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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第21期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第22期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第21期

会計期間

自平成20年
７月１日
至平成20年
９月30日

自平成21年
７月１日
至平成21年
９月30日

自平成20年
７月１日
至平成21年
６月30日

売上高 (千円) 2,933,9802,653,46110,758,185

経常利益 (千円) 353,229 63,815 418,803

四半期(当期)純利益 (千円) 342,601 62,823 112,352

純資産額 (千円) 1,252,1911,084,7661,021,943

総資産額 (千円) 6,525,5585,678,0415,855,420

１株当たり純資産額 (円) 66,762.2057,835.7054,486.20

１株当たり四半期(当期)純利益金額 (円) 18,266.213,349.515,990.22

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額 (円) － － －

自己資本比率 (％) 19.2 19.1 17.5

営業活動による

キャッシュ・フロー
(千円) 454,612 114,558 899,442

投資活動による

キャッシュ・フロー
(千円) 9,367 19,421 △52,441

財務活動による

キャッシュ・フロー
(千円) △511,935△251,401△745,483

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 (千円) 497,005 529,056 646,477

従業員数 (人) 185 174 178

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。
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２【事業の内容】

　当社グループ（当社及び当社の関連会社）は、当社（株式会社ランシステム）、連結子会社１社及びその他の関係会社

２社により構成されており、「自遊空間事業」「桃太郎事業」「不動産賃貸事業」を営んでおります。　

　当第１四半期連結会計期間における、主な事業内容の変更はありません。

　

(1）自遊空間事業

　重要な変更はありません。

　

(2）桃太郎事業

　重要な変更はありません。

　　

(3）不動産賃貸事業

　重要な変更はありません。

　

３【関係会社の状況】

　当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成21年９月30日現在

従業員数（人） 174 (486)

　　（注）　従業員数は就業人員であり、（　）内は、外書きでパート・アルバイト（１日８時間換算）の当第１四半期連結

会計期間の平均雇用人員を記載しております。

　

(2）提出会社の状況

 平成21年９月30日現在

従業員数（人） 174 (486)

　（注）　従業員数は就業人員であり、（　）内は、外書きでパート・アルバイト（１日８時間換算）の当第１四半期会計期

間の平均雇用人員を記載しております。
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第２【事業の状況】

１【仕入及び販売の状況】

(1）商品仕入実績

　当第１四半期連結会計期間の事業部門別、品目別仕入実績は、次のとおりであります。

事業部門別／品目別
当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

前年同四半期比（％）

桃太郎事業 （千円） 898,221 138.9

 新品商品 （千円） 685,286 129.2

 リサイクル品その他 （千円） 212,934 183.0

合計 （千円） 898,221 138.9

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　　２．カジュアル事業につきましては、平成20年８月末に廃止いたしました。

(2）販売実績

　　　　　当第１四半期連結会計期間の事業部門別、品目別販売実績は、次のとおりであります。

事業部門別／品目別
当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

前年同四半期比（％）

自遊空間事業 （千円） 1,375,938 98.4

 直営店売上 （千円） 1,060,554 95.3

 加盟店等に対する売上 （千円） 315,384 110.5

桃太郎事業 （千円） 1,186,760 104.7

 直営店売上 （千円） 1,056,592 103.0

 加盟店等に対する売上 （千円） 130,168 120.3

不動産賃貸事業 （千円） 90,761 109.0

合計 （千円） 2,653,461 90.4

（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。

 ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 ３．カジュアル事業につきましては、平成20年８月末に廃止いたしました。　

　

２【事業等のリスク】

　当第１四半期連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、また、前事業年度の有価証券報告書に記載した

事業等のリスクについての重要な変更はありません。

　

３【経営上の重要な契約等】

　当社は、平成21年８月14日開催の取締役会において、連結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

することを決定し、平成21年８月27日に合併契約書を締結いたしました。

　本合併は平成21年９月25日開催の第21期定時株主総会において承認を得られました。

１．合併の目的

　　　コスト削減及び経営効率の向上を実現するために吸収合併を行うものであります。

２．合併の要旨

（１）合併の日程

　合併の予定日（効力発生日）平成22年１月１日（予定）

（２）合併方式

　当社を存続会社とする吸収合併方式とし、株式会社グローバルファクトリーは解散いたします。

（３）合併に際して発行する株式および割当

　当社は株式会社グローバルファクトリーの全株式を所有しているので、合併による新株の発行及び資本金の増

加は行いません。

（４）財産の引継

　当社は、合併効力発生日において、株式会社グローバルファクトリーの資産・負債および権利義務の一切を引き

継ぐものとします。
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（５）吸収合併消滅会社の資産・負債の状況（平成21年９月30日現在）

資産 金額（百万円） 負債 金額（百万円）

流動資産                       78流動負債 　                  307

固定資産 　                 1,005固定負債 　                  948

資産合計                  　1,084負債合計 　                1,256

（６）吸収合併存続会社となる会社の概要（当該吸収合併後）

　名称　　　　株式会社ランシステム（当社）

　資本金　　　753百万円

　事業内容　　家庭用テレビゲーム等の娯楽用品の販売店「ＴＶゲームショップ桃太郎」の経営

　ゲームセンター「アミ ューズメント桃太郎」のアミューズメント施設の経営

　複合カフェ「スペースクリエイト自遊空間」の経営

　不動産賃貸事業

　

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断したも

のであります。

(1）業績の状況

　当第１四半期連結会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、個人消費の低迷は一層の厳しさをみせ

ております。

　このような経営環境のもと、当第１四半期連結会計期間の売上高は2,653 百万円（前年同四半期比9.6％減）、営

業利益は57 百万円（前年同四半期比82.3％減）、経常利益は63百万円（前年同四半期比81.9％減）、四半期純利益

は62百万円（前年同四半期比81.7％減）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を継

続し、店舗設備の強化を実施いたしました。

　以上の結果、当事業全体の売上高は1,375百万円（前年同四半期比1.6％減）、営業利益は153百万円（前年同四半

期比14.0％減）となりました。また、当第１四半期連結会計期間末時点では170店舗（直営店舗39、FC加盟店舗131）

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、パパ・ママ応援ショップへの協賛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平成21年９月にゲーム機本体である「プレイステーション３」及び

「Ｘｂｏｘ３６０」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。

　以上の結果、当事業全体の売上高は1,186百万円（前年同四半期比4.7％増）、営業利益は22百万円（前年同四半期

比40.1％減）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。

　以上の結果、当事業全体の売上高は90百万円（前年同四半期比9.0％増）、営業利益は34百万円（前年同四半期比

6.9％減）となりました。
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(2）財務状態の分析

　当第１四半期連結会計期間末の総資産は、5,678百万円となり、前連結会計年度末と比較して177百万円減少いたし

ました。その主な要因は、現金及び預金が189百万円減少したことなどによるものであります。

　負債合計につきましては、4,593百万円となり、前連結会計年度末と比較して240百万円減少いたしました。その主

な要因は、短期借入金が215百万円増加したものの、1年内償還予定の社債が500百万円減少したことなどによるもの

であります。

　また、純資産につきましては、1,084百万円となり、前連結会計年度末と比較して62百万円増加いたしました。これ

は、利益剰余金が62百万円増加したことによるものであります。

(3）キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は529百万円となり、前連結

会計年度末と比較して117百万円減少しました。

　当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれら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）

　営業活動の結果得られた資金は114百万円（前年同四半期は454百万円の収入）となりました。これは主に、店舗閉

鎖損失引当金の減少、たな卸資産の増加、利息及び法人税等の支払等により資金が減少した一方、税金等調整前四半

期純利益、減価償却費及び仕入債務の増加等により資金が増加したこと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）

　投資活動の結果得られた資金は19百万円（前年同四半期は9百万円の収入）となりました。これは主に、有形固定

資産の取得による支出及び敷金の差入による支出等により資金が減少した一方、定期預金の減少等により資金が増

加したこと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）

　財務活動の結果使用した資金は251百万円（前年同四半期は511百万円の支出）となりました。これは主に、短期借

入れによる収入により資金が増加した一方、短期借入金の返済による支出及び社債の償還による支出等により資金

が減少したことによるものであります。

(4）事実上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

(5）研究開発活動

　該当事項はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等について、重

要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。

　また、当第１四半期連結会計期間において新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 63,600

計 63,600

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成21年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年11月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 19,059 19,059ジャスダック証券取引所
当社は単元株制
度は採用してお
りません。

計 19,059 19,059 － －

　

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

　

（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

　

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成21年７月１日～

平成21年９月30日  　

　

－ 19,059 － 753,814 － 792,059

　

（５）【大株主の状況】

　当第１四半期会計期間において、田中久江氏及びその共同保有者から平成21年８月５日付で関東財務局に提出さ

れた大量保有報告書（変更報告書）により、平成21年７月30日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けて

おりますが、当社として当第１四半期会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができません。

　なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

田中　久江 　埼玉県狭山市   3,579 18.78

田中　千一 　埼玉県狭山市　 0 0.00　
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（６）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成21年６月30日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

①【発行済株式】

 平成21年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）   普通株式     303 － －

完全議決権株式（その他）   普通株式  18,756 18,756 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 19,059 － －

総株主の議決権 － 18,756 －

　

②【自己株式等】

 平成21年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

株式会社ランシステム
埼玉県狭山市狭山台

４丁目27番地の38
303 － 303 1.59

計 － 303 － 303 1.59

　

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成21年
７月

８月 ９月

最高（円） 54,00055,50045,200

最低（円） 44,15042,50041,350

　（注）最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。

　

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第１四半期連結累計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表

規則に基づき、当第１四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第１四半期連結累

計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成してお

ります。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結累計期間（平成20年７月１日から平

成20年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表並びに当第１四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21

年９月30日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、アスカ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 977,332 1,166,745

受取手形及び売掛金 159,355 154,285

たな卸資産 ※1
 576,016

※1
 561,464

その他 239,243 212,263

貸倒引当金 △988 △1,057

流動資産合計 1,950,959 2,093,702

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 858,371 879,395

車両運搬具（純額） 339 398

工具、器具及び備品（純額） 358,439 363,140

土地 935,803 935,803

建設仮勘定 3,297 563

有形固定資産合計 ※2
 2,156,249

※2
 2,179,300

無形固定資産

その他 73,817 79,174

無形固定資産合計 73,817 79,174

投資その他の資産

敷金 854,544 850,510

その他 671,264 728,791

貸倒引当金 △28,794 △76,058

投資その他の資産合計 1,497,014 1,503,243

固定資産合計 3,727,082 3,761,718

資産合計 5,678,041 5,855,420
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 314,365 238,963

短期借入金 1,206,670 991,669

1年内返済予定の長期借入金 717,652 709,823

1年内償還予定の社債 － 500,000

未払法人税等 12,694 44,485

引当金 81,277 63,051

その他 395,658 443,987

流動負債合計 2,728,318 2,991,980

固定負債

長期借入金 1,553,884 1,528,075

預り敷金保証金 298,171 300,521

その他 12,900 12,900

固定負債合計 1,864,955 1,841,496

負債合計 4,593,274 4,833,477

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 △437,138 △499,961

自己株式 △23,969 △23,969

株主資本合計 1,084,766 1,021,943

純資産合計 1,084,766 1,021,943

負債純資産合計 5,678,041 5,855,420
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年７月１日
　至　平成20年９月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

売上高 2,933,980 2,653,461

売上原価 2,109,052 2,097,432

売上総利益 824,927 556,028

販売費及び一般管理費 ※1
 498,702

※1
 498,276

営業利益 326,224 57,751

営業外収益

受取利息 1,798 1,187

賃貸用固定資産収入 4,661 2,190

販売手数料収入 32,833 28,348

その他 13,243 454

営業外収益合計 52,537 32,180

営業外費用

支払利息 21,841 20,340

賃貸用固定資産原価 3,180 1,542

その他 510 4,234

営業外費用合計 25,532 26,116

経常利益 353,229 63,815

特別利益

固定資産売却益 59,969 362

敷金返還益 6,562 －

役員退職慰労金返還益 35,100 －

貸倒引当金戻入額 － 7,656

過年度仕入割戻 34,067 －

その他 13,409 659

特別利益合計 149,109 8,677

特別損失

固定資産売却損 2,760 42

固定資産除却損 2,146 299

店舗閉鎖損失 4,867 545

たな卸資産評価損 64,765 －

特別損失合計 74,540 886

税金等調整前四半期純利益 427,798 71,606

法人税、住民税及び事業税 77,805 8,781

法人税等追徴税額 7,392 1

法人税等合計 85,197 8,783

四半期純利益 342,601 62,823
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年７月１日
　至　平成20年９月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 427,798 71,606

減価償却費 127,416 75,719

のれん償却額 5,178 4,222

賞与引当金の増減額（△は減少） 33,000 36,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,385 △7,656

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △127,656 △18,086

長期貸付金等の地代家賃相殺額 6,770 6,750

受取利息及び受取配当金 △1,798 △1,187

支払利息 21,841 20,340

固定資産売却損益（△は益） △57,209 △319

固定資産除却損 2,146 299

店舗閉鎖損失 4,867 545

売上債権の増減額（△は増加） 55,580 △8,622

たな卸資産の増減額（△は増加） 105,769 △14,551

仕入債務の増減額（△は減少） △63,646 75,402

その他 △62,533 △75,942

小計 482,909 164,519

利息及び配当金の受取額 593 226

利息の支払額 △24,337 △23,984

法人税等の支払額 △16,576 △26,590

法人税等の還付額 12,023 387

営業活動によるキャッシュ・フロー 454,612 114,558

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） △184,000 72,000

有形固定資産の取得による支出 △112,649 △48,281

有形固定資産の売却による収入 256,643 365

貸付金の回収による収入 15,747 －

敷金の差入による支出 － △13,051

敷金の回収による収入 18,428 8,524

店舗賃借仮勘定の増加による支出 △5,812 －

長期預り金の受入による収入 41,010 150

長期預り金の返還による支出 △20,000 －

その他 － △285

投資活動によるキャッシュ・フロー 9,367 19,421

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 700,000 1,150,000

短期借入金の返済による支出 △700,000 △934,999

長期借入れによる収入 － 250,000

長期借入金の返済による支出 △511,851 △216,362

社債の償還による支出 － △500,000

配当金の支払額 △84 △40

財務活動によるキャッシュ・フロー △511,935 △251,401

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △47,955 △117,420

現金及び現金同等物の期首残高 544,960 646,477

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 497,005

※1
 529,056
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【継続企業の前提に関する注記】

　　　　該当事項はありません。

 

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　

当第１四半期連結会計期間

（自　平成21年７月１日

　  至　平成21年９月30日）

　表示方法の変更 （四半期連結貸借対照表関係）

　 　

 １．前第１四半期連結会計期間において区分掲記しておりました「のれん」は重要性が低

下したため、当第１四半期連結会計期間より無形固定資産の「その他」に含めて表示してお

ります。

　なお、当第１四半期連結会計期間の無形固定資産の「その他」に含まれる「のれん」は、

25,395千円であります。　

　

 ２．前第１四半期連結会計期間において固定負債の「その他」に含めて表示しておりまし

た「預り敷金保証金」は、重要性が増加したため、当第１四半期連結会計期間より区分掲記

しております。

　なお、前第１四半期連結会計期間の固定負債の「その他」に含まれる「預り敷金保証金」は

299,041千円であります。

　

【簡便な会計処理】

　　

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

１．一般債権の貸倒見積高の

算定方法

　当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計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、前連結会計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．たな卸資産の評価方法 　当第１四半期連結会計期間末のたな卸資産の算出に関しては、実地たな卸を省略し前

連結会計年度末に係る実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算出しておりま

す。　　　

３．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、前連結会計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、前連結会計年度にお

いて使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっており

ます。　
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【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　

当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会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。　　　

　

【追加情報】

当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

    

　当社は、平成21年８月14日開催の取締役会において、平成22年１月１日をもって、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することを決議いたしました。

・結合当事企業の名称及びその事業内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称ならびに取引の目的を含む取引の

概要及び実施した会計処理の概要

(1)結合当事企業の名称及びその事業内容

　 合併存続会社 合併消滅会社

名称 株式会社ランシステム 株式会社グローバルファクトリー

事業内容 自遊空間事業、桃太郎事業 不動産事業

(2)企業結合の法的形式

株式会社ランシステムを存続会社、株式会社グローバルファクトリーを消滅会社とする吸収合併

(3)企業結合後の名称

株式会社ランシステム

(4)取引の目的を含む取引の概要　

コスト削減及び経営効率の向上を実現するために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する

ものであります。

(5)実施する会計処理の概要　

「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会　平成15年10月31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　最終改正平成19年11月15日）に定める共通支配下の

取引等に該当し、これに基づく会計処理を実施する予定です。　
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成21年９月30日）

前連結会計年度末
（平成21年６月30日）

※１　たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。 ※１　たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。

 （千円）

商品及び製品 469,714

原材料及び貯蔵品　 106,301

計 576,016

 （千円）

商品及び製品 422,719

原材料及び貯蔵品　 138,745

計 561,464

※２　有形固定資産の減価償却累計額は、3,177,298千円で

あります。

※２　有形固定資産の減価償却累計額は、3,133,179千円で

あります。

　

（四半期連結損益計算書関係）

前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

給与手当 183,090千円

賞与引当金繰入額 33,000 

地代家賃 71,450 

貸倒引当金繰入額 5,235 

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

給与手当 178,067千円

賞与引当金繰入額 36,000 

地代家賃 60,615 

　 

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年９月30日現在） （平成21年９月30日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 997,529

預入期間が３か月を超える定期預金 △100,047

担保提供定期預金　 △400,476

現金及び現金同等物 497,005

　

 （千円）

現金及び預金勘定 977,332

預入期間が３か月を超える定期預金 △28,000

担保提供定期預金　 △420,275

現金及び現金同等物 529,056
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（株主資本等関係）

前第１四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数　

　　普通株式　　　　　　　　　　　　　　19,059株　

１．　　　　　　同　　　左

２．自己株式の種類及び株式数

　　普通株式　　　　　　　　　　　　　　　 303株

２．　　　　　　同　　　左

３．新株予約権等に関する事項

　　該当事項はありません。

３．　　　　　　同　　　左

４．配当に関する事項

　　(1)配当金支払額

　　　　該当事項はありません。

　　(2)基準日が当連結会計年度の開始の日から当第１四　半

期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力

発生日が当第１四半期連結会計期間の末日後となるもの

　　　　該当事項はありません。　

４．　　　　　　同　　　左

　

　

（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）

 
自遊空間事
業（千円）

桃太郎事業
（千円）

カジュアル
ウェア事業
（千円）

不動産賃貸
事業
（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高 　 　 　 　 　 　 　

(1）外部顧客に対す

る売上高
1,397,7161,133,902319,08683,2742,933,980 － 2,933,980

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

281 － － 9,660 9,941(9,941)　 －

計 1,397,9981,133,902319,08692,9342,943,922(9,941)　2,933,980

営業利益 178,51137,831216,11136,552469,006(142,782)　326,224

　（注）１．事業区分の方法

　　　　　　事業内容により区分しております。

２．各事業区分の事業内容

事業区分 事業内容

　自遊空間事業 「スペースクリエイト自遊空間」を直営及びフランチャイ　ズにより展開

　桃太郎事業 　  テレビゲームショップ「桃太郎」を直営及びフランチャイズにより展開

　カジュアルウェア事業 　
 カジュアルウェア販売店「マルカワ」及び「コレクト」を直営により展

開

　不動産賃貸事業  不動産賃貸及び管理
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当第１四半期連結累計期間（自平成21年７月１日　至平成21年９月30日）

 
自遊空間事業
（千円）

桃太郎事業
（千円）

不動産賃貸
事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高 　 　 　 　 　 　

(1）外部顧客に対する売

上高
1,375,9381,186,76090,7612,653,461 － 2,653,461

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － 9,660 9,660(9,660)　 －

計 1,375,9381,186,760100,4212,663,121(9,660)　2,653,461

営業利益 153,50322,66634,023210,194(152,442)　57,751

　

　（注）１．事業区分の方法

　　　　　　事業内容により区分しております。

２．各事業区分の事業内容

事業区分 事業内容

　自遊空間事業 「スペースクリエイト自遊空間」を直営及びフランチャイ　ズにより展開

　桃太郎事業 　  テレビゲームショップ「桃太郎」を直営及びフランチャイズにより展開

　不動産賃貸事業  不動産賃貸及び管理

　

３．カジュアル事業につきましては、平成20年８月末に廃止いたしました。　

　

【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）

　      本邦以外の国、または地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

当第１四半期連結累計期間（自平成21年７月１日　至平成21年９月30日）

　      本邦以外の国、または地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

　

【海外売上高】

　　　前第１四半期連結累計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）

　　　海外売上高がないため該当事項はありません。 

　　　当第１四半期連結累計期間（自平成21年７月１日　至平成21年９月30日）

　　　海外売上高がないため該当事項はありません。 
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（有価証券関係）

　当第１四半期連結会計期間末（平成21年９月30日）

　　　該当事項はありません。 

　

（デリバティブ取引関係）

　当第１四半期連結会計期間末（平成21年９月30日）

　　　該当事項はありません。 

　

（ストック・オプション等関係）

　当第１四半期連結会計期間（自平成21年７月１日　至平成21年９月30日）

　　　該当事項はありません。 

　

（企業結合等関係）

　当第１四半期連結会計期間（自平成21年７月１日　至平成21年９月30日）

　　　該当事項はありません。 

　

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成21年９月30日）

前連結会計年度末
（平成21年６月30日）

１株当たり純資産額 57,835.70円 １株当たり純資産額 54,486.20円

２．１株当たり四半期純利益金額

前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 18,266.21円

　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。

１株当たり四半期純利益金額 3,349.51円

　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半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。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額         

四半期純利益（千円） 342,601 62,823

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 342,601 62,823

期中平均株式数（株） 18,756 18,756

　

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

　

　

（リース取引関係）

　該当事項はありません。

　

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年11月14日

株式会社ランシステム

取締役会　御中

アスカ監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 田中　大丸　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 法木　右近　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ランシステ

ムの平成20年７月１日から平成21年６月30日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成20年７月１日から平成

20年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結

キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査

法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ランシステム及び連結子会社の平成20年９月30日現在の財政状

態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していな

いと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

追記情報　

　継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は前連結会計年度において当期純損失を計上し、当第１四半

期連結会計期間においても本格的な業績の回復を確認できるまでには至っていないため、継続企業の前提に関する重要な

疑義が存在している。当該状況に対する経営者の対応等は当該注記に記載されている。四半期連結財務諸表は継続企業を前

提として作成されており、このような重要な疑義の影響を四半期連結財務諸表には反映していない。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　（注）　１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。 

　２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。 
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年11月13日

株式会社ランシステム

取締役会　御中

アスカ監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 田中　大丸　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 法木　右近　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ランシステ

ムの平成21年７月１日から平成22年６月30日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成

21年９月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期

レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財

務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ランシステム及び連結子会社の平成21年９月30日現在の財政状

態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していな

いと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　（注）　１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。 

　２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。 
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