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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期第2四半期 41,556 1.8 5,499 △8.9 3,114 △21.2 △5,506 ―
22年3月期第2四半期 40,836 5.4 6,037 △19.2 3,953 △32.0 2,095 △11.8

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

23年3月期第2四半期 △61.21 ―
22年3月期第2四半期 30.06 25.35

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

23年3月期第2四半期 260,448 87,524 33.6 918.51
22年3月期 251,240 85,629 34.1 1,079.95

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  87,524百万円 22年3月期  85,629百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

22年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00
23年3月期 ― 10.00
23年3月期 

（予想）
― 10.00 20.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 86,000 4.7 14,000 16.4 9,000 14.7 △2,400 ― △25.19



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に
対する四半期レビュー手続きを実施しています。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「その他」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 95,452,914株 22年3月期  79,452,914株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  163,731株 22年3月期  163,091株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 89,956,096株 22年3月期2Q  69,693,186株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済対策の効果等により、一部企業では業績の回

復傾向が見られたものの、長引く円高や株価の低迷等により、景気の先行きは不透明な状態が続いております。ま

た、デフレが長期化した影響もあり、雇用情勢も低迷を続け、個人消費は節約志向状態から回復する兆しは見えな

い状況が継続しております。 

 ボウリング、アミューズメント、カラオケ業界におきましても、個人消費の低迷や、例年にない猛暑の影響等に

より、依然として厳しい状況が続きましたが、他社との差別化に成功した施設を中心として、客足に回復感が生じ

ております。 

 このような状況の中、当社におきましては、多店舗展開の強みを活かした企画や大型新機種の積極的な導入、及

び一部施設のリニューアルを進めるとともに、メール会員制度「ラウポケ」やテレビコマーシャルによるＰＲ、さ

らに人気キャラクターを使用したオリジナルグッズの活用等により、集客力の向上に努めました。なお、当第２四

半期連結会計期間における新規出店は下記の２店舗で、平成22年９月末の総店舗数は、107店舗となりました。 

（注）「プエンテ ヒルズ モール店」は、連結子会社である米国現地法人 Round One Entertainment Inc.によ

る出店です。 

  

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高415億56百万円（前年同期比1.8％増）と増収となりま

したが、人件費等の増加により、営業利益は54億99百万円（同8.9％減）となり、経常利益は支払利息の増加等に

より31億14百万円（同21.2％減）、また出店計画変更に伴う特別損失の発生等により四半期純損失は55億6百万円

（前年同四半期は四半期純利益20億95百万円）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ92億7百万円増加の2,604億48百万円となりま

した。この主な要因は、現金及び預金が92億3百万円減少、貸付金が有限会社アールワン池袋に対して131億円増加

したこと等による流動資産の増加63億18百万円と、リース資産が14億92百万円増加したこと等による固定資産の増

加28億89百万円によるものです。なお、有限会社アールワン池袋に対する貸付金については、平成22年10月22日に

131億円の返済を受けております。 

（負債） 

 当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ73億12百万円増加し、1,729億23百万円と

なりました。この主な要因は、１年以内返済予定長期借入金が42億37百万円増加、リース債務が14億24百万円増

加、設備未払金が25億17百万円減少したこと等による流動負債の増加33億56百万円と、長期借入金が36億34百万円

の増加、長期借入金（責任財産限定）が53億30百万円の減少、資産除去債務が59億49百万円増加したこと等による

固定負債の39億56百万円増加によるものです。 

（純資産） 

 当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ18億95百万円増加の875億24百万円とな

りました。この主な要因は、増資により資本金及び資本剰余金がそれぞれ40億96百万円増加したことや、出店計画

変更に伴う特別損失を含む四半期純損失55億６百万円等による利益剰余金62億99百万円減少等によるものです。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成22年５月14日に公表した平成23年３月期の連結業績予想に関しましては、平成22年10月22日に修正を行って

おります。詳細につきましては、平成22年10月22日発表の「平成23年３月期 通期業績予想の修正及び特別損失の

計上に関するお知らせ」をご参照下さい。  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

オープン日 店舗名 所在地 店舗タイプ 

平成22年７月17日 松山店 愛媛県松山市 スタンダード 

平成22年８月27日（現地時間） プエンテ ヒルズ モール店 米国 ロサンゼルス スタンダード 
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

   

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 該当事項はありません。 

   

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 第１四半期連結会計期間より、「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。 

 これに伴い、営業利益及び経常利益はそれぞれ304百万円減少しており、税金等調整前四半期純損失は3,477百万

円増加しております。また、これらの会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は5,833百万円でありま

す。 

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 13,507 22,711

現金及び預金（責任財産限定対象） 7,051 8,104

売掛金 207 361

商品 186 186

貯蔵品 962 955

その他 22,975 6,215

その他（責任財産限定対象） 591 628

流動資産合計 45,482 39,163

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 103,992 92,073

減価償却累計額 △24,193 △18,005

建物及び構築物（純額） 79,798 74,068

建物及び構築物（責任財産限定対象） 39,748 44,176

減価償却累計額 △7,111 △7,037

建物及び構築物（責任財産限定対象）
（純額）

32,636 37,139

土地 43,285 42,590

土地（責任財産限定対象） 24,921 25,605

リース資産 30,536 25,271

減価償却累計額 △10,383 △6,610

リース資産（純額） 20,153 18,661

その他 14,326 15,015

減価償却累計額 △11,202 △10,780

その他（純額） 3,124 4,234

有形固定資産合計 203,920 202,298

無形固定資産 192 169

投資その他の資産   

その他 10,638 9,289

その他（責任財産限定対象） 213 317

投資その他の資産合計 10,852 9,607

固定資産合計 214,965 212,076

資産合計 260,448 251,240
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 163 156

1年内償還予定の社債 913 913

短期借入金 712 862

1年内返済予定の長期借入金 10,536 6,298

1年内返済予定の長期借入金（責任財産限定） 17,415 17,496

リース債務 7,926 6,502

未払法人税等 925 793

その他 4,004 6,218

流動負債合計 42,598 39,241

固定負債   

社債 7,797 8,254

長期借入金 69,392 65,758

長期借入金（責任財産限定） 33,976 39,306

役員退職慰労引当金 194 209

リース債務 11,861 11,630

資産除去債務 5,949 －

その他 1,153 1,209

固定負債合計 130,325 126,369

負債合計 172,923 165,611

純資産の部   

株主資本   

資本金 25,021 20,924

資本剰余金 25,496 21,399

利益剰余金 37,869 44,169

自己株式 △316 △315

株主資本合計 88,071 86,177

評価・換算差額等   

土地再評価差額金 △548 △548

為替換算調整勘定 1 △0

評価・換算差額等合計 △546 △548

純資産合計 87,524 85,629

負債純資産合計 260,448 251,240
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 40,836 41,556

売上原価 33,921 35,124

売上総利益 6,915 6,431

販売費及び一般管理費 877 932

営業利益 6,037 5,499

営業外収益   

受取利息及び配当金 86 54

補助金収入 － 26

協賛金収入 8 －

その他 54 39

営業外収益合計 148 120

営業外費用   

支払利息 2,107 2,256

その他 126 248

営業外費用合計 2,233 2,504

経常利益 3,953 3,114

特別利益   

出店中止損失引当金戻入額 40 －

特別利益合計 40 －

特別損失   

固定資産除却損 78 131

出店中止損失 228 －

出店計画変更損失 － 8,800

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 3,173

特別損失合計 306 12,105

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

3,687 △8,990

法人税、住民税及び事業税 1,400 1,357

法人税等調整額 191 △4,841

法人税等合計 1,592 △3,483

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △5,506

四半期純利益又は四半期純損失（△） 2,095 △5,506
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 該当事項はありません。  

  

 平成22年６月２日開催の当社取締役会決議に基づき、平成22年６月17日を払込期日とする海外募集による新株の

発行を行った結果、資本金及び資本剰余金がそれぞれ4,096百万円増加しております。  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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