＮ」をモデルにしたアミュー

ズメント施設「ＪＪＣＯＩＮＳ」を運営しております。当社グループは、既存事業及びアドアーズ社との連携強化によ

る収益の向上により、アミューズメント業界での優位性の確立を図ってまいりますが、昨今のアミューズメント業界を

取り巻く環境は厳しい状況が続いており、業界内の再編及び淘汰が進むものと思われます。 

したがって当社グループは、既存業態及び既存事業の成長に加え、一層の経営基盤安定のための新たな収益の柱とな

る新規事業の開発を検討し、より強固な収益構造からなる企業体を確立する必要があります。 

しかしながら、新業態及び新規事業の開発におきましては未経験分野への進出等を伴うため、初期投資がかさみ収益

に貢献する事業とならない可能性があります。 

  

 ⅵ）食品の安全管理について 

当社グループでは、現在店舗においてフードコーナーを設け食品提供を行っている店舗があります。当社グループで

は、安全な商品を顧客に提供するために衛生管理を徹底しておりますが、万が一、食中毒等が発生し、フードコーナー
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の営業停止及び店舗イメージの失墜等による顧客減少、さらには損害賠償金の支払い等が発生した場合には、業績に

影響を及ぼす可能性があります。 

  

 ⅶ）アミューズメント機器用景品の調達に係るリスクについて 

当社グループが運営する店舗におきましては、クレーンゲーム機を設置している店舗での売上がインドアレジャー事

業業績の重要な部分を占めており、その機器で使用する景品の一部を海外から調達しております。複数の仕入調達先の

確保に努めてはおりますが、今後海外の取引先との関係の悪化及び倒産等何らかの理由により調達ができなくなるなど

の事情により、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

2）フランチャイズ事業に係るリスクについて 

当社グループは、フランチャイズシステムにより「ＪＪＣＬＵＢ１００」の店舗展開を行っております。フランチャ

イズシステムでは、一般的にフランチャイズチェーン本部は店舗運営ノウハウを提供し、フランチャイズ加盟店は統一的

な店舗運営ノウハウにより店舗運営を行っております。しかしながら、フランチャイズチェーン本部の指導に従わないフ

ランチャイズ加盟店が発生した場合、ブランドイメージが損なわれることなどから、フランチャイズシステム全体に影響

を及ぼす可能性があります。 

また、フランチャイズシステムでは通常、収益性、簡便なオペレーションなどのメリットを強調して加盟店の募集を

行っておりますが、実際にフランチャイズ加盟店がこのようなメリットを享受できなかった場合、トラブル又は訴訟に発

展する場合があります。 

 一方、フランチャイズ加盟契約の締結は行なったものの、各フランチャイズ加盟企業の個別事情及び立地確保の遅れな

どから、出店に至っていないフランチャイズ加盟企業が存在しております。平成22年７月31日現在で未出店の加盟枠18件

のうち、フランチャイズ加盟契約締結後12ヶ月超にわたって未出店の加盟枠は18件となっております。同様に、平成22年

７月31日現在フランチャイズ加盟企業６社のうち、１店舗も出店していないフランチャイズ加盟企業は２社となっており

ます。当社グループでは、こういった未出店のフランチャイズ加盟企業へも適切な対応に努めておりますが、万が一、何

らかの理由で当社グループが何らかの負担を求められることになった場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性

があります。 

  

  

3）販売事業に係るリスクについて 

 ⅰ）与信リスクについて 

当社グループは販売事業において、国内のアミューズメント施設を運営する企業等の顧客に対しアミューズメント機

器用景品の販売を行っております。それらの景品の一部を海外から仕入れておりますが、今後海外の取引先との関係悪

化及び倒産等何らかの理由により調達ができなくなるなどの事情により、顧客への販売が不可能になるなど、当社グル

ープの業績が悪化するばかりか、顧客に対し多大な不利益を及ぼすことになり、その後の当社グループのアミューズメ

ント機器用景品の販売業務に影響を及ぼす可能性があります。 

また、当社グループの総資産において売掛金・受取手形が大きな比率を占めていることから、これらに対する与信リ

スクの管理が重要な経営課題となっております。金融商品会計基準に基づき貸倒引当金を計上し、貸倒損失の発生に対

し必要な会計処理を行っておりますが、今後の経済情勢や個々の取引先の状況変化による想定外の貸倒損失等の発生に

より、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

 ⅱ）為替リスクについて 

当社グループは販売事業部門において、アミューズメント機器用景品の一部を海外から仕入れておりますが、今後の

事業展開によっては海外からの輸入割合が増加すると予想されます。輸入の際の為替リスクを回避するため、円建取引

決済へのシフトを行う等リスクヘッジの対策を検討しておりますが、為替リスクを完全にヘッジできるという保証はな

く、為替相場が短期間で乱高下した場合には、売上原価の上昇により当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及

ぼす可能性があります。 

  

②会員の個人情報の管理について 

「ＪＪＣＬＵＢ１００」は完全会員制を採用しております。顧客の初回来店時には身分証明書を提示いただいた上で

会員登録を行っており、当社グループはこれらの個人情報と施設の利用履歴情報を連動させたデータベースを構築・集積

しております。当社グループといたしましては、セキュリティレベルの高いデータベースサーバーに会員情報を格納する

とともに、会員情報を分析・閲覧が可能な社員を限定し、必要者にのみ個人認証用ＩＤ番号と、パスワードを提供して情

報の漏洩を防ぐ措置をとっております。しかしながら、万が一、不測の事態により当社グループが保有する会員情報が外

部に漏洩した場合は、顧客への信用低下、損害賠償費用等により当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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③新法や新条例等の施行及び現行の法規制等の改正について 

1）当社グループ事業領域に関連する法令及び条例等について 

当社グループでは、当社グループが属する事業領域に関連する様々な法令や諸規制等に従い事業活動を行なっておりま

す。しかしながら、将来起こりうる現在施行中の法令の改正や、新法並びに新条例の施行等には、当然ながら法令の改正

や施行に合わせ早急な対応に努めてまいりますが、店舗運営システムの抜本的な見直し及び、現在進めている運営の効率

化等において阻害要因となるなどにより対応が遅れた場合、または海外からの商品調達等が困難になるなどの際には、当

社グループの事業活動及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

2）会社法、金融商品取引法及び会計基準等の改正について 

 当社グループでは、現在、財務基盤の安定化を進めている 中であり、それにより企業体質の強化を図っております。

しかしながら、法令等の改正及び時価会計の見直しや国際会計基準移行などを含めた会計基準等の変更は、企業経営にと

って大掛かりな対応が必要となり、当社グループの業績や財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

 また、金融商品取引法の施行及び関連する諸規制の施行により当社では財務報告にかかる業務プロセスの内部統制状況

を内部統制報告書にて開示しなければなりません。当社グループでは、前連結会計年度において内部統制の不備による重

要な欠陥を報告して以来、早急に財務報告プロセスの体制を再構築し、必要な人員を充当し教育・研修等を行うことによ

り適切な内部統制に必要な体制を整備してまいりましたが、こうした取り組みが有効に機能しなかった場合には、当社の

市場での信用が失墜するなど当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

  

④アドアーズ株式会社との関係について 

 平成22年３月19日付けにて当社は第三者割当によりアドアーズ社が保有する同社株式（自己株式）の一部を取得いたし

ました。これにより、当社の同社株式所有比率がそれまでに所有していたものを含め24.9％（総株主等の議決権数に占め

る割合）となり、平成22年３月31日より同社を持分法適用関連会社としております。従いまして、アドアーズ社の利益を

当社の連結会計へ反映することができるため、当社グループの業績を押し上げる要因になりますが、一方で同社が損失を

計上した場合には、当社グループの利益を押し下げる要因として当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

また、同社との資本・業務提携の一環として、全国に約80店あまりあるアドアーズ社の全アミューズメント店舗へ当社グ

ループで扱っているアミューズメント機器用景品を一括で販売しております。これについては、同社との提携効果及び良

好な関係構築のうえ成立している取引ですが、万が一、提携関係の解消等が行なわれた際、同取引においても消滅するな

どにより当社グループ業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑤金融機関からの借入金について 

 当社グループでは現在、日本振興銀行株式会社より多額の資金融資を受けております。当社グループの資産規模に比し

て9,300百万円の借入金額は多額でありますが、当社が持続的成長を実現するための戦略的投資等の資金として必要な借

入であるとの判断より実施いたしました。当然ながら融資と引き換えに相応の担保を差し入れておりますが、当社の戦略

投資案件の滅失や何らかの理由による期限の利益の喪失等が生じた際には当社の資金繰りが逼迫し、当社グループの業績

に影響を及ぼす可能性があります。 

 また今般、日本振興銀行株式会社が平成22年９月10日付けで預金保険法に基づく破綻申請をいたしました。当社グルー

プは同行に対して借入当初より約定どおりに返済を進めており、同行に対する預金・出資金等もないため、現時点におい

て、当該申請による当社グループの業績に与える影響はございませんが、今後の状況如何によっては、借入条件に影響を

及ぼす可能性があります。 

  

⑥ＧＦ投資ファンド投資事業有限責任組合への貸付について 

 当社はアドアーズ社の筆頭株主であるＧＦ投資ファンド投資事業有限責任組合（以下、ＧＦファンド）との間で金銭の

貸付のための金銭消費貸借契約を締結しております。契約締結の前には同ファンドの資産及び財務内容を確認し、貸付金

相当分の担保の差し入れを受けており、さらに当社の貸付債権を優先的に担保すべく、ＧＦファンドと有限責任組合員の

間で有限責任組合員を劣後貸付人とする劣後特約付金銭消費貸借契約を締結しており、ＧＦファンドが当社に対する元利

金の弁済に対して資金が不足する場合、劣後貸付人がその不足額を同ファンドに対して貸し付けることを約しておりま

す。また、同ファンドを構成する有限責任組合員も当社の貸付債権を十分担保するだけの収入を継続的に得ており、資産

についても相当に保有していることも確認しているため、特段問題はないと考えております。しかしながら、何らかの理

由でＧＦファンドが当社に対し債務不履行等を生じた場合には、当社業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑦当社グループ保有の金融商品及び資産等について 

 当社グループでは、有価証券等の金融資産及び販売用不動産や賃貸不動産を保有しております。今後、世界的不況など

何らかの要因により国内株式市況や不動産市況が下落した際には、当社グループが保有する有価証券や販売用不動産並び

に賃貸不動産の時価評価による評価損や減損の計上が生じ、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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 当企業集団は、当社並びに子会社４社及び関連会社１社から構成されており、アミューズメント施設等の運営を行うイ

ンドアレジャー事業とアミューズメント機器用景品の企画・製造・販売等を行う販売事業を主たる事業領域としておりま

す。 

各関係会社と当企業集団が営む事業内容に関する位置付けとしては、株式会社ネクストジャパンがインドアレジャー施

設等の直営店舗運営及びフランチャイズチェーン本部の運営を主要事業とし、株式会社ブレイクがアミューズメント施設

の直営店舗運営及びアミューズメント機器用景品の販売を主要事業としております。 

また、合同会社ラグランジュマネジメントにおいては、金融商品並びに不動産の保有・管理・運用又は販売及びその他

の新規事業の推進を目的に設立しております。 

一方、持分法適用関連会社であるアドアーズ株式会社とは資本・業務提携契約を締結しており、双方のノウハウの共有

等を行っております。 

  

 事業系統図は以下の通りであります。 

＜事業系統図＞ 

  

 (注)１．株式会社ネクストジャパンと株式会社ネクストジャパンコンサルティングは、平成21年９月1日付けにて株式

会社ネクストジャパンを存続会社とした吸収合併を行っており、株式会社ネクストジャパンコンサルティン

グは同日解散しております。 

２．株式会社ネクストジャパンと株式会社ブレイクは、平成22年８月１日付けにて株式会社ネクストジャパンを

存続会社とした吸収合併を行っており、株式会社ブレイクは同日解散しております。なお、存続会社である

株式会社ネクストジャパンは、同日付けで商号を株式会社ブレイクに変更しております。 

３．株式会社南千葉ゴルフアンドリゾートは、平成22年８月17日付けで清算決了しております。 

４．Revival Asset Management １号投資事業組合は、当社の発行済普通株式総数の38.6％（平成22年７月31日現

在）を保有する当社の筆頭株主であり、「その他関係会社」に該当いたします。 

５．アドアーズ株式会社は、当社の資本・業務提携企業であり持分法適用関連会社です。 

６．合同会社ラグランジュマネジメントは、当社と当社の持分法適用関連会社であるアドアーズ株式会社との共

同出資により設立いたしました合弁会社です。 

２．企業集団の状況
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(1) 会社の経営の基本方針 

当社グループは、「時間価値の 大化＝人生の満足感」であるという考えのもと、レジャー施設の運営及びアミューズ

メント機器用景品の企画・製造・販売等を主たる事業としており、お客様にレジャー施設でのふれあいや商品を通じ心豊

かな時間を提供することで、明るい未来社会を創造することを経営の基本方針としております。また、今後、新たな収益

事業を創出し既存事業との相乗効果等により、お客様へ魅力あるサービス及び商品の提供を行っていくことを目指してお

ります。 

この方針のもと,①顧客志向の店舗運営力と市場ニーズにマッチした商品開発力の強化②収益力の強化、③幅広い顧客

層の獲得により、高水準の集客力と顧客満足を得て未来社会に貢献し、企業価値の 大化を目指してまいります。 

  

(2) 目標とする経営指標 

当社グループでは、レジャー業界において収益を持続的に確保していくために、業界再編等による業界構図の変化に合

わせ、企業としての優位性を高めることのできる体制の確立に努めると同時に、いかに他社サービスと差別化し顧客に支

持されるサービスを提供できるかを模索しながら、継続的な黒字経営の定着に向けて取り組んでまいります。 

  

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

①レジャー事業について 

レジャー事業においては、店舗施設の鮮度維持及び売上向上のため、顧客ニーズや地域特性にマッチしたゲーム機器

の導入、故障ゲーム機器の早期発見及び修理、老朽化した設備や什器の修繕等、顧客満足度の低下を招く要因を分析

し、恒常的に改善を行う体制作りと従業員の意識改革を図り継続的に安定した収益基盤の構築に努めます。 

また、アドアーズ株式会社（以下、アドアーズ社）との提携によるシナジー効果を 大限に高めるべく、アミューズ

メント機器用景品等の一括仕入れによるコスト圧縮や運営ノウハウの享受による改善に加え、新業態開発やその他協業

施策の検討などに努めると同時に、「ＪＪＣＯＩＮＳ」「ＧＯＬＤＥＮ」におきましては、引き続き繁華街立地の新規

出店候補地を積極的に開拓し、出店計画を進めてまいります。 

  

②会員制レジャー事業について 

時間消費型会員制複合レジャー施設「ＪＪＣＬＵＢ１００」においては、店舗運営経験の豊富な人員を配置するとと

もに、アイテムの鮮度向上及びラインアップの多様化、出店地域の特性を活かした販売促進・イベントの開催により、

既存顧客の来店回数及び来店頻度・顧客単価の向上を図り、業績の向上に努めてまいります。 

  

③販売事業について 

販売事業においては、さらなる販売量の増加のため人員体制の見直しによる営業力の強化を行い、全国のアミューズ

メント施設へ販路を拡大し、新規取引先の獲得に努めております。仕入れに関しましては、商品ラインアップの多様化

やコスト圧縮のため、海外での商品調達先の開拓・自社オリジナル商品の増強及び海外製作・国内仕入れルートの新規

開拓等を行うことにより他社との差別化を図り収益向上に努めております。 

また、オリジナル商品の認知度向上及び取扱量増加を目指し、各種展示会への出展も行いオリジナル商品のブランデ

ィングを積極的に実施いたします。 

アドアーズ社との提携を基盤に更なる販売促進及び事業拡大、並びにその他新規顧客の開拓等により、アミューズメ

ント機器用景品の販売事業を当社グループの主要な収益の柱として確立し、一層の事業基盤の強化を図ってまいりま

す。 

  

④投資事業について 

投資事業においては、調達資金の有効活用のため、不動産案件のみならず有価証券や金融商品等へも広く投資案件を

検討し、本業のアミューズメント事業を補完し本部コストの吸収を図り、収益の向上に努めてまいります。 

また、資本・業務提携企業であるアドアーズ社と、収益案件に対する共同投資を目的として「合同会社ラグランジュ

マネジメント」を平成22年6月17日付けにて設立いたしました。これにより、お互いに単独で投資するのと比べ、リス

ク分散効果と相互のノウハウ投入による機動的な投資が可能になるものと考えているため、案件によっては同社を活用

した共同投資も選択してまいります。 

  

⑤新規事業について 

当社グループは、インドアレジャー事業及び販売事業を主たる事業として運営しておりますが、中長期において持続

的な成長を可能とするために、新たな事業の創出にも取り組んでおります。当社グループがレジャー事業等で培ったノ

ウハウや経営資源に加え、アドアーズ社との提携により享受している運営ノウハウを活用した事業及びその他の新規事

業についての検討を行ってまいります。 

３．経営方針
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また、顧客サービスに強みを持ち、業界に精通した企業との提携等を行うなど、様々な角度から当社グループの事業

との融合を検討し、新たなレジャービジネスを含めた事業として確立し、継続的な黒字経営の定着に向けて取り組んで

まいります。 

さらに、レジャー業界にはとらわれず当社グループの業績向上にとって主要な事業となりうる事業への挑戦や、アド

アーズ社と双方の経営資源を活用した協業事業も視野に入れてまいります。 

  

 ⑥ 人財について 

当社グループでは、人は何よりもかけがえのない財産であるとの考えの下、引き続き、教育・研修体制を充実させ、

適切な評価体制の整備により、当社グループの今後の事業展開を支える自立した「人財」の育成を図ってまいります。

全体集合研修等を社内外で実施することで、課題形成・問題解決を行うことのできる「リーダーシップ型社員」の育成

に取り組んでまいります。 

  

(4)会社の対処すべき課題 

①「人財」の採用及び育成について 

当社グループでは、「人財」の育成は企業としての重要課題であり、経営マインドを持った人財こそが今後の当社グ

ループのさらなる成長を実現させる源泉であると考えております。 

経営マインドを持った「リーダーシップ型社員」の育成のために、経営幹部による勉強会を随時行うなど経営に必要

な要素をじっくりと学ぶことの出来る環境を構築いたしております。その結果、自らが取り組むべき業務や解決すべき

課題を考え、自らがリーダーシップを発揮して遂行する風土の浸透が進んでいると認識しております。 

今後はそのような人財をさらに増やし企業風土として定着させ、当社グループの成長の原動力となるよう努めてまい

ります。 

採用においては、今後の経営戦略に基づき適切な人財を獲得し組織の活性化を図るため、必要に応じ採用活動を実施

してまいります。 

これらの採用及び教育を通じて、当社グループの強みである「人財」の成長を実現し、当社グループの事業展開を支

える自立した「人財」の育成を一層強化してまいります。 

  

② レジャー施設の収益性改善について 

当社グループが運営するレジャー施設「ＪＪＣＬＵＢ１００」「ＪＪＣＯＩＮＳ」及び「ＧＯＬＤＥＮ」等の業績を

向上させるため、社員教育及び店舗設備の営繕や故障器機の迅速な修理等によるサービスの質的向上並びに人員配置の

見直しなどにより効率的な運営に努め、魅力ある店舗づくりを行います。さらには、アミューズメント景品の適切な品

揃え及び在庫の適正化などのコストコントロールを徹底し、さらなる収益の改善と安定化を目指します。 

  

③ レジャー施設の店舗展開について 

「ＪＪＣＬＵＢ１００」に適した店舗物件の確保は、大型スーパーマーケット、量販店、ボウリング場跡などの遊休

不動産の情報収集により、店舗規模が他の業種と比較して大きいことなどから絶対的な物件数が少なく、出店に適した

店舗物件を確保することは新規出店を推進するにあたっての重要な課題であります。また、新業態である「ＪＪＣＯＩ

ＮＳ」及び「ＧＯＬＤＥＮ」については、主要都市の駅前などの繁華街立地での出店であるため、賃貸家賃がロードサ

イドの居抜き物件等に比べ高額な傾向にあり、集客力とのバランスを備えた出店が重要な課題であります。 

今後、当社グループといたしましては、提携企業等からの情報を精査し、優良な店舗物件の確保に努めてまいりま

す。 

  

④ 販売事業について 

販売事業においては、営業力の強化及び販路拡大等による販売量の増加に努めると同時に、原価の圧縮及び在庫リ

スクの軽減が、さらなる業績向上につながる取り組むべき課題と認識しております。 

今後においては、海外での商品調達先の拡充と自社オリジナル商品の増強、及び生産コストの圧縮を可能とする海外

製作を一層推進した上で、オリジナル商品の販売比率を高めることにより利益率の向上に努めます。また、当社グルー

プ及びアドアーズ社の運営するレジャー施設等から得られる市場ニーズを分析した上で、リアルタイムに商品の企画・

販売に反映することで適切な在庫量を維持し在庫過多を回避すると同時に、受注生産を行う商品群を増やす事により在

庫リスクの軽減を図ってまいります。 

  

⑤ 新業態及び新規事業の開発について 

これまで培ったノウハウである遊休不動産の活用やロードサイドへの出店スキームのみに止まらず、提携企業との協

業による新たなスキームでの出店や新業態店舗の創出などを検討し、より効率的な事業の運営と収益性の向上を目指し

ます。 
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また、これまでのレジャー事業範囲を拡大するべく、シナジー効果のある事業との融合等による新たな収益事業の開

発にも努めてまいります。 

  

⑥ 会員の個人情報の管理について 

「ＪＪＣＬＵＢ１００」は完全会員制を採用しており、全ての顧客が初回来店時に身分証明書を提示した上で会員登

録を行い、当社グループはこれらの個人情報と施設の利用履歴情報を連動させたデータベースを構築・集積しておりま

す。当社グループにおきましては、セキュリティレベルの向上を全社的なミッションとして位置づけており、セキュリ

ティポリシーや社内規程の構築、従業員全員への徹底した情報管理の教育体制を確立させてまいりました。更なるセキ

ュリティレベルの向上を目指し、引き続き個人情報管理の徹底を図ってまいります。 

  

⑦安全対策に関しての取り組みについて 

当社グループでは、従来から当社グループの運営するアミューズメント施設におきまして、「お客様の安全を 優先

事項」とした店舗づくり、店舗運営を行なってまいりましたが、より一層の安全確保に向けて「安全対策委員会」の設

立などに取り組んでおり、今後も引き続き、安全に対してのノウハウの蓄積に努めてまいります。 

  

⑧当社連結子会社合併について 

平成22年８月1日付けにて当社連結子会社である株式会社ネクストジャパンと株式会社ブレイクを合併いたしまし

た。 

これにより、両社で重複していた管理業務や営業体制の効率化によるコスト削減、また、両社間で分断されていた業

務や人的リソースの有効活用を進めることが可能になるとともに、両社に分散されていたキャッシュ・フローや営業資

産についても効率よく運営できるものと考えております。 

今後においても、合併による効果を 大限に活かし、経営全般にわたる一層の合理化に努めてまいります。 

  

⑨社内体制の強化 

当社は、前連結会計年度において、人員不足及び経理知識を有する人員の不足の影響により、決算・財務報告プロセ

スの内部統制に重要な欠陥があることを把握いたしました。 

その結果を受け、当連結会計年度おいては、適正な財務報告のための決算業務手続きの文書化を進めるとともに、決

算業務のチェック手続きを見直し、確実に運用される体制の整備に注力しました。また、整備された体制の適切な運用

を実現するため、決算業務担当者の確保・配置を行うとともに、必要な教育・研修も徹底して実施いたしました。 

今後も引き続き整備した体制の確実な運用を行い、内部統制の強化に努めてまいります。 

  

⑩借入資金の運用について 

当社グループでは現在、金融機関より資金融資を受けておりますが、借入資金の一部は当初予定しておりました資金

使途計画に則り投資等を行っております。 

また、当社グループ単独での投資等に加え、収益案件に対する共同投資を目的として資本・業務提携企業のアドアー

ズ社と合同会社ラグランジュマネジメントを設立いたしました。案件によっては、お互いに単独で投資するのと比べ、

リスク分散効果と相互のノウハウ投入により機動的な投資が可能になると考えております。 

今後も早期に計画を達成すべく、高収益案件へ手許資金を充当し、さらなる業績向上に努めてまいります。 
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年７月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 212,654 2,527,152

受取手形及び売掛金 140,236 361,118

商品及び製品 135,583 147,383

原材料及び貯蔵品 599 419

1年内回収予定の長期貸付金 － ※1  724,064

繰延税金資産 9,523 －

その他 48,914 116,795

貸倒引当金 △4,786 △473

流動資産合計 542,725 3,876,460

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 773,311 586,450

減価償却累計額 △186,374 △145,647

減損損失累計額 △478,014 △317,329

建物及び構築物（純額） ※1  108,922 ※1  123,473

車両運搬具 1,500 250

減価償却累計額 △1,079 △130

減損損失累計額 △420 △119

車両運搬具（純額） － －

工具、器具及び備品 690,328 518,775

減価償却累計額 △382,828 △317,011

減損損失累計額 △258,062 △151,346

工具、器具及び備品（純額） 49,437 50,417

土地 ※1  288,086 ※1  288,086

有形固定資産合計 446,446 461,977

無形固定資産   

のれん 151,653 119,726

その他 3,088 60

無形固定資産合計 154,741 119,787

投資その他の資産   

投資有価証券 956,200 62,502

関係会社株式 － ※1  2,543,790

破産更生債権等 1,140,089 1,082,223

長期貸付金 － ※1  2,815,767

繰延税金資産 363 －

差入保証金 246,574 230,490

その他 12,378 224,352

貸倒引当金 △1,129,410 △1,076,830

投資その他の資産合計 1,226,196 5,882,295

固定資産合計 1,827,384 6,464,060

資産合計 2,370,109 10,340,521

㈱ネクストジャパンホールディングス(2409)　平成22年７月期　決算短信

- 14 -



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年７月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年７月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 93,643 431,698

短期借入金 50,000 －

関係会社短期借入金 ※2  1,030,000 －

1年内返済予定の長期借入金 ※1  370,388 ※1  537,673

未払金 75,807 80,073

未払法人税等 16,044 8,275

賞与引当金 4,198 －

事業整理損失引当金 116,138 20,805

その他 41,352 135,140

流動負債合計 1,797,573 1,213,668

固定負債   

長期借入金 ※1  239,195 ※1  8,593,944

繰延税金負債 24,575 －

その他 81,390 171,437

固定負債合計 345,160 8,765,381

負債合計 2,142,733 9,979,050

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 △1,190,900 △978,463

自己株式 △481 △47,142

株主資本合計 190,113 355,888

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 36,863 △445

評価・換算差額等合計 36,863 △445

新株予約権 399 5,754

少数株主持分 － 273

純資産合計 227,375 361,470

負債純資産合計 2,370,109 10,340,521
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年７月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成22年７月31日) 

売上高 1,720,273 3,948,580

売上原価 1,542,895 3,177,215

売上総利益 177,378 771,364

販売費及び一般管理費 ※1  496,417 ※1  561,847

営業利益又は営業損失（△） △319,038 209,517

営業外収益   

受取利息 493 208,575

受取配当金 707 1,479

解約違約金 22,050 16,510

持分法による投資利益 － 40,520

その他 9,115 8,801

営業外収益合計 32,365 275,886

営業外費用   

支払利息 20,653 278,158

手形売却損 － 12,174

その他 4,852 135

営業外費用合計 25,505 290,468

経常利益又は経常損失（△） △312,178 194,934

特別利益   

前期損益修正益 1,442 ※6  11,518

固定資産売却益 ※2  4,651 ※2  7,989

投資有価証券売却益 3,060 －

貸倒引当金戻入額 － 39,640

賞与引当金戻入額 － 1,388

事業整理損失引当金戻入額 － 33,281

特別利益合計 9,155 93,818

特別損失   

前期損益修正損 2,264 ※7  4,177

固定資産除却損 ※4  322 ※4  4,925

事業整理損 ※5  299,403 －

減損損失 ※3  25,329 ※3  6,687

関係会社株式売却損 12,377 －

たな卸資産評価損 7,581 －

本社移転費用 － 20,780

事業構造改善費用 － ※8  9,789

その他 117 8,425

特別損失合計 347,396 54,786

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△650,419 233,966

法人税、住民税及び事業税 18,732 11,688

法人税等調整額 688 10,067

法人税等合計 19,421 21,756

少数株主損失（△） － △226

当期純利益又は当期純損失（△） △669,841 212,436
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年７月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成22年７月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 4,629,502 1,131,494

当期変動額   

新株の発行 402,663 －

資本金から剰余金への振替 △3,900,671 －

当期変動額合計 △3,498,008 －

当期末残高 1,131,494 1,131,494

資本剰余金   

前期末残高 － 250,000

当期変動額   

新株の発行 402,663 －

資本金から剰余金への振替 3,900,671 －

資本剰余金から利益剰余金への振替 △4,053,335 －

当期変動額合計 250,000 －

当期末残高 250,000 250,000

利益剰余金   

前期末残高 △4,574,394 △1,190,900

当期変動額   

資本剰余金から利益剰余金への振替 4,053,335 －

当期純利益又は当期純損失（△） △669,841 212,436

当期変動額合計 3,383,493 212,436

当期末残高 △1,190,900 △978,463

自己株式   

前期末残高 △481 △481

当期変動額   

持分法適用会社に対する持分変動に伴う自
己株式の増減

－ △46,661

当期変動額合計 － △46,661

当期末残高 △481 △47,142

株主資本合計   

前期末残高 54,627 190,113

当期変動額   

新株の発行 805,326 －

当期純利益又は当期純損失（△） △669,841 212,436

持分法適用会社に対する持分変動に伴う自
己株式の増減

－ △46,661

当期変動額合計 135,485 165,775

当期末残高 190,113 355,888
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年７月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成22年７月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 1,129 36,863

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 35,733 △37,308

当期変動額合計 35,733 △37,308

当期末残高 36,863 △445

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,129 36,863

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 35,733 △37,308

当期変動額合計 35,733 △37,308

当期末残高 36,863 △445

新株予約権   

前期末残高 － 399

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 399 5,354

当期変動額合計 399 5,354

当期末残高 399 5,754

少数株主持分   

前期末残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 273

当期変動額合計 － 273

当期末残高 － 273

純資産合計   

前期末残高 55,757 227,375

当期変動額   

新株の発行 805,326 －

当期純利益又は当期純損失（△） △669,841 212,436

持分法適用会社に対する持分変動に伴う自己
株式の増減

－ △46,661

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 36,132 △31,680

当期変動額合計 171,618 134,095

当期末残高 227,375 361,470
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年７月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成22年７月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

△650,419 233,966

減価償却費 43,984 77,750

減損損失 25,329 6,687

のれん償却額 7,981 31,926

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,150 △56,892

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） 116,138 △95,333

受取利息及び受取配当金 △1,200 △210,054

支払利息 20,653 278,158

解約違約金 △22,050 △16,510

固定資産除却損 322 4,925

たな卸資産評価損 7,581 －

関係会社株式売却損益（△は益） 12,377 －

持分法による投資損益（△は益） － △40,520

有形固定資産売却損益（△は益） － △7,989

売上債権の増減額（△は増加） △41,289 △220,882

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,001 △11,620

仕入債務の増減額（△は減少） △704 338,055

未払金の増減額（△は減少） △85,693 520

その他 △12,645 20,611

小計 △570,481 332,801

利息及び配当金の受取額 1,200 265,219

利息の支払額 △16,673 △232,819

法人税等の支払額 △13,939 △15,902

営業活動によるキャッシュ・フロー △599,894 349,299

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 141,256 －

関係会社株式の取得による支出 － △1,752,333

有形固定資産の取得による支出 △119,014 △103,382

有形固定資産の売却による収入 7,578 11,523

無形固定資産の取得による支出 △15,350 －

投資有価証券の取得による支出 △890,386 △59,670

投資有価証券の売却による収入 18,519 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

※2  △92,880 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

※3  757,727 －

貸付けによる支出 △285,000 －

貸付債権の売却による収入 220,000 －

差入保証金の払い込みによる支出 △55,946 △38,306

差入保証金の回収による収入 22,252 55,794

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 － 460,137

貸付手数料による収入 － 200,000

その他 － 500

投資活動によるキャッシュ・フロー △291,243 △5,225,737
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年７月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成22年７月31日) 

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） 730,000 △50,000

長期借入れによる収入 － 9,636,000

長期借入金の返済による支出 △555,407 △2,143,964

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 979,919 7,190,935

現金及び現金同等物に係る換算差額 △18 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 88,763 2,314,497

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期末残高 ※1  212,654 ※1  2,527,152
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   該当事項はありません。  

  

  

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度

（自 平成20年８月１日 
至 平成21年７月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年８月１日 
至 平成22年７月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社 ４社

  会社名：株式会社ネクストジャパン  
  会社名：株式会社ネクストジャパンコンサルテ

ィング 
   会社名：株式会社南千葉ゴルフアンドリゾート

  会社名：株式会社ブレイク  
 なお、株式会社ブレイクは平成21年４月23

日付けで株式を100％取得し、連結対象とな

ったものです。 
 また、株式会社大多喜ヒルズリゾートは平

成21年１月22日付けで全株式を売却したた

め、連結子会社から除外しております。 

連結子会社 ４社 
  会社名：株式会社ネクストジャパン  
  会社名：株式会社南千葉ゴルフアンドリゾート

   会社名：株式会社ブレイク 
  会社名：合同会社ラグランジュマネジメント 

 なお、合同会社ラグランジュマネジメントは

平成22年６月17日付けで新たに設立したため、

連結の範囲に含めております。 
 また、前連結会計年度において連結子会社で

あった株式会社ネクストジャパンコンサルティ

ングは、平成21年９月１日付けにて連結子会社

である株式会社ネクストジャパンに吸収合併さ

れ、連結対象より除外しております。  
 (会計方針の変更) 
   当連結会計年度より、「連結財務諸表に 
  おける子会社及び関連会社の範囲の決定に関  

  する適用指針」（企業会計基準適用指針第22 
  号平成20年５月13日）を適用しております。 
   これによる損益への影響はありません。  

２. 持分法の適用に関する事項 ────── (1）持分法適用の関連会社の数 １社

(2）会社名：アドアーズ株式会社 
（注）アドアーズ株式会社は、当連結会計年

度において、株式を取得したことにより持分

法適用の範囲に含めております。 
(3）持分法適用会社のうち、決算日が異なる会社に

 ついては、当該会社の直近の四半期決算を基にし

 た仮決算により作成した財務諸表を使用しており

 ます。そのため、同社は平成22年４月１日以降適

用となった新たな会計基準に基づいて会計処理を

行っております。 

３．連結子会社の事業年度等に関す

る事項 

 すべての連結子会社の事業年度の末日は連結決算

日と一致しております。 
                   同左 

４．会計処理基準に関する事項 (1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券 
その他有価証券 
 時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づく時価法（評

価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定）を採用

しております。 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券 
その他有価証券 

 時価のあるもの 

      同左 

     時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しており

ます。 

  時価のないもの 

        同左 

  ②たな卸資産 

販売事業 

 個別法（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） 

  

  

  
  
  

  

  

  
  

②たな卸資産

販売事業 
 先入先出法（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）

 (追加情報)   
従来、個別法による原価法（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）によっておりましたが、販売事業の拡大

に伴う取引量の増加により受払管理方法を見直

した結果、当連結会計年度より先入先出法によ

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）によっており

ます。これによる損益に与える影響は、軽微で

あります。 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成20年８月１日 
至 平成21年７月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年８月１日 
至 平成22年７月31日） 

  インドアレジャー直営事業

  総平均法（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）

  
 ────── 

  

インドアレジャー直営事業 
          同左 
  
  
不動産事業 
 個別法（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） 

  (2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く） 
 定率法（ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物（附属設備を除く）については

定額法）を採用しております。 
 また、取得価額が10万円以上20万円未満の

少額減価償却資産については３年均等償却し

ております。 
 なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

 建物及び構築物 3年～39年

 工具、器具及び備品 2年～20年

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産（リース資産を除く） 

             同左 

  ②無形固定資産（リース資産を除く） 
自社利用のソフトウェアについては、社内に

おける利用可能期間（５年）に基づく定額法を

採用しております。 

②無形固定資産（リース資産を除く） 

       同左 

  ③長期前払費用 

均等償却を採用しております。 

③長期前払費用 

       同左 

  ④リース資産 
 リース取引開始日が平成20年７月31日以前

の所有権移転外ファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。 

④リース資産 

       同左 

  (3）重要な引当金の計上基準 

 ①貸倒引当金 
 売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込額を計上しており

ます。 

(3）重要な引当金の計上基準 

 ①貸倒引当金 

       同左 

   ②賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見

込額に基づき計上しております。 

 ②賞与引当金 

────── 

   ③事業整理損失引当金

  店舗撤退等に伴い発生すると見込まれる事業 

 整理の損失に備えるため、当連結会計年度末に

 おける損失見込額を計上しております。    

 ③事業整理損失引当金 

         同左       

   (4） 

────── 

 (4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換

   算の基準 
     外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為

   替相場により円貨に換算し、換算差額は損益と

   して処理しております。  

  (5）その他連結財務諸表作成のための基本となる重

要な事項 
 消費税等の会計処理  

  消費税及び地方税消費税の会計処理は、税抜

 方式によっており、控除対象外消費税及び地方

 消費税は、当連結会計年度の費用として処理し

 ております。 

(5）その他連結財務諸表作成のための基本となる重

要な事項 

 消費税等の会計処理  

         同左  

５．連結子会社の資産及び負債の評

価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価については、全

面時価評価法を採用しております。  

          同左 

６．のれん及び負ののれんの償却に

関する事項 

  のれんの償却については、５年で均等償却を行な

っております。 

 のれん及び負ののれんは、その効果の及ぶ合理的

な期間（３年～５年）により、均等償却を行ってお

ります。             

７．連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

 手許現金、随時引出し可能な預金及び容易に換金

可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３か月以内に償還期限の

到来する短期投資からなっております。 

          同左 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

【会計処理の変更】

前連結会計年度 
（自 平成20年８月１日 
至 平成21年７月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年８月１日 
至 平成22年７月31日） 

（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用） 

 通常販売目的で保有するたな卸資産については、従来、原価法によ

っておりましたが、当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会

計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分）が適用さ

れたことに伴い、原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に

基づく簿価切り下げの方法）により算出しております。この変更によ

り、従来の方法によった場合に比較して、営業損失、経常損失が

14,361千円、税金等調整前当期純損失が21,943千円増加しておりま

す。 

 なお、セグメント情報に与える影響額は、当該箇所に記載しており

ます。          

────── 

（固定資産の償却方法の変更） 

 当連結会計年度より改正後の法人税法（（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ておりま

す。当該変更は、重要な子会社（株式会社ブレイク）の取得を契機

に、会計処理統一の観点から、当連結会計年度末において変更したも

のであります。この変更により、従来の方法によった場合に比較し

て、営業損失、経常損失、税金等調整前当期純損失がそれぞれ7,006 

千円増加しております。 

なお、第３四半期連結累計期間までは従来の方法によっております

が、第３四半期連結累計期間末の重要な子会社（株式会社ブレイク）

の取得を契機に、当連結会計年度末において変更しております。従っ

て、第３四半期連結累計期間は、変更後の方法によった場合に比べ

て、営業損失、経常損失、税金等調整前四半期純損失がそれぞれ2,713

千円少なく計上されております。 

 なお、セグメント情報に与える影響額は、当該箇所に記載しており

ます。   

  

表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年８月１日 
至 平成21年７月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年８月１日 
至 平成22年７月31日） 

（連結貸借対照表） 

 １．「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部

を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）が適用

となることに伴い、前連結会計年度において、「たな卸資産」として

掲記されていたものは、当連結会計年度から「商品及び製品」「原材

料及び貯蔵品」に区分掲記しております。なお、前連結会計年度の

「たな卸資産」に含まれる「商品及び製品」は37,782千円、「原材料

及び貯蔵品」は7,481千円であります。  

             

──────              

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

１．営業活動によるキャッシュ・フローの「解約違約金」は、前連結

会計年度は「その他」に含めて表示しておりましたが、金額的重要性

を鑑みて区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている「解約違約金」

は21,000千円であります。 
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成21年７月31日） 

当連結会計年度 
（平成22年７月31日） 

 ※１．担保に供している資産  ※１．担保に供している資産 

   
 上記物件について、１年内返済予定の長期借入金

60,000千円、長期借入金170,000千円の担保に供してお

ります。 

土地 288,086千円 

建物 40,838千円 

計 328,924千円 

   
 上記物件について、１年内返済予定の長期借入金

千円、長期借入金 千円の担保に供し

ております。 

土地 千円 288,086

建物 千円 75,260

関係会社株式 千円 2,543,790

長期貸付金 千円 3,539,832

（１年内回収予定の長期貸付金を含む）    

計 千円 6,446,968

478,791 8,550,031

 ※２．当社においては運営資金の効率的な調達を行うた

   めRevival Asset Management１号投資事業組合と借 

     入極度基本契約を締結しております。これら契約に 

     基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次の通 

     りであります。 

  ２．当社においては運営資金の効率的な調達を行うた

   めRevival Asset Management１号投資事業組合と借 

     入極度基本契約を締結しております。これら契約に 

     基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次の通 

     りであります。 

借入極度基本契約極度額 1,400,000千円 

借入実行残高 1,030,000千円 

差引額 370,000千円 

借入極度基本契約極度額 千円 2,000,000

借入実行残高 ―――― 

差引額 千円 2,000,000

                  ――――   ３．受取手形割引高          千円450,181
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年８月１日 
至 平成21年７月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年８月１日 
至 平成22年７月31日） 

※１. 販売費及び一般管理費のうち主要なもの  

従業員給与手当 千円95,068

支払手数料 千円66,576

支払報酬 千円57,033

貸倒引当金繰入額 千円7,150

賞与引当金繰入額 千円4,198

※１. 販売費及び一般管理費のうち主要なもの  

  

  

  

  

従業員給与手当 千円216,823

支払手数料 千円76,917

※２．固定資産売却益の内訳 

 工具、器具及び備品 千円 4,651

※２．固定資産売却益の内訳 

 工具、器具及び備品 千円 7,989

※３. 減損損失 ※３. 減損損失 

  当連結会計年度において、当社グループは以下の資産

グループについて減損損失を計上しております。 

 当社グループはキャッシュ・フローを生み出す 小単位

として、店舗を基本としたグルーピングを行なっておりま

す。 

 このうち、収益性が著しく下落した資産グループについ

て、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額

25,329千円を減損損失として計上しております。 

場所 用途 種類 減損損失 

（千円） 

大阪府大東市他 店舗 工具、器具 

及び備品等 
 25,329

  当連結会計年度において、当社グループは以下の資産

グループについて減損損失を計上しております。 

 当社グループはキャッシュ・フローを生み出す 小単位

として、店舗を基本としたグルーピングを行なっておりま

す。 

 このうち、収益性が著しく下落した資産グループについ

て、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額

千円を減損損失として計上しております。 

場所 用途 種類 減損損失 

（千円） 

大阪府大東市 店舗 工具、器具 

及び備品等 
 6,687

6,687
 減損損失内訳  減損損失内訳 

 なお、当該資産グループの回収可能価額は、正味売却価

額により算定しており合理的な処分価額を零として評価し

ております。 

 建物及び構築物 千円 620

 工具、器具及び備品 千円 9,606

 リース資産 千円 1,351

 無形固定資産 千円 13,750

 計 千円 25,329

 なお、当該資産グループの回収可能価額は、正味売却価

額により算定しており合理的な処分価額を零として評価し

ております。 

 工具、器具及び備品 千円 6,687

 計 千円 6,687

※４. 固定資産除却損の内訳 ※４. 固定資産除却損の内訳 

  

 ※５．事業整理損 

   事業整理損には事業整理損失引当金繰入額116,138千

   円が含まれております。  

 車両運搬具 千円 138

 工具、器具及び備品 千円 183

 計 千円 322

  

―――― 

 建物及び構築物 千円 2,206

 工具、器具及び備品 千円 2,718

 計 千円 4,925

―――― ※６．前期損益修正益は主として前連結会計年度末にお 

  ける消費税及び事業税の計上額修正によるものであ 

  ります。 

―――― ※７．前期損益修正損は主として連結子会社における債 

  権の整理損であります。 

――――  ※８．事業構造改善費用は、新規事業の開発及び関連費 

     用の金額等を記載しております。  
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前連結会計年度（自 平成20年８月１日 至 平成21年７月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１．普通株式の発行済株式総数の増加307,789株は、第三者割当による新株の発行による増加であります。 

     ２．甲種類株式の発行済株式総数の増加312,500株は、第三者割当による新株の発行による増加であります。 

  

   ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  

    ３．配当に関する事項  

     （１）配当金支払額 

        該当事項はございません。 

  

     （２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

        該当事項はございません。  

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末株
式数（株） 

当連結会計年度増加
株式数（株） 

当連結会計年度減少
株式数（株） 

当連結会計年度末株
式数（株） 

発行済株式         

普通株式（注）１   143,971  307,789  －  451,760

甲種類株式（注）２   －  312,500  －  312,500

合計  143,971  620,289  －  764,260

自己株式         

普通株式   2  －  －  2

合計  2  －  －  2

区分 新株予約権の内訳 

新株予約
権の目的
となる株
式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  当連結会
計年度末
残高 
（千円） 

前連結会計
年度末  

当連結会計
年度増加  

当連結会計
年度減少  

当連結会計
年度末  

提出会社  
 ストック・オプションとして

の新株予約権 
－  － － － － 399 

 合計 －  － －  －  －  399 
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当連結会計年度（自 平成21年８月１日 至 平成22年７月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

   （注）普通株式の自己株式の株式数の増加 株は、持分法適用会社が取得した自己株式（当社株式）の当社帰

     属分であります。 

       

   ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  

    ３．配当に関する事項  

     （１）配当金支払額 

        該当事項はございません。 

  

     （２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

        該当事項はございません。  

  

  
前連結会計年度末株
式数（株） 

当連結会計年度増加
株式数（株） 

当連結会計年度減少
株式数（株） 

当連結会計年度末株
式数（株） 

発行済株式         

普通株式   451,760  －  －  451,760

甲種類株式   312,500  －  －  312,500

合計  764,260  －  －  764,260

自己株式         

普通株式（注）   2  11,136  －  11,138

合計  2  11,136  －  11,138

11,136

区分 新株予約権の内訳 

新株予約
権の目的
となる株
式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  当連結会
計年度末
残高 
（千円） 

前連結会計
年度末  

当連結会計
年度増加  

当連結会計
年度減少  

当連結会計
年度末  

提出会社  
 ストック・オプションとして

の新株予約権 
－  －  －  －  －  5,754

 合計 －  －  －  －  －  5,754
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年８月１日 
至 平成21年７月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年８月１日 
至 平成22年７月31日） 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

            (平成21年７月31日現在) 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

            (平成22年７月31日現在) 

現金及び預金勘定 千円212,654

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 千円－

現金及び現金同等物 千円212,654

現金及び預金勘定 千円2,527,152

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 千円－

現金及び現金同等物 千円2,527,152

※２．株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳  

  株式の取得により新たに株式会社ブレイクを連結した

ことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに新規

連結子会社株式の取得価額と新規連結子会社取得に伴う

純支出との関係は次のとおりであります。 

流動資産 千円 339,192

固定資産  千円 450,325

流動負債 千円 △525,093

固定負債  千円 △247,209

のれん 千円 159,635

新規連結子会社株式の 

取得価額  
千円 176,850

新規連結子会社現金及び 

現金同等物 
千円 △83,969

連結の範囲の変更を伴う子会社株

式の取得による支出 
千円 92,880

────── 

※３．株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資

産及び負債の主な内訳  

  株式の売却により株式会社大多喜ヒルズリゾートが連

結子会社でなくなった連結除外時の資産及び負債の内訳

並びに株式の売却価額と売却による収入との関係は次の

とおりであります。 

流動資産 千円 39,288

固定資産  千円 1,445,618

流動負債 千円 △283,395

固定負債  千円 △419,133

株式売却損 千円 △12,377

株式の売却価額  千円 770,000

連結除外時の現金及び現金同等物 千円 △12,272

連結の範囲の変更を伴う子会社株

式の売却による収入 
千円 757,727

────── 
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（リース取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年８月１日 
至 平成21年７月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年８月１日 
至 平成22年７月31日） 

 所有転移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース

取引開始日が、平成20年７月31日以前のリース取引につい

ては、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を行

っており、その内容は次のとおりであります。 

 所有転移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース

取引開始日が、平成20年７月31日以前のリース取引につい

ては、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を行

っており、その内容は次のとおりであります。 

 １．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当  

     額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

 １．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当  

     額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

減損損失
累計額相
当額 
（千円）

期末残高
相当額 
（千円）

 工具、器具  
 及び備品  113,173  26,042  84,674  2,456

  
取得価額
相当額 
（千円）

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

減損損失
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円）

工具、器具
 及び備品  29,400  5,992  22,046  1,360

２．未経過リース料期末残高相当額等 

   未経過リース料期末残高相当額 

２．未経過リース料期末残高相当額等 

   未経過リース料期末残高相当額 

１年内 千円9,115

１年超 千円16,349

合計 千円25,464

リース資産減損勘定の残高 千円21,505

１年内 千円6,417

１年超 千円4,098

合計 千円10,516

リース資産減損勘定の残高 千円9,332

 ３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償 

     却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

 ３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償 

     却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 千円62,321

リース資産減損勘定の取崩額 千円48,514

減価償却費相当額 千円15,858

支払利息相当額 千円2,715

減損損失 千円1,327

支払リース料 千円8,613

リース資産減損勘定の取崩額 千円6,605

減価償却費相当額 千円1,096

支払利息相当額 千円900

減損損失 千円－

４．減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存簿価を零とする定額

法によっております。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存簿価を零とする定額

法によっております。 

５．利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利

息法によっております。  

５．利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利

息法によっております。  
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当連結会計年度（自 平成21年８月１日 至 平成22年７月31日） 

１．金融商品の状況に関する事項 

（1）金融商品に対する取組方針 

  当社グループは、主にインドアレジャー事業及びアミューズメント景品販売並びに不動産事業等を行うために必要 

な設備資金、運転資金、投資資金を事業計画に照らして、必要な資金を銀行借入により調達しております。また、デリ

バティブ取引は慎重な態度で臨み、投機的な取引は行わない方針であります。 

（2）金融商品の内容及びそのリスク 

  受取手形及び売掛金は事業活動から生じた営業債権であり、顧客・取引先の信用リスクが存在します。 

 １年内回収予定の長期貸付金及び長期貸付金は、貸付先の契約不履行によってもたらされる信用リスクが存在しま 

 す。 

 投資有価証券は、国内の事業会社や金融機関の株式であり、事業推進目的で保有しております。これらは、それぞれ

発行企業体の信用リスク及び市場価格の変動リスクに晒されております 

 差入保証金は事務所・店舗等を賃借する際に支出したものであり、預入先の信用リスクが生じます。 

 支払手形及び買掛金・未払金は事業活動から生じた営業債務であり、全て1年以内に支払期日が到来します。未払法 

人税等は法人税、住民税及び事業税に係る債務であり、これも全て1年以内支払期日となっております。 

 1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金は、国内の金融機関からの資金調達であります。なお、変動金利の借 

入を一部行っており、金利の変動リスクが存在します。 

（3）金融商品に係るリスク管理体制 

 ①信用リスクの管理 

 営業債権については、当社グループの各営業部門及び営業管理部門等が、与信管理及び信用リスク管理に関する諸規

程等により、取引相手先ごとの信用状況の把握、債権回収の期日や債権残高の管理を実施しております。また、与信状

況については、不定期に内部監査室及びリスク管理部が検証を実施しております。 

 ②市場リスクの管理 

 投資有価証券については、定期的に時価や発行体企業の財務状況等を把握しております。 

 ③資金調達に係る流動性リスクの管理 

 資金調達については、適時に資金計画に作成・更新するとともに、手元流動性の維持・確保により流動性リスクを管

理しております。 

（4）金融商品の時価に関する事項についての補足説明 

  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお

 ります。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価

 額が変動することがあります。 

  

（金融商品関係）
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２．金融商品の時価等に関する事項 

 平成22年7月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。な 

お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。   

  

 （注）１．金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項 

  資 産 

  (1）現金及び預金、（2）受取手形及び売掛金 

  これらは１年以内で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額としてお

 ります。 

  (3) 関係会社株式 

   これらの時価について株式等は取引所の価格によっております。 

  (4) 破産更生債権等 

   これらは見積将来キャッシュ・フローの現在価値、又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を

  算定しているため、時価は連結決算日における貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額としておりま 

  す。 

  (5) 長期貸付金 

  これらは当該長期貸付金の将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に基づく利率で割り引いた現在価

 値により算定しております。 

  

  連結貸借対照表計上額 時価 差額 

  （千円） （千円） （千円） 

（１）現金及び預金 2,527,152 2,527,152 －

（２）受取手形及び売掛金 361,118 361,118 －

（３）関係会社株式 2,543,790 1,745,618 △ 798,172

（４）破産更生債権等 1,082,223 － －

    貸倒引当金（*1） △ 1,076,830 － －

  5,392 5,392 －

（５）長期貸付金（*2） 3,539,832 3,438,707 △ 101,124

    資産計 8,977,286 8,077,989 △ 899,296

（１）支払手形及び買掛金 431,698 431,698 －

（２）未払金 80,073 80,073 －

（３）未払法人税等 8,275 8,275 －

（４）長期借入金（*3） 9,131,618 9,142,862 11,244

   負債計 9,651,665 9,662,910 11,244

 （*1）破産更生債権等に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。 

 （*2）１年内回収予定の長期貸付金を含めた残高を記載しております。 

 （*3）１年内返済予定の長期借入金を含めた残高を記載しております。 
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  負 債 

  (1) 支払手形及び買掛金、(2)未払金、(3) 未払法人税等 

  これらは１年以内で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額としてお

 ります。 

  (4) 長期借入金 

  長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社グループの信用状態は借入時

 点以降大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額としており

 ます。固定金利によるものは、当該長期借入金の将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に基づく利率

 で割り引いた現在価値により算定しております。 

  

    ２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

     

  （*1）非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の 

    対象としておりません。 

  （*2）差入保証金は、店舗及び事務所等の賃貸保証金であり、返済期間を見積もることができず、時価を把握する 

    ことが困難と認められるため、時価開示の対象としておりません。 

  

３. 金銭債権の連結決算日後の償還予定額 

  

４．長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額 

  

（追加情報） 

    当連結会計年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号  平成20年３月10日）及び「金融商 

  品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号  平成20年３月10日）を適用しております。 

  

  連結貸借対照表計上額 

  （千円） 

非上場株式（*1） 62,502

差入保証金（*2） 230,490

  
１年以内 

１年超 ５年超 
10年超 

  ５年以内 １０年以内

  （千円） （千円） （千円） （千円） 

現金及び預金 2,527,152 － － －

受取手形及び売掛金 361,118 － － －

長期貸付金 724,064 2,815,767 － －

合計 3,612,335 2,815,767 － －

  
１年以内 

１年超 ２年超 ３年超 ４年超 
５年超 

  ２年以内 ３年以内 ４年以内 ５年以内 

  （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

長期借入金 537,673 556,492 535,655 548,700 567,760 6,385,335

合計 537,673 556,492 535,655 548,700 567,760 6,385,335
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前連結会計年度（平成21年７月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

    ２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成20年８月１日 至 平成21年７月31日） 

     ３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

当連結会計年度（平成22年７月31日） 

        減損処理を行った有価証券 

      当連結会計年度において、有価証券について 千円（その他有価証券の非上場株式）減損処理を行って 

     おります。これは、先方の破産申し立てがあったことにより計上したものであります。 

  

前連結会計年度（自 平成20年８月１日 至 平成21年７月31日） 

 当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成21年８月１日 至 平成22年７月31日） 

 当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

（有価証券関係）

  種類 
取得原価
（千円） 

連結貸借対照表計上
額（千円） 

差額
（千円） 

連結貸借対照表計上額が 

取得原価を超えるもの 

(1）株式  890,386  951,825  61,438

(2）債券                  

① 国債・地方債等  －  －  －

② 社債  －  －  －

③ その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  890,386  951,825  61,438

連結貸借対照表計上額が 

取得原価を超えないもの 

(1）株式  －  －  －

(2）債券                  

① 国債・地方債等  －  －  －

② 社債  －  －  －

③ その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  －  －  －

合計  890,386  951,825  61,438

 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）  

 18,519  3,060  112

  連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券      

非上場株式  4,375

1,542

（デリバティブ取引関係）
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前連結会計年度（自 平成20年８月１日 至 平成21年７月31日） 

１．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名 

   役員報酬     174千円 

   従業員給与手当  225千円  

  

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

  
（注） 株式数に換算して記載しております。 

（ストック・オプション等関係）

  
平成17年７月期
新株予約権 

平成18年７月期②
新株予約権  

平成21年７月期①
新株予約権  

付与対象者の区分及び

人数 

当社取締役      ７名 

当社従業員      48名 

当社取締役      ５名 

当社従業員     191名 

外部協力者      １名 

当社取締役      ５名 

当社従業員        40名 

  

ストック・オプション

の目的となる株式の種

類及び数（注） 

普通株式 2,700株 普通株式 3,000株 普通株式 4,330株 

付与日 平成16年11月30日 平成18年４月28日 平成21年３月11日 

権利確定条件 

  

付与日（平成16年11月30日）

以降、権利確定日（平成18年

10月27日）まで継続して勤務

していること。  

付与 日（平成 18 年４ 月 28

日） 以降、権利確定日（平

成19年 11月１日）まで継続

して勤務していること。  

付与日（平成 21 年３月 11

日） 以降、権利確定日（平

成23年３月11日）まで継続

して勤務していること。 

対象勤務期間 
自 平成16年11月30日 

至 平成18年10月26日 

自 平成18年４月28日 

至 平成19年10月31日  

自 平成21年３月11日 

至 平成23年３月10日  

権利行使期間 
自 平成18年10月27日 

至 平成26年10月26日 

自 平成19年11月１日 

至 平成27年10月26日  

自 平成23年３月11日 

至 平成31年３月10日  

  
平成21年７月期②

新株予約権 
  

付与対象者の区分及び

人数 

子会社従業員     15名     

ストック・オプション

の目的となる株式の種

類及び数（注） 

普通株式   270株     

付与日 平成21年４月30日     

権利確定条件 

  

付 与日（平成 21 年４ 月 30

日） 以降、権利確定日（平

成23年４月29日）まで継続し

て勤務していること。   

    

対象勤務期間 
自 平成21年４月30日 

至 平成23年４月28日 
    

権利行使期間 
自 平成23年４月29日 

至 平成31年４月28日 
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。 

①ストック・オプションの数 

②単価情報 

  

  
平成17年  
７月期 

平成18年  
７月期② 

平成21年  
７月期① 

平成21年  
７月期② 

権利確定前      （株）  

前連結会計年度末  －  －  －  －

付与  －  －  4,330  270

失効  －  －  160  15

権利確定  －  －  －  －

未確定残  －  －  4,170  255

権利確定後      （株）  

前連結会計年度末  955  982  －  －

権利確定  －  －  －  －

権利行使  －  －  －  －

失効  95  464  －  －

未行使残  860  518  －  －

  
平成17年  
７月期 

平成18年  
７月期② 

平成21年  
７月期① 

平成21年  
７月期② 

  

権利行使価格（円）  137,319  104,925  689  1,890

行使時平均株価（円）  －  －  －  －

公正な評価単価（付与日）（円）  －  －  398  1,265
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３．ストックオプションの公正な評価単価の見積方法 

  （1）当連結会計年度において付与された平成21年３月11日ストック・オプションについての公正な評価単

    価の見積方法は以下の通りであります。 

    ①使用した評価技法      ブラック・ショールズ式 

    ②主な基礎数値及び見積方法 

   （注）１．平成16年９月から平成21年３月の株価実績に基づき算定しております。 

      ２．十分なデータ蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、 

        権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積もっております。 

      ３．直近の配当実績によっております。 

      ４．予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。 

  

   （2）当連結会計年度において付与された平成21年４月30日ストック・オプションについての公正な評価単  

    価の見積方法は以下の通りであります。 

    ①使用した評価技法      ブラック・ショールズ式 

    ②主な基礎数値及び見積方法 

   （注）１．平成16年９月から平成21年４月の株価実績に基づき算定しております。 

      ２．十分なデータ蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、 

        権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積もっております。 

      ３．直近の配当実績によっております。 

      ４．予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。 

  

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

  基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用 

  しております。  

  

  

   平成21年ストック・オプション 

株価変動性   （注）１  85.16％ 

予想残存期間  （注）２  ６年 

予想配当    （注）３  ０円／株 

無リスク利子率 （注）４  0.836％ 

   平成21年ストック・オプション 

株価変動性   （注）１  93.99％ 

予想残存期間  （注）２  ６年 

予想配当    （注）３  ０円／株 

無リスク利子率 （注）４  0.943％ 
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当連結会計年度（自 平成21年８月１日 至 平成22年７月31日） 

１．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名 

   役員報酬     千円 

   従業員給与手当  千円  

  

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

  
（注） 株式数に換算して記載しております。 

1,063

4,291

  
平成17年７月期
新株予約権 

平成18年７月期②
新株予約権  

平成21年７月期①
新株予約権  

付与対象者の区分及び

人数 

当社取締役      ７名 

当社従業員      48名 

当社取締役      ５名 

当社従業員     191名 

外部協力者      １名 

当社取締役      ５名 

当社従業員        40名 

  

ストック・オプション

の目的となる株式の種

類及び数（注） 

普通株式 2,700株 普通株式 3,000株 普通株式 4,330株 

付与日 平成16年11月30日 平成18年４月28日 平成21年３月11日 

権利確定条件 

  

付与日（平成16年11月30日）

以降、権利確定日（平成18年

10月27日）まで継続して勤務

していること。  

付与 日（平成 18 年４ 月 28

日） 以降、権利確定日（平

成19年 11月１日）まで継続

して勤務していること。  

付与日（平成 21 年３月 11

日） 以降、権利確定日（平

成23年３月11日）まで継続

して勤務していること。 

対象勤務期間 
自 平成16年11月30日 

至 平成18年10月26日 

自 平成18年４月28日 

至 平成19年10月31日  

自 平成21年３月11日 

至 平成23年３月10日  

権利行使期間 
自 平成18年10月27日 

至 平成26年10月26日 

自 平成19年11月１日 

至 平成27年10月26日  

自 平成23年３月11日 

至 平成31年３月10日  

  
平成21年７月期②

新株予約権 
平成22年７月期
新株予約権  

付与対象者の区分及び

人数 

子会社従業員     15名 当社取締役     ５名 

当社従業員     57名 

ストック・オプション

の目的となる株式の種

類及び数（注） 

普通株式   270株 普通株式   7,245株  

付与日 平成21年４月30日 平成21年12月16日  

権利確定条件 

  

付 与日（平成 21 年４ 月 30

日） 以降、権利確定日（平

成23年４月29日）まで継続し

て勤務していること。   

付与日（平成 21 年 12 月 16

日） 以降、権利確定日（平

成23年12月15日）まで継続

して勤務していること。 

対象勤務期間 
自 平成21年４月30日 

至 平成23年４月28日 

自 平成21年12月16日 

至 平成23年12月15日  

権利行使期間 
自 平成23年４月29日 

至 平成31年４月28日 

自 平成23年12月16日 

至 平成31年12月15日  
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。 

①ストック・オプションの数 

②単価情報 

  

  
平成17年  
７月期 

平成18年  
７月期② 

平成21年  
７月期① 

平成21年  
７月期② 

平成22年
７月期  

権利確定前      （株）  

前連結会計年度末  －  －  4,170  255 －

付与  －  －  －  － 7,245

失効  －  －  90  30 125

権利確定  －  －  －  －  －

未確定残  －  －  4,080  225 7,120

権利確定後      （株）  

前連結会計年度末  860  518  －  － －

権利確定  －  －  －  － －

権利行使  －  －  －  － －

失効  －  4  －  － －

未行使残  860  514  －  － －

  
平成17年  
７月期 

平成18年  
７月期② 

平成21年  
７月期① 

平成21年  
７月期② 

平成22年  
７月期 

権利行使価格（円）  137,319  104,925  689  1,890  2,107

行使時平均株価（円）  －  －  －  －  －

公正な評価単価（付与日）（円）  －  －  398  1,265  1,860
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３．ストックオプションの公正な評価単価の見積方法 

  （1）当連結会計年度において付与された平成21年12月16日ストック・オプションについての公正な評価単

    価の見積方法は以下の通りであります。 

    ①使用した評価技法      ブラック・ショールズ式 

    ②主な基礎数値及び見積方法 

   （注）１．平成16年９月から平成21年12月の株価実績に基づき算定しております。 

      ２．十分なデータ蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、 

        権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積もっております。 

      ３．直近の配当実績によっております。 

      ４．予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。 

  

   ４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

  基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用 

  しております。  

  

  

   平成22年ストック・オプション 

株価変動性   （注）１  94.07％ 

予想残存期間  （注）２  ６年 

予想配当    （注）３  ０円／株 

無リスク利子率 （注）４  0.634％ 
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（税効果会計関係）

前連結会計年度 
（平成21年７月31日） 

当連結会計年度 
（平成22年７月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に

含まれております。 

繰延税金資産     

減価償却超過額 千円85,574

貸倒引当金損金算入限度超過額 千円453,678

繰越欠損金 千円3,206,673

その他 千円101,338

評価性引当額 千円△3,837,377

繰延税金資産合計 千円9,887

繰延税金負債     

その他有価証券評価差額金 千円△24,575

繰延税金負債合計 千円△24,575

繰延税金資産（△負債）の純額 千円△14,688

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に

含まれております。 

繰延税金資産     

減価償却超過額 千円87,213

貸倒引当金損金算入限度超過額 千円412,343

繰越欠損金 千円3,132,791

その他 千円50,521

評価性引当額 千円△3,682,870

繰延税金資産合計    －

繰延税金負債     

その他有価証券評価差額金    －

繰延税金負債合計     －

繰延税金資産（△負債）の純額     －

  （千円）

流動資産－繰延税金資産  9,523

固定資産－繰延税金資産  363

固定負債－繰延税金負債  △24,575

  （千円）

流動資産－繰延税金資産  －

固定資産－繰延税金資産  －

固定負債－繰延税金負債  －

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 

  税金等調整前当期純損失が計上されているため、記載

しておりません。  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 40.0 ％

（調整）    

評価性引当額  8.7

税務上の繰越欠損金の利用 △50.6

交際費等永久差異項目 0.1

持分法による投資損益 △6.9

のれん償却額 5.5

住民税均等割 2.7

その他 9.9

 税効果会計適用後の法人税等  

 の負担率 
9.3

    

㈱ネクストジャパンホールディングス(2409)　平成22年７月期　決算短信

- 40 -



前連結会計年度（自 平成20年８月１日 至 平成21年７月31日） 

事業分離  

 １．分離先企業の名称、分離した事業の内容、事業分離を行った主な理由、事業分離日及び法的形式を含む事業分 

   離の概要 

 （１）分離先企業の名称 

  株式会社フロックス 

 （２）分離した事業の内容 

 株式会社大多喜ヒルズリゾート（アウトドアレジャー事業） 

 （３）事業分離を行った主な理由 

 当社は現在、当社グループの収益性改善及び企業価値向上を図るべく、事業再編等を急ピッチで進めており

     有する資産について将来獲得見込みキャッシュ・フローと現時点での資金化の双方の優位性を慎重に検討し

     た結果、現時点での全株式の譲渡が 善と判断したため。 

 （４）事業分離日 

   平成21年１月22日（株式譲渡日） 

 （５）法的形式を含む事業分離の概要 

  受取対価を現金等の財産のみとする株式譲渡 
  

 ２．実施した会計処理の概要 

       株式の譲渡対価はすべて現金であり、分離先企業は当社の子会社、関連会社以外の企業であるため、「事業 

        分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成17年12月27日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等 

        会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 終改正平成19年11月15日）に基づき、株式の譲

        渡対価が現金等の財産のみである場合の会計処理のうち、子会社、関連会社以外を分離先として行われた事業分

        離として処理しております。 

         株式の譲渡対価として受け取った現金と株式会社大多喜ヒルズリゾートの資産及び負債の譲渡直前の適正な帳

    簿価額により純資産の当社の持分（連結上の簿価）との差額を移転損益として認識いたしました。 

 （１）移転損益の金額 

 △12,377千円 

 （２）移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳 

 ３．当連結会計年度末の連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額 

   当該連結子会社のみなし売却日は平成21年1月31日としております。 

   

（企業結合等関係）

流動資産 39,288千円

固定資産 1,445,618千円

資産合計 1,484,906千円

流動負債 

固定負債  

283,395千円

419,133千円

負債合計 702,528千円

    

売上高 261,097千円

営業利益 △1,093千円
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   前連結会計年度（自 平成20年８月１日 至 平成21年７月31日）  

   パーチェス法の適用 

 １．被取得企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った理由、企業結合日、企業結合の法的形式、結合後企業の

  名称及び取得した議決権比率 

  

 ２．当連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間 

   

   平成21年５月１日から平成21年７月31日まで 

  

 ３．被取得企業の取得原価及びその内訳  

  

 ４．発生したのれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間  

  

 ５．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳  

  

 ６．企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影

  響の概算額  

       売上高    885,440千円   

      経常利益    38,255千円  

      

        概算額の算定方法及び重要な前提条件 

      概算額の算定につきましては、株式会社ブレイクの売上高及び経常利益を、平成20年８月１日から平成21年

     ４月30日までの期間について記載しております。 

      なお、影響額の概算額については監査証明を受けておりません。    

  

当連結会計年度（自 平成21年８月１日 至 平成22年７月31日） 

        該当事項はありません。  

 被取得企業の名称     株式会社ブレイク 

 取得した事業の内容  アミューズメント商品の販売、アミューズメント施設の経営等 

 企業結合を行った理由  アミューズメント事業の拡大・成長 

 企業結合日  平成21年４月23日 

 企業結合の法的形式  株式取得 

 結合後企業の名称  株式会社ブレイク 

 取得した議決権比率  100％ 

 取得の対価     

  現金  175,000千円 

 取得に直接要した費用     

  デューデリジェンス費用等  1,850千円 

 取得原価  176,850千円 

 のれんの金額  159,635千円 

 発生原因  今後の事業展開によって期待される将来の収益力から発生したものであります。

 償却の方法及び償却期間  のれんの償却については、５年間で均等償却することとしております。 

流動資産  339,192千円  

固定資産  450,325千円  

流動負債  525,093千円  

固定負債  247,209千円  
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 当連結会計年度（自 平成21年８月１日 至 平成22年７月31日） 

 当社グループでは、東京都において、賃貸用のオフィスビル（土地を含む。）を有しております。 

 平成22年７月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は 千円（賃貸収益は売上高に、主な賃貸

費用は販売費及び一般管理費に計上）であります。 

 また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額及び当連結会計年度増減額及び時価は、次のとおりであり

ます。  

(注)１.連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額でありま 

       す。 

  ２.当連結会計年度増減額のうち、増加は賃貸用のオフィスビルの補修工事代（ 千円）であり、 

    減少は賃貸用のオフィスビルに係る減価償却費（ 千円）であります。 
  ３.当連結会計年度末の時価は、不動産鑑定士による不動産価格調査書に基づく金額であります。 

  

（追加情報） 

 当連結会計年度より、「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第20号 平成20年

11月28日）及び「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第23号

平成20年11月28日）を適用しております。 

  

（賃貸等不動産関係）

13,863

連結貸借対照表計上額（千円） 当連結会計年度末の時価
（千円）  

前連結会計年度末残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高

 328,924 △235 328,688 288,000

940

1,175
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前連結会計年度（自 平成20年８月１日 至 平成21年７月31日） 

（セグメント情報）

ａ．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）

販売事業

（千円） 
不動産事業 
（千円） 

  
その他の  

事業 
（千円） 
  

計

（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益                                          

売上高                                          

(1）外部顧客に対する売上

高 
 1,000,843  197,668  261,097  244,491  9,800  6,371  1,720,273

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －  －

計  1,000,843  197,668  261,097  244,491  9,800  6,371  1,720,273

営業費用  1,141,276  125,685 263,276  243,767  9,363  5,087  1,788,457

営業利益（△：営業損

失） 
 △140,433  71,983  △2,179  723  437  1,283  △68,183

Ⅱ 資産、減価償却費、減

損損失及び資本的支

出 

                                         

資産  531,707  14,879  －  347,599  337,542  361  1,232,090

減価償却費  26,219  2,548  11,577  482  354  －  41,181

減損損失  25,329  －  －  －  －  －  25,329

資本的支出  158,935  8,423  －  1,092  329,199  －  497,650

  
消去又は全社 
（千円） 

連結

（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益            

売上高            

(1）外部顧客に対する売上

高 
 －  1,720,273

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 －  －

計  －  1,720,273

営業費用  250,854  2,039,312

営業利益（△：営業損

失） 
 △250,854  △319,038

Ⅱ 資産、減価償却費、減

損損失及び資本的支

出 

           

資産  1,138,019  2,370,109

減価償却費  2,802  43,984

減損損失  －  25,329

資本的支出  1,010  498,660
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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）アウトドアレジャー事業 

           株式会社南千葉ゴルフアンドリゾートの運営（ゴルフ売上・ホテル売上・温泉売上等） 

        （4）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 

    （5）不動産事業 

             不動産賃貸による収益事業  

    （6）その他の事業 

           ｅコマース事業、デジタルコンテンツ配信事業及びＷＥＢ広告事業等 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は250,854千円であり、その主なも

のは当社グループ本社の総務・経理部門等の一般管理部門に係る費用であります。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は1,138,019千円であり、その主なものは当社グ

ループ本社での余資運用資金（預金及び投資有価証券）及び管理部門に係る資産であります。 

５．事業区分の追加及び変更 

事業区分につきましては、前連結会計年度において「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、当連

結会計年度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」が加わりました。 

さらに、従前「その他の事業」に含めておりました不動産賃貸業を「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連結会計年度の「その他の事業」は売上高が

9,800千円、営業費用が9,363千円それぞれ減少しております。 

６．会計処理の変更 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準の適用） 

  〔連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更〕に記載のとおり、当連結会計年度より「棚卸  

  資産の評価に関する基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分）を適用しております。この 

  変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて営業費用がインドアレジャー直営事業で351千円、販売事 

  業で14,009千円増加しております。  

 （固定資産の償却方法の変更） 

  〔連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更〕に記載のとおり、当連結会計年度より改正後 

  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ております。この変更に伴い、従来の 

  方法によった場合に比べて営業費用がインドアレジャー直営事業で7,006千円増加しております。  
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当連結会計年度（自 平成21年８月１日 至 平成22年７月31日） 

  
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） 

Ⅰ 売上高及び営業損益                                    

売上高                                    

(1）外部顧客に対する売上高  1,111,558  52,073  1,930,479  757,167  97,302  3,948,580

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  110,171  －  －  110,171

計  1,111,558  52,073  2,040,650  757,167  97,302  4,058,751

営業費用  1,107,563  29,202  1,938,343  459,143  84,251  3,618,504

営業利益（△：営業損失）  3,994  22,870  102,307  298,023  13,050  440,246

Ⅱ 資産、減価償却費、減損

損失及び資本的支出 
                                   

資産  967,682  －  842,396  397,954  13,113  2,221,146

減価償却費  72,488  －  596  1,175  －  74,260

減損損失  6,687  －  －  －  －  6,687

資本的支出  86,069  －  468  940  －  87,478

  
消去又は全社 
（千円） 

連結

（千円） 
  

Ⅰ 売上高及び営業損益            

売上高            

(1）外部顧客に対する売上高  －  3,948,580

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 △110,171  －

計  △110,171  3,948,580

営業費用  120,558  3,739,063

営業利益（△：営業損失）  △230,729  209,517

Ⅱ 資産、減価償却費、減損

損失及び資本的支出 
           

資産  8,119,374  10,340,521

減価償却費  3,489  77,750

減損損失  －  6,687

資本的支出  19,650  107,128
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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販売・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．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は 千円であり、その主なも 

      のは当社グループ本社の総務・経理部門等の一般管理部門に係る費用であります。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は 千円であり、その主なものは当社グ

ループ本社での余資運用資金（預金及び投資有価証券）及び管理部門に係る資産であります。 

５．事業区分の追加及び変更 

事業区分につきましては、前連結会計年度において「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」「販売事業」「不動産事業」「その他の事業」の6つに

区分しておりましたが、当連結会計年度では、前連結会計年度中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。  

       前連結会計年度（自 平成20年８月１日 至 平成21年７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。 

       当連結会計年度（自 平成21年８月１日 至 平成22年７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。 

       前連結会計年度（自 平成20年８月１日 至 平成21年７月31日） 

        該当事項はありません。 

  

       当連結会計年度（自 平成21年８月１日 至 平成22年７月31日） 

        該当事項はありません。 

  

229,032

8,119,374

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高
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前連結会計年度（自 平成20年８月１日 至 平成21年７月31日） 

（追加情報） 

 当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）及

び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日）を適

用しております。 

 なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。  
  
１．関連当事者との取引  

  ①連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引  

（１）連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等  

   
    （２）連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等  

    （注）１．上記、（１）及び（２）の金額のうち、取引金額及び期末残高には消費税等が含まれておりません。 

       ２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

         資金の借入について、借入利率は市場金利を勘案して合理的に決定しております。 

         なお、担保は提供しておりません。  

       ３．Revival Asset Management１号投資事業組合の業務執行組合員である藤澤信義氏及び千葉信育氏はそ 

                 れぞれ当社の代表取締役及び取締役であります。 

       ４．株式の発行は、当社が平成21年９月29日に行った第三者割当増資307,789株を１株992円で、平成21年 

         １月29日に行った第三者割当増資312,500株を１株1,600円で同組合が全額引き受けたものでありま   

                 す。  

       ５．平成21年４月23日締結の株式売買契約における株式会社ブレイクの株式購入代金であります。 

             ６．平成21年１月22日当社子会社であった株式会社大多喜ヒルズリゾートの貸付債権等の売却代金であり 

         ます。 

       ７．上記（１）及び（２）の取引金額は、一般の取引条件と同一の基準により決定しており、支払条件に 

         ついても一般と同様であります。   

       ８．平成21年10月28日の定時株主総会において、千葉信育氏は取締役を退任しております。  

       ９．株式会社フロックスの取締役会長である千葉信育氏は当社の取締役であります。 
  

（関連当事者情報）

種類 
会社等 

の名称又は
氏名 

所在地

資本金 
又は 

出資金 
（千円） 

事業の
内容又 
は職業 

議決権等
の所有 
(被所有) 
割合(％) 

関連当事者
との関係  

  

取引の
内容 

取引金額 
（千円） 科目 期末残高

（千円） 

親会社 

Revival 

Asset 

Management
１号投資事

業組合 

東京都 
港区 305,326 投資事業

(被所有)

直接 
56.79 

資金の借入

（注３）  

株式の

発行 
（注４） 

805,326 －  －

資金の

借入 
（注２） 

1,528,000 借入金 1,030,000

支払利息

（注２）
9,492 未払利息 3,924

種類 
会社等 

の名称又
は氏名 

所在地 

資本金 
又は 
出資金 

（千円） 

事業の
内容又 
は職業 

議決権等
の所有 
(被所有) 
割合(％) 

関連当事者
との関係  

  

取引の
内容 

取引金額 
（千円） 科目 期末残高

（千円） 

  
役員 
  

  
藤澤信義 
  

－ 
  

－ 
  

当社代表

取締役 
  

（被所有)

間接 
56.79 

株式の購入
株式の購入

（注５） 
131,250 －    －

  
役員 
  

  
齊藤慶 
  

－ 
  

－ 
  

当社 
取締役 

（注８） 

（被所有)

直接 
0.89  

株式の購入

 

株式の購入

（注５） 

  

26,250 

 
－ －

役員が議

決権の過

半数を所

有してい

る会社等 

㈱フロ
ックス 

静岡市駿

河区 300,000 金融業 －

役員の兼任

（注８．９） 
債権の売却  

債権の売却

（注６） 223,425 －  － 
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        ②連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引 

 （１）連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等  

    （注）１．上記、（１）の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。 

       ２．連結子会社である株式会社ブレイクの銀行からの借入に対して債務保証を受けております。  

             ３．連結子会社である株式会社ブレイクの銀行からの借入に対して担保提供を受けております。 

       ４．平成21年１月22日当社子会社であった、株式会社南千葉ゴルフアンドリゾートが保有していた株式会 

         社大多喜ヒルズリゾート全株式の売却代金であります。 

       ５．上記（１）の取引金額は、一般の取引条件と同一の基準により決定しており、支払条件についても一 

                 般と同様であります。   

       ６．平成21年10月28日の定時株主総会において、取締役を退任しております。  

   ７．株式会社フロックスの取締役会長である千葉信育氏は当社の取締役であります。 

   ８．平成21年10月28日の定時株主総会において、千葉信育氏は取締役を退任しております。 

  

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記 

 （１）親会社情報 

    Revival Asset Management１号投資事業組合（非上場） 

  

種類 
会社等 

の名称又
は氏名 

所在地 

資本金 
又は 
出資金 

（千円） 

事業の
内容又 
は職業 

議決権等
の所有 
(被所有) 
割合(％) 

関連当事者
との関係  

  

取引の
内容 

取引金額 
（千円） 科目 期末残高

（千円） 

  
役員 
  

  
藤澤信義 
  

 － － 
当社代表

取締役 

（被所有)

間接 
56.79  

債務被保証 

担保の受入  

借入金に対

する被保証

（注２） 
50,000 － －

借入金に対

する担保の

受入 
（注３） 

50,000 － －

  
役員 
  

  
齊藤慶 
  

  
－ 
  

  
－ 
  

当社 
取締役 

（注６） 

（被所有)

直接 
0.89  

債務被保証 

借入金に対

する被保証

（注２） 
50,000 － －

役員が議

決権の過

半数を所

有してい

る会社等 

㈱フロ
ックス 

静岡市駿

河区 300,000 金融業 －

役員の兼任

（注７．８） 
株式の売却  

株式の売却

（注４） 770,000 －  － 
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当連結会計年度（自 平成21年８月１日 至 平成22年７月31日） 

１．関連当事者との取引  

  ①連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引  

（１）連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等 

   
（注）１．上記、（１）の金額のうち、取引金額及び期末残高には消費税等が含まれておりません。 

   ２．当連結会計期間における借入金額を記載しております。なお、Revival Asset Management1号投資事業組合か 

    らの借入金は、前期連結会計年度末における借入金残高 千円と合わせて 千円を平成21年11月

    27日に全額返済しており、支払利息は当連結会計期間における利息金額を記載しております。 

     

  ②連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引 

    （１）連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等  

  

    （２）連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等 

（注）１．上記、（１）及び（２）の金額のうち、取引金額及び期末残高には消費税等が含まれておりません。 

      ２．当社の主要株主であるRevival Asset Management １号投資事業組合に対する藤澤信義氏の出資割合は90％で 

        あります。 

   ３．連結子会社である株式会社ブレイクの銀行からの借入に対して債務保証を受けております。 

   ４．連結子会社である株式会社ブレイクの銀行からの手形割引及び輸入信用状の開設に対して担保提供を受けてお

    ります。 

   ５．連結子会社である株式会社ブレイクの代表取締役であります。 

   ６．持分法適用日である平成22年３月31日以降の連結子会社である株式会社ブレイクとの取引金額を記載しており

    ます。 

種類 
会社等 

の名称又は
氏名 

所在地

資本金 
又は 

出資金 
（千円） 

事業の
内容又 
は職業 

議決権等
の所有 
(被所有) 
割合(％) 

関連当事者
との関係  

  

取引の
内容 

取引金額 
（千円） 科目 期末残高

（千円） 

主要株主 

Revival 

Asset 

Management
１号投資事

業組合 

東京都 
港区  305,326 投資事業

(被所有)

直接 
 38.57

資金の借入

資金の

借入 
（注２） 

 300,000 － －

支払利息

（注２）
 10,132 － －

1,030,000 1,330,000

種類 
会社等 

の名称又
は氏名 

所在地 

資本金 
又は 
出資金 

（千円） 

事業の
内容又 
は職業 

議決権等
の所有 
(被所有) 
割合(％) 

関連当事者
との関係  

  

取引の
内容 

取引金額 
（千円） 科目 期末残高

（千円） 

  
役員 
  

  
藤澤信義 
  

－ －  
当社代表

取締役  

（被所有)

間接 
 

（注２） 
38.57

債務被保証  

担保の受入 

借入金に対

する被保証

（注３） 

 33,600 －   －

担保の受入

（注４） 
 594,619 －   －

  
役員 
  

  
齊藤慶 
  

－  －  

連結子会

社代表取

締役   

（注５）

（被所有)

直接 
  0.89

債務被保証  

担保の受入 

借入金に対

する被保証

（注３） 
 61,109 － －

種類 
会社等 

の名称又は
氏名 

所在地

資本金 
又は 

出資金 
（千円） 

事業の
内容又 
は職業 

議決権等
の所有 
(被所有) 
割合(％) 

関連当事者
との関係  

  

取引の
内容 

取引金額 
（千円） 科目 期末残高

（千円） 

関連会社 
アドアーズ

㈱ 
東京都中

央区 4,000,000

アミーズ

メント施

設の運営

等・各種

施設の設

計施工 

(所有)

直接 
 

(被所有) 
直接 

  

24.91

9.89

当社商品の

販売先 
役員の兼任 

販売売上

（注６）  409,713

売掛金 114,841

受取手形 102,146
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２．親会社又は重要な関連会社に関する注記 

（１）重要な関連会社の要約財務情報 

当連結会計年度において、重要な関連会社はアドアーズ株式会社であり、その要約財務諸表は以下の通りです。

なお、以下の要約財務諸表は平成23年3月期の第1四半期会計期間末（平成22年6月30日）及び第1四半期累計期間

（自 平成22年4月1日 至 平成22年6月30日）における金額を記載しております。 

  

流動資産合計       千円 

固定資産合計      千円 

  

流動負債合計      千円 

固定負債合計       千円 

  

純資産合計              千円 

  

売上高                    千円 

税引前四半期純利益           千円 

四半期当期純利益            千円  

9,166,743

21,748,616

11,059,591

8,010,442

11,845,326

5,788,203

56,800

33,682
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（注）１．前連結会計年度における潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１

株当たり当期純損失であるため記載しておりません。 

２．１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額及び潜在調整後１株当たり当期純利益金額の算定上

の基礎は、以下のとおりであります。 

(注)当連結会計年度における期中平均株式数は、持分法適用に伴う相互保有株式を自己株式として算出しております。 

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成20年８月１日 
至 平成21年７月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年８月１日 
至 平成22年７月31日） 

１株当たり純資産額 円296.99

普通株式以外の株式に係る 

１株当たり純資産額  
円563.42

１株当たり当期純損失金額 円1,197.13

(注)１  

１株当たり純資産額 円471.96

普通株式以外の株式に係る 

１株当たり純資産額  
円887.22

１株当たり当期純利益金額 円279.34

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益金額 
円277.43

  
前連結会計年度

（自 平成20年８月１日 
至 平成21年７月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年８月１日 
至 平成22年７月31日） 

１株当たり当期純利益金額又は１株当た

り当期純損失金額  
    

当期純利益または当期純損失（△）

（千円） 
 △669,841  212,436

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益又は当期純

損失（△）（千円） 
 △669,841  212,436

期中平均株式数（株）(注)  559,540  760,505

（うち普通株式）(株)   402,006  448,005

（うち甲種類株式）(株)  157,534  312,500

      

潜在調整後１株当たり当期純利益金額      

当期純利益調整額(千円)   －  －

普通株式増加数(株)   －  5,216

希薄化効果を有しないため、潜在調整後

１株当たり当期純利益金額の算定に含め

なかった潜在株式の概要  

 －  －
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（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成20年８月１日 
至 平成21年７月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年８月１日 
至 平成22年７月31日） 

１．借入極度基本契約の変更 

  当社は、Revival Asset Management１号投資事業組合 

 との協議の結果、平成21年９月14日開催の取締役会決議 

 に基づき、同日付でRevival Asset Management１号投資 

 事業組合との借入極度基本契約の一部を変更いたしまし

 た。 

 変更点 

（１）原契約に定める借入極度額の範囲を金14億円から金 

  20億円に増枠する。 

（２）原契約にある 終弁済期間については締結日より 

  ３年間を５年間に変更する。 

   なお、個々の金銭消費貸借契約証書を締結する場合 

  は、当契約証書の弁済期間は締結日より１年間を２年 

  間に変更し、原契約の 終弁済日を超えるものは原契 

  約の 終弁済日までとする。 

（３）原契約にある利率に関し、契約に基づき平成21年 

  ８月１日以降締結する金銭消費貸借契約の利率を 

  年率5.0％から年率2.7％に変更する。 

（４）原契約に基づき金銭消費貸借契約を締結している４ 

  契約（借入金残高1,030,000千円）について「元本返済

  期日」をそれぞれ２年間延長し、平成21年８月１日以 

  降の利率を年率2.7％へ変更する。  

  

２．アドアーズ株式会社との資本・業務提携関係の強化 

  当社はアドアーズ株式会社との協議の結果、平成21年 

 ９月14日、資本・業務提携の強化について、両者間での 

 資本・業務提携変更に関する覚書を締結いたしました。 

（１）業務提携強化の概要 

  ①既存業務の相互コンサルティング並びに新業態の開 

   発における提携  

    ②役員の相互派遣 

（２）資本提携強化の概要 

   両社は、双方の株式を取得し、資本提携関係を構築し 

 ておりますが、今回の資本提携強化により、今後の取得 

 目標株式数を以下のように変更いたします。 

    ①取得目標株式数 

   アドアーズ株式会社の発行済普通株式数 

   2,000,000株 

  ②取得方法  

   市場取引での買付 

  ③取得時期 

   平成21年12月31日までを目処とする 

  ④取得資金 

   Revival Asset Management１号投資事業組合との借

   入極度契約枠の一部を充当する予定であり、平成21 

   年９月25日付けにて150,000千円、平成21年10月27 

   日付けにて150,000千円の借入を実行しておりま 

   す。  

１．資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金処分 

  当社は平成22年９月14日開催の取締役会において、

平成22年10月28日開催予定の定時株主総会に資本金及び

資本準備金の額並びに剰余金の処分について付議するこ

とを決議いたしました。 

  

（１） 資本金及び資本準備金の減少並びに剰余金処分の目

的 

当社は、平成22年７月期におきまして、当社グループ

企業が運営するアミューズメント店舗事業における前期

までの不採算店の閉鎖と既存店の運営改善に加え、新業

態店舗の出店による収益の改善、及び販売事業における

収益への貢献等により平成17年７月期以来の黒字業績と

なりました。当社では、引き続き店舗事業の運営改善や

販売事業の拡大による平成23年７月期での連続業績黒字

を目標としており、株主様を含めた当社ステークホルダ

ーへの適切な利益還元を重視していく当社方針にも基づ

き、早急な財務基盤の強化並びに健全化による経営体制

の安定と企業価値の向上に努めてまいります。 

従いまして、これまでの長期にわたる損失計上による

繰越損失を解消し、今後の機動的かつ柔軟な資本政策を

可能とすることを目的として、会社法第447条第１項の規

定に基づき資本金を減少し、また会社法第448条第１項の

規定に基づき資本準備金の取り崩しを行い、それぞれを

「その他資本剰余金」に振り替え、さらに「その他資本

剰余金」の一部を会社法第452条の規定に基づき繰越利益

剰余金に計上されております損失の補填に充当すること

といたします。 

  

（２）資本金の額の減少の要項 

 現在の資本金の額1,131,494千円のうち1,041,494千円を

減少して、減少後の資本金の額を90,000千円とし、減少し

た資本金の額をその他資本剰余金に振り替えることといた

します。  

  

（３）資本準備金の額の減少の要項 

 現在の資本準備金の額250,000千円のうち200,000千円を

減少して、減少後の資本準備金の額を50,000千円とし、減

少した資本準備金の額をその他資本剰余金に振り替えるこ

とといたします。 

   

（４）資本金及び資本準備金の減額の方法 

 発行済株式総数の数を変更せず、資本金及び資本準備金

の額のみを減少いたします。 

 なお、今回の減資にて当社の純資産額及び発行済株式総

数にも変更はございませんので、一株当たりの純資産に変

更を生じるものではありません。 
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前連結会計年度 
（自 平成20年８月１日 
至 平成21年７月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年８月１日 
至 平成22年７月31日） 

（３）提携相手先の概要 

  ①名称 

   アドアーズ株式会社（ＪＡＳＤＡＱ：4712） 

  ②主な事業内容 

   アミューズメント施設の運営・企画・開発・設計・ 

   施工・管理等 

  ③設立年月日 

   昭和42年12月25日 

  ④本店所在地 

   東京都中央区日本橋馬喰町二丁目１番３号 

  ⑤代表者 

   中川 健男  

    ⑥資本金の額 

   40億円 

  ⑦従業員数 

   384名（平成21年３月31日現在）  

  

（５）剰余金の処分の要領 

 資本金及び資本準備金の額の減少により生じるその他資

本剰余金1,241,494千円のうち575,367千円を減少し、繰越

利益剰余金に振り替えることにより、繰越利益剰余金の欠

損填補を行います。補填後のその他資本剰余金は666,127

千円、繰越利益剰余金は零円となります。 

  

（ご参考）変動額の明細 

  

（６）今後の日程 

  取締役会決議      平成22年９月14日 

  債権者異議申述公告日  平成22年10月29日（予定） 

  債権者異議申述 終期日 平成22年11月30日（予定） 

  株主総会決議日     平成22年10月28日（予定） 

  効力発生日       平成22年12月１日（予定） 

  

  減少前 減少後 

資本金 1,131,494千円 90,000千円

資本準備金 250,000千円 50,000千円

その他資本

剰余金 

 －千円 666,127千円

繰越利益 

剰余金 

△575,367千円 －千円
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年７月31日) 

当事業年度 
(平成22年７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 161,448 1,722,081

売掛金 ※2  14,590 ※2  16,180

商品及び製品 － 54,225

原材料及び貯蔵品 599 419

前払費用 3,168 25,384

未収収益 ※2  26,898 6,109

関係会社短期貸付金 919,000 －

１年内回収関係会社長期貸付金 318,869 －

1年内回収予定の長期貸付金 － ※1  724,064

その他 ※2  2,256 ※2  23,948

貸倒引当金 △409,350 －

流動資産合計 1,037,481 2,572,414

固定資産   

有形固定資産   

建物 9,486 17,520

減価償却累計額 △2,006 △1,678

減損損失累計額 △5,079 －

建物（純額） 2,401 15,841

工具、器具及び備品 19,804 8,819

減価償却累計額 △12,304 △4,165

減損損失累計額 △4,671 △1,928

工具、器具及び備品（純額） 2,828 2,726

有形固定資産合計 5,229 18,568

無形固定資産   

ソフトウエア 36 －

その他 185 60

無形固定資産合計 221 60

投資その他の資産   

投資有価証券 956,200 62,502

関係会社株式 176,850 ※1  3,219,569

関係会社長期貸付金 240,022 240,022

破産更生債権等 53,417 31,126

長期前払費用 750 180,672

差入保証金 11,537 18,903

関係会社出資金 － 500

長期貸付金 － ※1  2,815,767

貸倒引当金 △294,439 △271,148

投資その他の資産合計 1,144,338 6,297,915

固定資産合計 1,149,789 6,316,544

資産合計 2,187,270 8,888,958
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年７月31日) 

当事業年度 
(平成22年７月31日) 

負債の部   

流動負債   

関係会社短期借入金 ※4  1,634,000 －

1年内返済予定の長期借入金 300,392 ※1  453,506

未払金 10,899 43,039

未払費用 ※2  27,808 27,244

未払法人税等 2,312 4,071

前受金 ※2  697 －

預り金 328 2,343

賞与引当金 1,488 －

前受収益 － 40,000

その他 4,214 19,033

流動負債合計 1,982,142 589,239

固定負債   

長期借入金 41,686 ※1  7,357,252

長期前受収益 － 130,000

繰延税金負債 24,575 －

長期預り保証金 4,510 －

その他 1,880 1,065

固定負債合計 72,651 7,488,318

負債合計 2,054,794 8,077,558

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,131,494 1,131,494

資本剰余金   

資本準備金 250,000 250,000

その他資本剰余金 － －

資本剰余金合計 250,000 250,000

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △1,285,799 △575,367

利益剰余金合計 △1,285,799 △575,367

自己株式 △481 △481

株主資本合計 95,214 805,646

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 36,863 －

評価・換算差額等合計 36,863 －

新株予約権 399 5,754

純資産合計 132,476 811,400

負債純資産合計 2,187,270 8,888,958
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年７月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成22年７月31日) 

売上高   

関係会社経営指導料 139,405 195,457

不動産売上高 － 734,718

その他の売上高 5,871 －

売上高合計 145,277 930,175

売上原価   

不動産売上原価 － 438,891

その他の売上原価 5,850 －

売上原価合計 5,850 438,891

売上総利益 139,427 491,283

販売費及び一般管理費 ※1  251,181 ※1  247,756

営業利益又は営業損失（△） △111,754 243,527

営業外収益   

受取利息 ※2  25,562 219,005

受取配当金 707 ※2  92,668

解約違約金 10,050 4,510

雑収入 781 1,870

営業外収益合計 37,101 318,053

営業外費用   

支払利息 ※2  30,438 242,778

雑損失 3,290 －

営業外費用合計 33,728 242,778

経常利益又は経常損失（△） △108,382 318,802

特別利益   

前期損益修正益 879 3,397

投資有価証券売却益 3,060 －

貸倒引当金戻入額 3,783 420,935

賞与引当金戻入額 － 1,388

特別利益合計 7,724 425,721

特別損失   

前期損益修正損 2,238 18

固定資産除却損 － ※3  3,256

関係会社株式評価損 619,721 －

貸倒引当金繰入額 ※2  560,745 －

本社移転費用 － 14,200

事業構造改善費用 － ※4  9,040

その他 123 3,053

特別損失合計 1,182,828 29,568

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △1,283,486 714,955

法人税、住民税及び事業税 2,312 4,523

法人税等合計 2,312 4,523

当期純利益又は当期純損失（△） △1,285,799 710,432
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年７月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成22年７月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 4,629,502 1,131,494

当期変動額   

新株の発行 402,663 －

資本金から剰余金への振替 △3,900,671 －

当期変動額合計 △3,498,008 －

当期末残高 1,131,494 1,131,494

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 － 250,000

当期変動額   

新株の発行 402,663 －

準備金から剰余金への振替 △152,663 －

当期変動額合計 250,000 －

当期末残高 250,000 250,000

その他資本剰余金   

前期末残高 － －

当期変動額   

資本金から剰余金への振替 3,900,671 －

準備金から剰余金への振替 152,663 －

資本剰余金から利益剰余金への振替 △4,053,335 －

当期変動額合計 － －

当期末残高 － －

資本剰余金合計   

前期末残高 － 250,000

当期変動額   

新株の発行 402,663 －

資本金から剰余金への振替 3,900,671 －

資本剰余金から利益剰余金への振替 △4,053,335 －

当期変動額合計 250,000 －

当期末残高 250,000 250,000

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 △4,053,335 △1,285,799

当期変動額   

資本剰余金から利益剰余金への振替 4,053,335 －

当期純利益又は当期純損失（△） △1,285,799 710,432

当期変動額合計 2,767,535 710,432

当期末残高 △1,285,799 △575,367
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年７月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成22年７月31日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 △4,053,335 △1,285,799

当期変動額   

資本剰余金から利益剰余金への振替 4,053,335 －

当期純利益又は当期純損失（△） △1,285,799 710,432

当期変動額合計 2,767,535 710,432

当期末残高 △1,285,799 △575,367

自己株式   

前期末残高 △481 △481

当期末残高 △481 △481

株主資本合計   

前期末残高 575,686 95,214

当期変動額   

新株の発行 805,326 －

当期純利益又は当期純損失（△） △1,285,799 710,432

当期変動額合計 △480,472 710,432

当期末残高 95,214 805,646

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 1,129 36,863

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 35,733 △36,863

当期変動額合計 35,733 △36,863

当期末残高 36,863 －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,129 36,863

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 35,733 △36,863

当期変動額合計 35,733 △36,863

当期末残高 36,863 －

新株予約権   

前期末残高 － 399

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 399 5,354

当期変動額合計 399 5,354

当期末残高 399 5,754

純資産合計   

前期末残高 576,816 132,476

当期変動額   

新株の発行 805,326 －

当期純利益又は当期純損失（△） △1,285,799 710,432

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 36,132 △31,508

当期変動額合計 △444,339 678,923

当期末残高 132,476 811,400
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   該当事項はありません。  

  

  

継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針

項目 
前事業年度

（自 平成20年８月１日 
至 平成21年７月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年８月１日 
至 平成22年７月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1）子会社株式及び関連会社株式 

  移動平均法による原価法 

(1）子会社株式及び関連会社株式 

同左 

  

  

(2）その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算

定）を採用しております。 

(2）その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  

  

  時価のないもの 

 移動平均法による原価法を採用してお

ります。 

  時価のないもの 

          同左 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

 総平均法による原価法（貸借対照表価 

額は収益性の低下に基づく簿価切り下げ 

の方法により算定）を採用しております。

    販売用不動産 

  個別法（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） 

３．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

 定率法（ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（附属設備を除く）に

ついては定額法）を採用しております。

 また、取得価額が10万円以上20万円未

満の少額減価償却資産については３年均

等償却を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

(1）有形固定資産 

定率法（ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（附属設備を除く）につ

いては定額法）を採用しております。 

 また、取得価額が10万円以上20万円未

満の少額減価償却資産については３年均

等償却を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。  

  建物 ８年～18年 

工具、器具及び備品 ４年～15年 

  

建物      ８年～18年 

工具、器具及び備品    ４年～10年 

  

  

(2）無形固定資産 

 自社利用のソフトウェアについては、

社内における利用可能期間（５年）に基

づく定額法を採用しております。 

(2）無形固定資産 

同左 

  

  

(3）長期前払費用 

 均等償却を採用しております。 

(3）長期前払費用 

同左 

４．引当金の計上基準 

  

(1）貸倒引当金 

 売上債権等の貸倒損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

  

  

(2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備えるため、支

給見込額に基づき計上しております。 

(2）賞与引当金 

────── 

５．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方税消費税の会計処理は、

税抜方式によっており、控除対象外消費税

及び地方消費税は、当事業年度の費用とし

て処理しております。 

消費税等の会計処理 

同左 
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【会計処理の変更】

前事業年度 
（自 平成20年８月１日 
至 平成21年７月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年８月１日 
至 平成22年７月31日） 

(棚卸資産の評価に関する会計基準の適用） 

  通常販売目的で保有するたな卸資産については、従来、

原価法によっておりましたが、当事業年度より「棚卸資産

の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18

年７月５日公表分）が適用されたことに伴い、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）により算出しております。なお、この変更によ

り、損益に与える影響はございません。 

  

（固定資産の償却方法の変更） 

 当事業年度より改正後の法人税法（（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ております。当該変更は、重要な子会

社（株式会社ブレイク）の取得を契機に、会計処理統一の

観点から、当事業年度末において変更したものでありま

す。この変更により、従来の方法によった場合に比較し

て、営業損失、経常損失、税引前当期純損失がそれぞれ

135千円増加しております。なお、第３四半期累計期間ま

では従来の方法によっておりますが、第３四半期累計期間

末の重要な子会社（株式会社ブレイク）の取得を契機に、

当事業年度末において変更しております。従って、第３四

半期累計期間は、変更後の方法によった場合に比べて、営

業損失、経常損失、税引前四半期純損失がそれぞれ105千

円少なく計上されております。            

────── 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年８月１日 
至 平成21年７月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年８月１日 
至 平成22年７月31日） 

 （貸借対照表） 

１．「原材料及び貯蔵品」は前事業年度まで、流動資産の

「その他」に含めて表示しておりましたが、当事業年

度より区分掲記しております。なお、前事業年度末の

「原材料及び貯蔵品」は325千円であります。  

２．「未収収益」は前事業年度まで、流動資産の「未収入

金」に含めて表示しておりましたが、当事業年度末に

おいて資産の総額の100分の１を超えたため区分掲記

しております。 

 なお、前事業年度末の「未収収益」の金額は5,732

千円であります。 

────── 

３．「未払費用」は前事業年度まで、流動負債の「その

他」に含めて表示しておりましたが、当事業年度末に

おいて負債及び純資産の合計額の100分の１を超えた

ため区分掲記しております。 

 なお、前事業年度末の「未払費用」の金額は16,064

千円であります。 
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成21年７月31日） 

当事業年度 
（平成22年７月31日） 

──────  ※１．担保に供している資産 

   
 上記物件について、１年内返済予定の長期借入金

千円、長期借入金 千円の担保に供し

ております。  

関係会社株式 千円 2,642,719

長期貸付金 千円 3,539,832

（１年内回収予定の長期貸付金

を含む）  
  

計 千円 6,182,551

411,820 7,357,252

※２．関係会社項目 

 関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか次のものがあります。 

売掛金 千円14,590

未収収益 千円26,898

流動資産「その他」 千円373

未払費用 千円23,883

前受金 千円697

※２．関係会社項目 

 関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか次のものがあります。 

売掛金 千円16,180

流動資産「その他」 千円19,558

──────  ３．偶発債務 

   債務保証  

次の関係会社について、金融機関からの借入に対し債

務保証を行っております。 

保証先 金額 内容 

株式会社ブレイク     千円1,259,749 借入債務 

 計 千円1,259,749

※４．当社においては運営資金の効率的な調達を行うた 

   めRevival Asset Management１号投資事業組合と借 

     入極度基本契約を締結しております。これら契約に 

     基づく当事業年度末の借入未実行残高は次の通りで 

   あります。  

借入極度基本契約極度額 1,400,000千円 

借入実行残高 1,030,000千円 

差引額 370,000千円 

 ４．当社においては運営資金の効率的な調達を行うた 

   めRevival Asset Management１号投資事業組合と借 

     入極度基本契約を締結しております。これら契約に 

     基づく当事業年度末の借入未実行残高は次の通りで 

   あります。  

借入極度基本契約極度額 千円 2,000,000

借入実行残高 千円 －

差引額 千円 2,000,000
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前事業年度（自 平成20年８月１日 至 平成21年７月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

当事業年度（自 平成21年８月１日 至 平成22年７月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年８月１日 
至 平成21年７月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年８月１日 
至 平成22年７月31日） 

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は0％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は100％であり

ます。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は ％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は ％であり

ます。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

0

100

役員報酬 千円28,893

従業員給与手当 千円43,481

支払手数料 千円47,207

地代家賃 千円13,800

支払報酬 千円51,644

租税公課 千円12,924

賞与引当金繰入額 千円1,488

役員報酬 千円47,355

従業員給与手当 千円72,392

法定福利費  千円13,696

支払手数料 千円22,358

支払報酬 千円40,443

地代家賃 千円20,980

 ※２．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

    おります。 

受取利息 25,254千円

支払利息 14,910千円

貸倒引当金繰入額（特別損失） 560,745千円

※２．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて 

    おります。 

  

受取配当金 千円91,189

────── ※３．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

  

建物及び構築物 千円2,206

工具、器具及び備品 千円1,049

合計 千円3,256

────── ※４．事業構造改善費用は、新規事業の開発及び関連費用 

  の金額等を記載しております。  

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式数
（株） 

当事業年度増加
株式数（株） 

当事業年度減少 
株式数（株） 

当事業年度末株式数
（株） 

普通株式  2  －  －  2

合計  2  －  －  2

  
前事業年度末株式数
（株） 

当事業年度増加
株式数（株） 

当事業年度減少 
株式数（株） 

当事業年度末株式数
（株） 

普通株式  2  －  －  2

合計  2  －  －  2
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前事業年度（平成21年７月31日） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

当事業年度（平成22年７月31日） 

 子会社株式及び関連会社株式  

（注）時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式 

   これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の 

  「子会社株式及び関連会社株式」には含めておりません。 

  

（リース取引関係）

前事業年度 
（自 平成20年８月１日 
至 平成21年７月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年８月１日 
至 平成22年７月31日） 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 

（有価証券関係）

  
貸借対照表計上額

（千円） 
時価

（千円） 
差額

（千円） 

関連会社株式  2,642,719  1,745,618  △897,101

合計  2,642,719  1,745,618  △897,101

 区  分  貸借対照表計上額（千円）

 子会社株式   576,850

 関係会社出資金  500
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（税効果会計関係）

 前事業年度 
（平成21年７月31日） 

当事業年度 
（平成22年７月31日） 

１．税効果会計に関する注記 １．税効果会計に関する注記 

(繰延税金資産)     

減価償却超過額 千円10,137

貸倒引当金損金算入限度超過額 千円625,509

投資有価証券評価損否認額 千円274,728

子会社株式減損否認額 千円887,167

繰越欠損金 千円2,126,965

その他 千円429,840

評価性引当額 千円△4,354,349

繰延税金資産合計 千円－

(繰延税金負債)     

その他有価証券評価差額金 千円△24,575

繰延税金負債合計 千円△24,575

繰延税金資産（△負債）の純額 千円△24,575

(繰延税金資産)     

減価償却超過額 千円615

貸倒引当金損金算入限度超過額 千円108,459

投資有価証券評価損否認額 千円12,866

子会社株式評価損否認額 千円1,508,187

繰越欠損金 千円2,007,299

その他 千円429,241

評価性引当額 千円△4,066,669

繰延税金資産合計 千円－

(繰延税金負債)     

 その他有価証券評価差額金 千円－

繰延税金負債合計 千円－

繰延税金資産（△負債）の純額 千円－

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 

  税引前当期純損失が計上されているため、記載してお

りません。 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 40.0 ％

（調整）    

評価性引当額  △23.5

税務上の繰越欠損金の利用 △16.7

受取配当金等永久に益金に参入

されない項目 

△0.9

住民税均等割 0.2

その他 1.5

 税効果会計適用後の法人税等  

 の負担率 
0.6

    

㈱ネクストジャパンホールディングス(2409)　平成22年７月期　決算短信

- 65 -



（注）１．前事業年度における潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当

たり当期純損失であるため記載しておりません。 

２．１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額及び潜在調整後１株当たり当期純利益金額の算定上

の基礎は、以下のとおりであります。 

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成20年８月１日 
至 平成21年７月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年８月１日 
至 平成22年７月31日） 

１株当たり純資産額 円172.82

普通株式以外の株式に係る1株 

当たり純資産額  
円327.86

１株当たり当期純損失金額 円2,297.96

 (注)１ 

１株当たり純資産額 円1,054.15

普通株式以外の株式に係る1株 

当たり純資産額  
円1,999.86

１株当たり当期純利益金額 円929.57

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益金額 
円923.27

  
前事業年度

（自 平成20年８月１日 
至 平成21年７月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年８月１日 
至 平成22年７月31日） 

１株当たり当期純利益金額又は１株当た

り当期純損失金額  
    

当期純利益または当期純損失（△）

（千円） 
 △1,285,799  710,432

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益又は当期純

損失（△）（千円） 
 △1,285,799  710,432

期中平均株式数（株）(注)  559,540  764,258

（うち普通株式）(株)   402,006  451,758

（うち甲種類株式）(株)  157,534  312,500

      

潜在調整後１株当たり当期純利益金額      

当期純利益調整額(千円)   －  －

普通株式増加数(株)   －  5,216

希薄化効果を有しないため、潜在調整後

１株当たり当期純利益金額の算定に含め

なかった潜在株式の概要  

 －  －
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（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成20年８月１日 
至 平成21年７月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年８月１日 
至 平成22年７月31日） 

１．借入極度基本契約の変更 

  当社は、Revival Asset Management１号投資事業組合 

 との協議の結果、平成21年９月14日開催の取締役会決議 

 に基づき、同日付でRevival Asset Management１号投資 

 事業組合との借入極度基本契約の一部を変更いたしまし

 た。 

 変更点 

（１）原契約に定める借入極度額の範囲を金14億円から金 

  20億円に増枠する。 

（２）原契約にある 終弁済期間については締結日より 

  ３年間を５年間に変更する。 

   なお、個々の金銭消費貸借契約証書を締結する場合 

  は、当契約証書の弁済期間は締結日より１年間を２年 

  間に変更し、原契約の 終弁済日を超えるものは原契 

  約の 終弁済日までとする。 

（３）原契約にある利率に関し、契約に基づき平成21年 

  ８月１日以降締結する金銭消費貸借契約の利率を 

  年率5.0％から年率2.7％に変更する。 

（４）原契約に基づき金銭消費貸借契約を締結している４ 

  契約（借入金残高1,030,000千円）について「元本返済

  期日」をそれぞれ２年間延長し、平成21年８月１日以 

  降の利率を年率2.7％へ変更する。  

  

２．アドアーズ株式会社との資本・業務提携関係の強化 

  当社はアドアーズ株式会社との協議の結果、平成21年 

 ９月14日、資本・業務提携の強化について、両者間での 

 資本・業務提携変更に関する覚書を締結いたしました。 

（１）業務提携強化の概要 

  ①既存業務の相互コンサルティング並びに新業態の開 

   発における提携  

    ②役員の相互派遣 

（２）資本提携強化の概要 

   両社は、双方の株式を取得し、資本提携関係を構築し 

 ておりますが、今回の資本提携強化により、今後の取得 

 目標株式数を以下のように変更いたします。 

    ①取得目標株式数 

   アドアーズ株式会社の発行済普通株式数 

   2,000,000株 

  ②取得方法  

   市場取引での買付 

  ③取得時期 

   平成21年12月31日までを目処とする 

  ④取得資金 

   Revival Asset Management１号投資事業組合との借

   入極度契約枠の一部を充当する予定であり、平成21 

   年９月25日付けにて150,000千円、平成21年10月27 

   日付けにて150,000千円の借入を実行しておりま 

   す。  

１．資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金処分 

  当社は平成22年９月14日開催の取締役会において、平

成22年10月28日開催予定の定時株主総会に資本金及び資本

準備金の額並びに剰余金の処分について付議することを決

議いたしました。 

  

（１） 資本金及び資本準備金の減少並びに剰余金処分の目

的 

当社は、平成22年７月期におきまして、当社グループ企

業が運営するアミューズメント店舗事業における前期まで

の不採算店の閉鎖と既存店の運営改善に加え、新業態店舗

の出店による収益の改善、及び販売事業における収益への

貢献等により平成17年７月期以来の黒字業績となりまし

た。当社では、引き続き店舗事業の運営改善や販売事業の

拡大による平成23年７月期での連続業績黒字を目標として

おり、株主様を含めた当社ステークホルダーへの適切な利

益還元を重視していく当社方針にも基づき、早急な財務基

盤の強化並びに健全化による経営体制の安定と企業価値の

向上に努めてまいります。 

従いまして、これまでの長期にわたる損失計上による繰

越損失を解消し、今後の機動的かつ柔軟な資本政策を可能

とすることを目的として、会社法第447条第１項の規定に

基づき資本金を減少し、また会社法第448条第１項の規定

に基づき資本準備金の取り崩しを行い、それぞれを「その

他資本剰余金」に振り替え、さらに「その他資本剰余金」

の一部を会社法第452条の規定に基づき繰越利益剰余金に

計上されております損失の補填に充当することといたしま

す。 

  

（２）資本金の額の減少の要項 

 現在の資本金の額1,131,494千円のうち1,041,494千円を

減少して、減少後の資本金の額を90,000千円とし、減少し

た資本金の額をその他資本剰余金に振り替えることといた

します。  

  

（３）資本準備金の額の減少の要項 

 現在の資本準備金の額250,000千円のうち200,000千円を

減少して、減少後の資本準備金の額を50,000千円とし、減

少した資本準備金の額をその他資本剰余金に振り替えるこ

とといたします。 

   

（４）資本金及び資本準備金の減額の方法 

 発行済株式総数の数を変更せず、資本金及び資本準備金

の額のみを減少いたします。 

 なお、今回の減資にて当社の純資産額及び発行済株式総

数にも変更はございませんので、一株当たりの純資産に変

更を生じるものではありません。 
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前連結会計年度 
（自 平成20年８月１日 
至 平成21年７月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年８月１日 
至 平成22年７月31日） 

（３）提携相手先の概要 

  ①名称 

   アドアーズ株式会社（ＪＡＳＤＡＱ：4712） 

  ②主な事業内容 

   アミューズメント施設の運営・企画・開発・設計・ 

   施工・管理等 

  ③設立年月日 

   昭和42年12月25日 

  ④本店所在地 

   東京都中央区日本橋馬喰町二丁目１番３号 

  ⑤代表者 

   中川 健男  

    ⑥資本金の額 

   40億円 

  ⑦従業員数 

   384名（平成21年３月31日現在）  

  

（５）剰余金の処分の要領 

 資本金及び資本準備金の額の減少により生じるその他資

本剰余金1,241,494千円のうち575,367千円を減少し、繰越

利益剰余金に振り替えることにより、繰越利益剰余金の欠

損填補を行います。補填後のその他資本剰余金は666,127

千円、繰越利益剰余金は零円となります。 

  

（ご参考）変動額の明細 

  

（６）今後の日程 

  取締役会決議      平成22年９月14日 

  債権者異議申述公告日  平成22年10月29日（予定） 

  債権者異議申述 終期日 平成22年11月30日（予定） 

  株主総会決議日     平成22年10月28日（予定） 

  効力発生日       平成22年12月１日（予定） 

  

  減少前 減少後 

資本金 1,131,494千円 90,000千円

資本準備金 250,000千円 50,000千円

その他資本

剰余金 

 －千円 666,127千円

繰越利益 

剰余金 

△575,367千円 －千円
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(1）役員の異動 

① 代表取締役の異動 

   ・新任代表取締役候補 

     代表取締役社長 齊藤慶 （現 株式会社ブレイク 代表取締役社長） 

  

   ・退任予定代表取締役  

     代表取締役社長 藤澤信義（当社取締役会長 就任予定）       

  

  ② その他の役員の異動 

    ・新任取締役候補 

     取締役会長   藤澤信義（現 当社代表取締役社長） 

     取締役     井丸達滋（現 株式会社ブレイク 取締役副社長） 

     

   ・退任予定取締役 

     取締役     畑谷剛 

  

  ③ 就任予定日 

     平成22年10月28日  

   

 (2）その他 

   該当事項はありません。 

６．その他
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