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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22期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第23期
第１四半期
累計(会計)期間

第22期

会計期間

自平成21年
７月１日
至平成21年
９月30日

自平成22年
７月１日
至平成22年
９月30日

自平成21年
７月１日
至平成22年
６月30日

売上高 (千円) 2,653,4612,614,21710,030,413

経常利益 (千円) 63,815 245,922 161,786

四半期(当期)純利益 (千円) 62,823 98,695 122,366

持分法を適用した場合の投資利益 (千円) ― ― ―

資本金 (千円) ― 753,814 753,814

発行済株式総数 (株) ― 19,059 19,059

純資産額 (千円) 1,084,7661,243,0531,144,309

総資産額 (千円) 5,678,0415,747,8655,192,245

１株当たり純資産額 (円) 57,835.7066,274.9861,010.34

１株当たり四半期(当期)純利益金額 (円) 3,349.515,262.076,524.14

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額 (円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 19.1 21.6 22.0

営業活動による

キャッシュ・フロー
(千円) 114,558 301,405 378,754

投資活動による

キャッシュ・フロー
(千円) 19,421 △15,147△261,344

財務活動による

キャッシュ・フロー
(千円) △251,401 263,116△459,567

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 (千円) 529,056 851,328 301,953

従業員数 (人) 174 152 159

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりません。また、前第１四半期連結累計(会計)期間において四半期連

結財務諸表を作成しているため、前第１四半期累計(会計)期間に代えて前第１四半期連結累計(会計)期間につ

いて記載しております。

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】

　当第１四半期会計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。ま

た、主要な関係会社に異動はありません。

　

３【関係会社の状況】

　当第１四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４【従業員の状況】

　提出会社の状況

 平成22年９月30日現在

従業員数（人） 152 (489)

　（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】

　前第１四半期会計期間は四半期連結財務諸表を作成していたため、前年同期比につきましては、記載しておりませ

ん。　

(1）商品仕入実績

　当第１四半期会計期間の仕入実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
当第１四半期会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

前年同四半期比（％）　

自遊空間事業 （千円） 671,048 －

桃太郎事業 （千円） － －

不動産賃貸事業 （千円） － －

合計 （千円） 671,048 －

　（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2）販売実績

　当第１四半期会計期間の販売実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
当第１四半期会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

前年同四半期比（％）　

自遊空間事業 （千円） 1,557,241 －

桃太郎事業 （千円） 932,590 －

不動産賃貸事業 （千円） 124,385 －

合計 （千円） 2,614,217 －

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

２【事業等のリスク】

　当第１四半期会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、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】

　当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

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が判断したものであります。

(1）業績の状況

　当第１四半期会計期間におけるわが国の経済は、当面は弱めの動きも見込まれるものの、海外経済の改善や各種の

政策効果などを背景に、景気が持ち直していくことが期待されております。しかしながら、企業収益改善は見られる

ものの、失業率が高水準にあるため、依然厳しい状況にあります。加えて、海外景気の下ぶれ懸念や為替レート・株

価の変動等により、景気が更に下押しされるリスクも存在しております。

　このような経営環境のもと、当社は「お客様満足度の更なる向上」「利用者層拡大を目的とした施策・販促・営

業活動」「全社的なコストの最適化」を積極的に実施し、経営効率の向上に注力いたしました。

　以上の結果、当第１四半期会計期間の売上高は2,614百万円、営業利益は237百万円、経常利益は245百万円、四半期

純利益は98百万円となりました。

　セグメントごとの状況は、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、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てまいりました。幅広いお客様

のご要望にお答えするために、「静的コンテンツ」として、コミックス・ハイスペックＰＣ・オンラインゲーム等、

「動的コンテンツ」として最新オンライン接続のダーツ機、ビリヤード台等の追加導入及び整備等により、店舗設

備の強化を実施いたしました。
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　また、未開拓な年齢層である「シルバー・シニア層」をターゲットとした割引サービスや、一部店舗におきまして

は、「明るく」「開放的」「子供からお年寄りまで」のコンセプトをもとに、交流スペースとしての「コミュニ

ティーエリア」を新設するなど、顧客年齢層の拡充に注力いたしました。加えて、お客様一人一人に合わせた心のこ

もったホスピタリティー研修の実施、マニュアルに無い高質なサービスを実施するためのアルバイト研修にも注力

いたしました。

　以上の結果、当事業全体の売上高は1,557百万円となりました。また、当第１四半期会計期間末時点では173店舗

（直営店舗46、FC加盟店舗127）となりました。

＜桃太郎事業＞

　当事業につきましては、利益率の向上を目的とした中古商材の拡充（主にトレーディングカード）、新品商品の仕

入れ数量等の見直し、販売価格の見直し、販売促進計画の適正化を実施いたしました。加えて、店舗の賃貸料金の減

額交渉、人員配置の最適化、店舗人材力の強化も積極的に行いました。

　また、これまでの桃太郎の主要客層である14歳から40歳のお客様はもちろんのこと、お子様からご両親、シニアの

方々全てのお客様の笑顔が見られる店舗運営を行い、地域に愛される一番店を目指す一環として、一部店舗におき

まして、シニア割引及びパパ・ママ応援ショップへの協賛（当事業年度末時点ではＴＶゲームショップ桃太郎の直

営店舗全てが対象店舗）を実施いたしました。

　以上の結果、当事業全体の売上高は932百万円となりました。

＜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124百万円となりました。

(2）財務状態の分析

　当第１四半期会計期間末の総資産は、5,747百万円となり、前事業年度末と比較して555百万円増加いたしました。

その主な要因は、現金及び預金が537百万円増加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、4,504百万円となり、前事業年度末と比較して456百万円増加いたしました。その主な要

因は、短期借入金が95百万円減少したものの、1年内償還予定の社債及び社債が100百万円増加したこと、1年内返済

予定の長期借入金及び長期借入金が258百万円増加したこと、資産除去債務に関する会計基準の適用に伴い資産除

去債務を151百万円計上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、1,243百万円となり、前事業年度末と比較して98百万円増加いたしました。これは、利

益剰余金が98百万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851百万円となり、前事業年度

末と比較して549百万円増加しました。

　当第１四半期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301百万円となりました。これは主に、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、税引前四半期純利益、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）

　投資活動の結果使用した資金は15百万円となりました。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）

　財務活動の結果得られた資金は263百万円となりました。これは主に、短期借入金の返済による支出及び長期借入

金の返済による支出等により資金が減少した一方、短期借入れによる収入、長期借入れによる収入及び社債の発行

による収入により資金が増加したことによるものであります。

(4）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期会計期間において、当社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１四半期会計期間において、前事業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22年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成22年11月12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

大阪証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）　

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）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

　

（５）【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22年７月１日～

平成22年９月30日  　

　

－ 19,059 － 753,814 － 792,059

　

（６）【大株主の状況】

　大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

ん。
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（７）【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22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22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22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22年
７月

８月 ９月

最高（円） 41,50043,10041,000

最低（円） 37,10035,50037,000

　（注）最高・最低株価は、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場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及び四半期財務諸表の作成方法について

(1）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。

　　

(2）当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第

63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　

(3) 当第１四半期会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び当第１四半期累計期間（平成22年

７月１日から平成22年９月30日まで）は、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。なお、当第

１四半期会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び当第１四半期累計期間（平成22年７月１

日から平成22年９月30日まで）から四半期財務諸表を作成しており、前第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、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づいて四半期連結財務諸表を作成してお

ります。　

　

(4）前第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）は四半期連結財務諸表を作成して

いるため、前第１四半期累計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半期損益計算書及び四

半期キャッシュ・フロー計算書に代えて、前第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）に係る四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書を記載しております。

　

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）及び前第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

期連結財務諸表並びに当第１四半期会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び当第１四半期累

計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日まで）に係る四半期財務諸表について、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。

　

３．四半期連結財務諸表について

　当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成22年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,364,619 827,249

売掛金 228,262 201,306

商品及び製品 382,591 371,034

原材料及び貯蔵品 123,512 122,786

繰延税金資産 90,130 90,130

その他 192,320 220,022

貸倒引当金 △10,376 △9,699

流動資産合計 2,371,060 1,822,830

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 881,859 823,457

車両運搬具（純額） 126 163

工具、器具及び備品（純額） 272,686 279,244

土地 972,703 972,703

有形固定資産合計 ※1
 2,127,375

※1
 2,075,568

無形固定資産

のれん 34,931 37,114

その他 10,760 38,806

無形固定資産合計 45,692 75,921

投資その他の資産

敷金 817,060 830,752

その他 427,767 430,443

貸倒引当金 △41,090 △43,269

投資その他の資産合計 1,203,737 1,217,925

固定資産合計 3,376,805 3,369,415

資産合計 5,747,865 5,192,245

負債の部

流動負債

買掛金 259,900 219,629

短期借入金 672,500 767,500

1年内償還予定の社債 86,800 66,800

1年内返済予定の長期借入金 775,592 719,290

未払法人税等 18,922 44,881

引当金 17,400 8,500

その他 328,142 340,189

流動負債合計 2,159,258 2,166,790
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成22年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年６月30日)

固定負債

社債 279,800 199,800

長期借入金 1,618,959 1,417,136

資産除去債務 151,131 －

その他 295,663 264,210

固定負債合計 2,345,553 1,881,146

負債合計 4,504,811 4,047,936

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 △278,899 △377,594

自己株式 △23,969 △23,969

株主資本合計 1,243,005 1,144,309

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 48 －

評価・換算差額等合計 48 －

純資産合計 1,243,053 1,144,309

負債純資産合計 5,747,865 5,192,245
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（２）【四半期損益計算書】
【前第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21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

売上高 2,653,461

売上原価 2,097,432

売上総利益 556,028

販売費及び一般管理費 ※1
 498,276

営業利益 57,751

営業外収益

受取利息 1,187

賃貸用固定資産収入 2,190

販売手数料収入 28,348

その他 454

営業外収益合計 32,180

営業外費用

支払利息 20,340

賃貸用固定資産原価 1,542

その他 4,234

営業外費用合計 26,116

経常利益 63,815

特別利益

固定資産売却益 362

貸倒引当金戻入額 7,656

その他 659

特別利益合計 8,677

特別損失

固定資産売却損 42

固定資産除却損 299

店舗閉鎖損失 545

特別損失合計 886

税金等調整前四半期純利益 71,606

法人税、住民税及び事業税 8,781

法人税等追徴税額 1

法人税等合計 8,783

四半期純利益 62,823
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【当第１四半期累計期間】
（単位：千円）

当第１四半期累計期間
(自　平成22年７月１日
　至　平成22年９月30日)

売上高 2,614,217

売上原価 1,971,656

売上総利益 642,560

販売費及び一般管理費 ※1
 405,057

営業利益 237,503

営業外収益

受取利息 1,050

販売手数料収入 23,322

その他 1,983

営業外収益合計 26,356

営業外費用

支払利息 17,108

その他 828

営業外費用合計 17,937

経常利益 245,922

特別利益

固定資産売却益 500

貸倒引当金戻入額 1,503

特別利益合計 2,003

特別損失

固定資産売却損 124

固定資産除却損 1,253

減損損失 39,088

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 62,207

特別損失合計 102,674

税引前四半期純利益 145,251

法人税、住民税及び事業税 46,555

法人税等合計 46,555

四半期純利益 98,695
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
【前第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 71,606

減価償却費 75,719

のれん償却額 4,222

賞与引当金の増減額（△は減少） 36,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,656

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △18,086

長期貸付金等の地代家賃相殺額 6,750

受取利息及び受取配当金 △1,187

支払利息 20,340

固定資産売却損益（△は益） △319

固定資産除却損 299

店舗閉鎖損失 545

売上債権の増減額（△は増加） △8,622

たな卸資産の増減額（△は増加） △14,551

仕入債務の増減額（△は減少） 75,402

その他 △75,942

小計 164,519

利息及び配当金の受取額 226

利息の支払額 △23,984

法人税等の支払額 △26,590

法人税等の還付額 387

営業活動によるキャッシュ・フロー 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） 72,000

有形固定資産の取得による支出 △48,281

有形固定資産の売却による収入 365

敷金の差入による支出 △13,051

敷金の回収による収入 8,524

長期預り金の受入による収入 150

その他 △285

投資活動によるキャッシュ・フロー 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 1,150,000

短期借入金の返済による支出 △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 △216,362

社債の償還による支出 △500,000

配当金の支払額 △40

財務活動によるキャッシュ・フロー △251,401

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △117,420

現金及び現金同等物の期首残高 646,477

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 529,056
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【当第１四半期累計期間】
（単位：千円）

当第１四半期累計期間
(自　平成22年７月１日
　至　平成22年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 145,251

減価償却費 65,501

減損損失 39,088

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 62,207

のれん償却額 2,183

引当金の増減額（△は減少） 15,896

長期貸付金等の地代家賃相殺額 6,908

受取利息及び受取配当金 △1,065

支払利息 17,108

固定資産売却損益（△は益） △375

固定資産除却損 1,253

売上債権の増減額（△は増加） △26,955

たな卸資産の増減額（△は増加） △12,282

仕入債務の増減額（△は減少） 40,271

その他 △7,218

小計 347,773

利息及び配当金の受取額 180

利息の支払額 △18,684

法人税等の支払額 △32,086

法人税等の還付額 4,222

営業活動によるキャッシュ・フロー 301,405

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） 12,008

有形固定資産の取得による支出 △41,245

有形固定資産の売却による収入 577

無形固定資産の取得による支出 △397

貸付けによる支出 △1,100

貸付金の回収による収入 876

敷金の回収による収入 15,000

長期預り金の受入による収入 3,150

長期預り金の返還による支出 △3,700

その他 △317

投資活動によるキャッシュ・フロー △15,147

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 400,000

短期借入金の返済による支出 △495,000

長期借入れによる収入 450,000

長期借入金の返済による支出 △191,875

社債の発行による収入 100,000

その他 △8

財務活動によるキャッシュ・フロー 263,116

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 549,374

現金及び現金同等物の期首残高 301,953

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 851,328
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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１四半期会計期間

（自　平成22年７月１日

　  至　平成22年９月30日）

　会計処理基準に関する事項の変更

　

資産除去債務に関する会計基準の適用

　当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準

第18号　平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用しております。 

　これにより、営業利益、経常利益はそれぞれ2,447千円減少しており、税引前四半

期純利益は64,655千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による

資産除去債務の変動額は142,607千円であります。

　

【簡便な会計処理】

　　

　
当第１四半期会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

１．一般債権の貸倒見積高の

算定方法

　当第１四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化

がないと認められるため、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定し

ております。

２．法人税等並びに繰延税金

資産及び繰延税金負債の算

定方法

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前事業年度以降に経営環境等、かつ、一時差

異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前事業年度において使用した

タックス・プランニングを利用する方法によっております。　

３．たな卸資産の評価方法 　当第１四半期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、前事業

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。　　　
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【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　

当第１四半期会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

　税金費用については、当第１四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率

を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。なお、法人税等調整額は法人税、

住民税及び事業税に含めて表示しております。　　　

　

【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第１四半期会計期間末
（平成22年９月30日）

前事業年度末
（平成22年６月30日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、3,129,438千円で

あります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、3,078,370千円で

あります。

　

（四半期損益計算書関係）

前第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 178,067千円

賞与引当金繰入額 36,000 

地代家賃 60,615 

　

　

当第１四半期累計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22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 155,766千円

賞与引当金繰入額 17,400 

地代家賃 56,488 
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（四半期キャッシュ・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

　

（平成21年９月30日現在） 　

 （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

　

　

　

当第１四半期累計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22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９月30日現在） 　

 （千円）

現金及び預金勘定 1,364,619

預入期間が３か月を超える定期預金 △62,991

担保提供定期預金　 △450,298

現金及び現金同等物 851,328
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（株主資本等関係）

当第１四半期会計期間末（平成22年９月30日）及び当第１四半期累計期間（自平成22年７月１日　至平成22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

２．自己株式の種類及び株式数

　　普通株式　　　　　 303株

３．新株予約権等に関する事項

　　該当事項はありません。

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)　基準日が当事業年度の開始の日から当第１四半期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１四半期会計期間の末日後となるもの　

　　　 該当事項はありません。　

　

（有価証券関係）

　　当第１四半期会計期間末（平成22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１四半期会計期間末（平成22年９月30日）

　　　　該当事項はありません。 

　

（持分法損益等）

　　当第１四半期会計期間末（平成22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１四半期会計期間（自平成22年７月１日　至平成22年９月30日）

　　　　該当事項はありません。 

　

（企業結合等関係）

　　当第１四半期会計期間（自平成22年７月１日　至平成22年９月30日）

　　　　該当事項はありません。 

　

（資産除去債務関係）

当第１四半期会計期間末（平成22年９月30日）

　前事業年度の末日から著しい変動はありません。

　なお、当社は、借地権契約に基づき使用する敷地及び不動産賃貸借契約に基づき使用する一部の各店舗等につき

まして、返還時における原状回復に係る義務を有しておりますが、現在、移転計画がなく返還時期が不明のため、

資産除去債務を合理的に見積もることができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しており

ません。　
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（セグメント情報等）

【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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【セグメント情報】

（追加情報）

　当第１四半期会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21年

３月27日）及び「セグメント情報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20号　平

成20年３月21日）を適用しております。

１．報告セグメントの概要

　当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営

資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。当社

は、事業部門別セグメントから構成されており、「自遊空間事業」、「桃太郎事業」及び「不動産賃貸事業」

の３つを報告セグメントとしております。

　「自遊空間事業」は、「複合カフェ」の店舗展開を行い、一般顧客を対象に、「アミューズメント系統の

サービス」、「リラクゼーション系統のサービス」、「飲食のサービス」の３つの基本サービスの全部また

は一部を店舗の規模や需要に合わせて提供しており、利用時間に応じた施設利用料と食品の販売による収入

を得ております。

　「桃太郎事業」は、一般顧客を対象とした店舗において、家庭用ゲームのハード・ソフト・周辺機器を中心

とした商品の販売を行い、フランチャイズ加盟店他得意先に対し同商品の卸売りを行う他、フランチャイズ

加盟店からロイヤリティ等の収入を得ております。

　「不動産賃貸事業」は、不動産物件を所有し、賃貸の運営を行っております。

　

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　　　　　当第１四半期累計期間（自平成22年７月１日　至平成22年９月30日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

　

　

報告セグメント
調整額

(注１)　

四半期損益

計算書計上

額（注２）

自遊空間

事業

桃太郎

事業

不動産賃貸

事業
計

　売上高      　

　　外部顧客への売上高
1,557,241

　
932,590124,3852,614,217－　

2,614,217

　

　　セグメント間の内部売上高

　　又は振替高
－　 －　 －　 －　 －　 －　

計
1,557,241

　
932,590　 124,385　

2,614,217

　
－　

2,614,217

　

　セグメント利益又は損失(△) 264,519　 52,834　 32,620　 349,974　
△112,470

　
237,503　

　（注）１．セグメント利益の調整額△112,470千円は、全社費用であります。主に報告セグメントに帰属し

ない管理部門等に係る費用であります。

２．セグメント利益は四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　「桃太郎事業」セグメントにおいて、アミューズメントももたろう店舗を10月に閉店したこと伴う減損損

失を認識しております。当該減損損失の計上額は、当第１四半期累計期間においては、11,828千円でありま

す。

　「不動産賃貸事業」セグメントにおいて、借地権を有する土地賃貸借契約が９月で満了することに伴う減

損損失を認識しております。当該減損損失の計上額は、当第１四半期累計期間においては、27,260千円であり

ます。

　

EDINET提出書類

株式会社ランシステム(E03434)

四半期報告書

21/26



（賃貸等不動産関係）

　　　　当第１四半期会計期間末（平成22年９月30日）

該当事項はありません。

　

次へ
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期会計期間末
（平成22年９月30日）

前事業年度末
（平成22年６月30日）

１株当たり純資産額 66,274.98円 １株当たり純資産額 61,010.34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 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） 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） 62,823 　

期中平均株式数（株） 18,756 　

　

当第１四半期累計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

　

１株当たり四半期純利益金額 5,262.07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。

 
当第１四半期累計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22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） 98,695 　

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） 98,695 　

期中平均株式数（株） 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。

　

EDINET提出書類

株式会社ランシステム(E03434)

四半期報告書

24/26



 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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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年11月12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22年７月１日から平成23年６月30日までの第23期事業年度の第１四半期会計期間（平成22年７月１日から平成22

年９月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日まで）に係る四半期財務諸表、すな

わち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・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

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ランシステムの平成22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。 

　

EDINET提出書類

株式会社ランシステム(E03434)

四半期報告書

26/26


	表紙
	本文
	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
	２事業の内容
	３関係会社の状況
	４従業員の状況

	第２事業の状況
	１仕入及び販売の状況
	２事業等のリスク
	３経営上の重要な契約等
	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

	第３設備の状況
	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
	②発行済株式

	（２）新株予約権等の状況
	（３）行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
	（４）ライツプランの内容
	（５）発行済株式総数、資本金等の推移
	（６）大株主の状況
	（７）議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	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

	３役員の状況

	第５経理の状況
	１四半期財務諸表
	（１）四半期貸借対照表
	（２）四半期損益計算書
	前第１四半期連結累計期間
	当第１四半期累計期間

	（３）四半期キャッシュ・フロー計算書
	前第１四半期連結累計期間
	当第１四半期累計期間
	継続企業の前提に関する注記
	四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更
	簡便な会計処理
	四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理
	注記事項
	事業の種類別セグメント情報
	所在地別セグメント情報
	海外売上高
	セグメント情報




	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

