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経営理念表紙

Ⅰ.経営理念
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私たちは私たちは私たちは私たちは

お客様との出会いを活力にお客様との出会いを活力にお客様との出会いを活力にお客様との出会いを活力に

豊かな発想力で楽しみ豊かな発想力で楽しみ豊かな発想力で楽しみ豊かな発想力で楽しみ

くつろぎを創造しくつろぎを創造しくつろぎを創造しくつろぎを創造し

新鮮なライフスタイルを提案します新鮮なライフスタイルを提案します新鮮なライフスタイルを提案します新鮮なライフスタイルを提案します

社会とともに、活気に満ちた社会とともに、活気に満ちた社会とともに、活気に満ちた社会とともに、活気に満ちた

永続的企業を目指します永続的企業を目指します永続的企業を目指します永続的企業を目指します

経営理念
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ANNIVERSARY ランシステム25周年 自遊空間15周年

1988年 1989年

1998年 2002年 2005年

2004年

有限会社ランシステムを設立。家庭用ゲーム事業部門設立。
FC展開の開始。

JASDAQ証券取引所に株式を上場。
スペースクリエイト自遊空間第1号店を埼玉県春日部市に出店 スペースクリエイト自遊空間

100店舗達成 スペースクリエイト自遊空間
150店舗達成

1996年

スペースクリエイト事業部門を新設ビリヤード『チャンピオン』出店

スペースクリエイト自遊空間
2013年２月末現在182店舗運営中。
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25年6月期指針

・既存概念からの脱却

・顧客目線に立った快適環境提供の徹底

・PDCAサイクル実践の徹底

P.5



平成24年6月期決算概要表紙

Ⅱ.平成25年6月期 第2Q決算概要

P.6



事業構成

店舗運営事業

◆複合カフェの直営店及びＦＣ店舗を全国展開。駅

前、ロードサイド等、立地や規模に合わせ静、動を

問わない様々なコンテンツを同一料金で提供する、

ランシステムの基幹事業。

不動産事業

◆自遊空間の店舗運営で培った開発力を活かし、自社で開発したシステムを、クライアントのニーズに合わせカスタマイズ。要望に叶ったシステムを構築し販売する。
◆全国182店舗の複合カフェ「スペースクリエイト自遊空間」をこれまで利用してきたのべ1,400万人以上の会員に対し、店舗外でも会員同士のコミュニケーションをクリエイトするためのWEBサービス『自遊空間オンライン』を展開。自遊空間の会員、非会員問わず、店舗内でも店舗を退店後でも、気になるユーザーとのコミュニケーション、様々な有料・無料コンテンツを利用する事が可能なサービス。

◆自遊空間の運営で培ってきた商流を活用し、自社内の購買業務にとどまらず、他社に向けても受注から即納、低単価で商品を提供する。

その他事業

◆ランシステムが所有する自社物件、転貸物件等、不動産の適正な管理に注力。一定かつ安定した収益を確保する。
システム外販事業

購買事業

メディア・広告事業

P.7



平成25年6月期第2Q 要約損益計算書

（単位：百万円）
【【【【要約損益計算書要約損益計算書要約損益計算書要約損益計算書】】】】

科目/期別

平成24年6月期

第2Q

平成25年6月期

第2Q

増減 対比（%）

売上高 3,571 3,870 299 108.4%

売上原価 2,954 3,228 274 109.3%

売上総利益 617 642 25 104.0%

販売費及び一般管理費 502 499 -3 99.3%

営業利益 114 142 28 124.8%

経常利益 146 170 24 116.1%

特別利益 0 15 15 11134.3%

特別損失 13 72 60 558.9%

当期純利益 60 48 -12 79.9%

P.8



店舗運営事業不動産事業その他事業

店舗運営事業不動産事業その他事業
平成25年6月期 第2Qセグメント営業利益：325百万円

セグメント別売上高/営業利益

平成25年6月期 第2Qセグメント別売上高及び営業利益

構成比：88.1% 3,408百万円

238百万円

224百万円

平成25年6月期 第2Q 売上高 ： 3,870百万円

構成比：6.1%

構成比：5.8%

売上高

3,870百万円

構成比：71.8% 233百万円

54百万円

37百万円

構成比：16.8%

構成比：11.4%

営業利益

325百万円

※セグメント利益の調整額△182百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。

前年比：108.0%

前年比：98.3%

前年比：129.4%

前年比：114.5%

前年比：89.3%

前年比：121.4%

最終営業利益 ：142百万円 調整額※：△182百万円

P.9



01,000,0002,000,0003,000,0004,000,000

24期第2Q 25期第2Q

トピックス

3,571百万円 3,870百万円

店舗運営事業は、お客様に快適な環境を提供することを徹底すると共に、好調に稼動しているダー

ツ、カラオケ等のアミューズメントコンテンツの強化やイベントを実施。

その他事業においては、24期より弊社システムを大手企業様に採用頂き、当期においても継続して

収益を得たことから、増収となる。

店舗運営事業：前年同期比 108% 2億5千2百万円の売上高増

その他事業：前年同期比 129.4% 5千1百万円の売上高増

（単位：百万円）全社売上高推移

凡例 店舗運営事業その他事業不動産事業店舗運営事業前年比108%
その他事業前年比129.4%
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【【【【資産の部資産の部資産の部資産の部】】】】

平成25年6月期第2Q決算：要約貸借対照表①

（単位：百万円）

平成24年6月期末

平成25年6月期

第2Q

前期末からの

増減額

前期比

現金及び預金 1,044 1,008 -36 96.5%

売掛金 261 231 -30 88.7%

商品及び製品、

原材料、貯蔵品

217 188 -29 86.9%

その他 303 354 51 116.8%

貸倒引当金 -12 -14 -2 -

流動資産合計 1,814 1,768 -46 97.5%

平成24年6月期末

平成25年6月期

第2Q

前期末からの

増減額

前期比

有形固定資産 2,050 2,001 -49 97.6%

無形固定資産 101 103 2 101.7%

投資、その他の資産 1,082 1,062 -21 98.1%

固定資産合計 3,234 3,166 -68 97.9%

資産合計 5,049 4,935 -114 97.7%
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【【【【負債の部負債の部負債の部負債の部】】】】

平成25年6月期第2Q決算：要約貸借対照表②

（単位：百万円）

平成24年6月期末

平成25年6月期

第2Q

前期末からの

増減額

前期比

買掛金 177 183 6 103.2%

短期借入金 250 250 0 100.0%

1年内返済予定の

長期借入金及び社債

754 561 -192 74.5%

その他 591 462 -129 78.2%

流動負債合計 1,773 1,457 -316 82.2%

平成24年6月期末

平成25年6月期

第2Q

前期末からの

増減額

前期比

長期借入金及び社債 1,347 1,507 160 111.9%

資産除去債務 159 167 7 104.5%

その他 270 256 -14 94.9%

固定負債合計 1,777 1,931 154 108.7%

負債合計 3,550 3,389 -162 95.4%

P.12



【【【【純資産の部純資産の部純資産の部純資産の部】】】】

平成25年6月期第2Q決算：要約貸借対照表③

（単位：百万円）

平成24年6月期末

平成25年6月期

第2Q

前期末からの

増減額

前期比

資本金 753 753 0 100.0%

資本余剰金 792 792 0 100.0%

利益剰余金 -23 24 48 -

自己株式 -23 -23 0 -

純資産合計 1,497 1,546 48 103.2%

負債、純資産合計 5,049 4,935 -114 97.7%

P.13



15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%

21期末 22期末 23期末 24期末 25期第２Q

自己資本比率推移

（単位：百万円）

（※20期末、21期末22期末につきましては、弊社個別財政状態の数値となります。）

31.3%

29.7%

28.0%

22.0%

21.3%

21期末 22期末 23期末 24期末 25期第２Q

純資産 1,021 1,144 1,336 1,498 1,546

総資産 4,796 5,192 4,776 5,049 4,935

自己資本比率 21.3% 22.0% 28.0% 29.7% 31.3%
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キャッシュフロー計算書

平成24年6月期平成24年6月期平成24年6月期平成24年6月期第２Ｑ第２Ｑ第２Ｑ第２Ｑ 平成25年6月期平成25年6月期平成25年6月期平成25年6月期第2Q第2Q第2Q第2Q 前期末からの前期末からの前期末からの前期末からの増減額増減額増減額増減額 主な増減要因主な増減要因主な増減要因主な増減要因Ⅰ.営業活動による　 キャッシュフロー 115 231 116

Ⅱ.投資活動による　 キャッシュフロー -351 -77 274

Ⅲ.財務活動によるキャッシュフロー 416 -32 -449

Ⅳ.現金及び現金同等物期末残高 725 658 -67

法人税等の支払額201百万円等により資金が減少した一方、税引前四半期純利益112百万円、減価償却費156百万円の計上等により資金増加。有形固定資産の取得による支出241百万円及び、貸付による支出80百万円等により資金が減少した一方、有形固定資産の売却による収入100百万円等により資金増加。短期借入金の返済による支出700百万円及び長期借入金の返済による支出389百万円等により資金が減少した一方、短期借入による収入700百万円及び、長期借入による収入500百万円により資金増加。
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事業概要表紙

Ⅲ.主要事業概要

P.16



①自遊空間事業

・様々なコンテンツを同一施設、料金で、24時間楽しめる時間課金制施設直営、フランチャイズを合わせ182店舗を展開（平成25年2月末日現在）

時代のニーズに合わせた、自由に遊べる空間を創造

し、お客様へ安らぎと様々なサービス、コンテンツ

を提供。

時間制課金システムを基本とし、まんが・インター

ネット・ダーツ・ビリヤード・カラオケ等、多様の

娯楽コンテンツを施設内で同一料金にて24時間提供

するスタイルを全国で初めて展開。

1号店から完全会員制を採り、お客様に安心・安全

な環境を提供。社内開発したＰＯＳシステムにより、

青少年の保護、犯罪防止対策を強化。全国にのべ

1,400万人以上の会員を有する。

既存の顧客層に加え、シニア、シルバー層のお客様

獲得へ向け、コミュニティスペースを導入、24年6

月期にはＳＮＳサービスを開始する等、新たな試み

を進めている。

P.17



コンテンツイメージ

・自遊空間 店内ＭＡＰイメージ
P.18



店舗展開状況

北海道・東北中部関東九州・沖縄近畿中国・四国
地区

店舗数ＦＣ直営 合計
14 21 35

26 36 62

11 22 33

7 6 13

0 10 10

4 25 29全国合計
18262 120

平成25年2月末現在

・自遊空間は日本全国に直営店、フランチャイズ店舗を合わせ182店舗展開。会員証は一度お作り頂くと全ての店舗で利用可能。

P.19



店舗での取り組み①

P.20

~高質なサービスの提供を目指して～高質なサービスの提供を目指して～高質なサービスの提供を目指して～高質なサービスの提供を目指して～

~当たり前のことを当たり前に～当たり前のことを当たり前に～当たり前のことを当たり前に～当たり前のことを当たり前に～



店舗での取り組み①-2

お客様ご利用ＰＣ 社内ＰＣご意見、ご要望
リアルタイムでの対応、及びご返信・ＣＳ（Customer Satisfaction）室が、直営、ＦＣ

合同の接客研修や各店舗に赴いてのＯＪＴを実施。

また、お客様の声に迅速に応えるべく、各店舗、及

び管理職社員が、頂いたご意見をリアルタイムに把

握できるエイリアスを構築。即時対応を行うことで、

サービスを向上。各店舗で問題点の共有を行ってい

る。

今後も店舗の設備、コンテンツ等のハード面はもち

ろん、店舗社員、スタッフの教育に力を入れ、ソフ

ト面の充実を図っていく。

・CS室主導で接客研修を実施。社員を集めての研修やOJT等、内容は多岐に渡る。
P.21



店舗での取り組み②

・ドミナントを形成する地域ではＦＣ店舗と

合同でＴＶＣＭを放送することで、店舗をア

ピールし、チェーンでの会員共有メリットを

発揮。

お得なクーポンや割引券の配布、クーポン情

報媒体への掲載から、街頭での販促等、時期

や店舗の立地に合わせた販促活動を実施する

ことで、新しいお客様を店舗に呼び込む。

・直営、ＦＣでの合同販促

・ダーツ、ビリヤード、ネットゲーム等、

店内のコンテンツを活かした各種大会を運

営。競技のプロを招いての実施もあり集客

に貢献。

個が集う場から、グループが集う場へ。コ

ミュニティの形成を図る。

・告知の徹底、定期的な開催を続けることで認知度を高め、高い集客力を獲得。
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店舗での取り組み③

・平成24年10月より自遊空間ポータルサイトにて、マスコットキャラクターのネーミン

グ募集を実施。選考の結果キャラクターの名前は『じっぴー』『ゆっぴー』に決定。

お客様に愛されるキャラクターを目指し、販促物やポータルサイトで活躍させていく。

P.23



店舗での取り組み④

・自遊空間 BIGBOX高田馬場店にて、SEGA様とのコラボレーション

『ファンタシースターオンライン アークス ブリーフィングルー

ム』を開設(2012年10月20日)、快適なプレイ環境を追及した特設ス

ペースとなっており、公開初日にはゲーム関連メディアも多数訪れセ

レモニーが行われた。 専用のシステムチェア「エンペラー1510」を4台導入。PCはDELL製ゲーミングPC「ALIENWARE Aurora ALX」を採用。
オンラインゲームや、SNSを通し、ネット上で新しい仲間ができる

のが当たり前の時代。そうした仲間が一つの場所に集まることで得

られる一体感は、単純にオンラインゲームやSNSを楽しんでいるだ

けでは得がたい魅力。こうしたスペースを提供できるのは、イン

ターネット環境とコミュニティ空間が整っている複合カフェならで

はの強み。

・ＮＣジャパン様と協力し、人気ネットゲー

ム「タワーオブアイオン」の世界をイメージ

したコンセプトルームを【自遊空間】高田馬

場店に設置。ハイスペックの環境に、ゲーム

の中で使用できる限定アイテムの配布や、コ

ラボレーションメニューの提供を加え、ゲー

ムファンを喜ばせる。

The Tower of AION（TM） is a trademark of NCsoft Corporation. Copyright c 2009 NCsoft 
Corporation. NC Japan K.K. was granted by NCsoft Corporation the right to publish, distribute and 

transmit The Tower of AION（TM） in Japan. All rights reserved.
P.24



店舗での取り組み⑤

・60才以上の会員様が対象。プレミア感のあるゴールドカード
・複合カフェを利用することの少ない層に

対する訴求を継続。自遊空間店舗で割引き

サービスを行う他、シニア層や家族でのご

利用者様をメインターゲットとした施設を

提供。顧客掘り起こしのチャレンジを継続

していく。

020,00040,00060,00080,000100,000
21期 22期 23期 24期

女性利用者に向けて、一部店舗では、レディースルームを設置。女性専用のブランケット等の貸し出しも行う。アメニティも充実させ、清潔で女性が過ごしやすい環境を整える。
P.25

シニア、シルバーに対する取組み開始後の60歳以上の利用者推移



空間プロデュース 事例紹介

24年7月28日、ボートレースまるがめ(香川県丸亀

市)内にカフェバーまるカフェを設営。自社で運営

する複合カフェ「スペースクリエイト自遊空間」の

店舗運営ノウハウを活かし、飲食メニュー提供等に

協力。「まるかふぇ」にコンテンツを提供すること

で、地域のコミュニティ発展に寄与していく。

「まるかふぇ」は白色と木目を基調とし、「水」を

コンセプトとした店内で、女性のお客様も気軽にご

来店が可能。飲食メニューはお食事・デザート・お

酒を豊富に取り揃え、ビリヤード・ダーツも完備。

また、店内では専用端末（i-pad）を利用した舟券

のご購入が可能で、カフェでくつろぎながらレース

を楽しむことができる。
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②メディア、広告事業

・サイトイメージ

・ゲーム画面イメージ

「外でも自遊空間を利用できる」をコンセプ

トに、PC・スマートフォン（iPhone・

Android）・携帯を使い、気になった本、モノ、

場所のクリップ（登録）や、レビュー（評

価）、質問、回答が出来るサービス「自遊空

間ONLINE」をリリース。

自遊空間ONLINEでは、「ヒト」「モノ」

「本」「場所」等の共有に加え、電子コミッ

クのレンタル、会員証のモバイル化、無料

ゲーム、前売りクーポンの購入、新懸賞コン

テンツ、ランク制度等の様々な機能が利用可

能。

ユーザーを店舗へ誘導することでＯ2Ｏ

（online to offline）の実現を目指す。

当事業については継続して投資を行い、サー

ビスの向上、コンテンツの充実を図り、FC店

においても展開を予定。 ・スマートフォン 利用イメージ
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③システム外販事業

自社で培ってきたノウハウを活かしたPOSシステム

を中心とした会員管理、入会、入退場、飲食注文、

清掃管理等の業務効率化システムを販売。

クライアント様の要望に合わせ、カスタマイズも可

能。

セキュリティを強化するシンクライアント、URL

フィルタリング、VPN・ネットワーク構築等、安心

安全を安価に提供する。
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ネットワーク構築、ＵＳＢ－ＰＣ

USBメモリ内のソフトウェア（アイズ社 アイズシンクラ

イアント）で、手元のパソコンから遠隔地にあるWindows

パソコンへのアクセス/操作を可能にする。

画面情報のみでやり取りすることにより、データの持ち出

しを防ぐとともに、使用をパスワードで保護することで、

本人以外の使用防止します。

・シンクライアントとは？

企業の情報システムにおいて、社員が使うコンピュータ(クライアント)に最低限の機能しか持たせず、サーバ側でアプリケー

ションソフトやファイルなどの資源を管理するシステムの総称。また、そのようなシステムを実現するための、機能を絞った低

価格のクライアント用コンピュータをさします。

公衆回線の中に、仮想的な専用回線を作り出すことで、高

度なセキュリティを持ったネットワークを構築。

実際に専用回線を導入するよりも低コストで実施可能
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自動入退場システム

タッチパネルモニタと連動した開閉ゲートで構成。

会員証を持っているお客様であれば、簡単、手軽に

店内への入場が可能。

退場時は自動清算機を使用しセルフで会計すること

ができ、バーコードを読み込ませることでクーポン

の利用も可能。

・入場から清算まで、全ての処理を全自動で行います
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入会ナビ

簡単かつスピーディーな入会手続きとお預かりする

お客様の個人情報をより安全に取り扱うシステム。

タッチパネルを採用し、パソコンに慣れていない方

でもガイダンスに従うだけで簡単に入会登録を行え

る。

既存のPOSシステムで顧客管理

既に会員管理を

されている場合

会員情報入力端末で入力したQRコード

を、店舗でご利用の既存のPOSシステ

ムで読み取ることにより会員登録可能。

複数拠点で共有

する場合

クラウド上のデータベースで会員情報を

共有する為、複数拠点で共有が可能。

暗号化通信で情報の流出を防ぎ、安全

な運用を行う。

クラウドで顧客管理
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導入事例

・カラオケ業態（300店舗以上）

・複合カフェ業態（100店舗以上）

店舗運営で培ってきたノウハウを活かし、自

社開発したPOSシステムの外販事業を展開。

『カラオケ本舗まねきねこ』を運営する株式

会社コシダカ様が2010年より同店に弊社のシ

ステムを採用。

オペレーション効率化への貢献が認められ、

同じく株式会社コシダカ様が運営を開始して

いるひとりカラオケ専門店『ワンカラ』でも

1号店目から採用された。

使用される店舗にあわせたカスタマイズと、

お客様の要望に応えるフレキシブルな対応で

店舗運営をサポートする。 ・カラオケエンターテイメント 出稿記事より抜粋

・POSと連動し終了時間を自動表示。

連絡の手間を省きスタッフの労力軽減。

・タッチパネル方式で簡単に必要事項を入力できる

・時間短縮でスタッフのオペレーション効率化

・独自仕様として「なりすまし防止機能」追加

※本人確認のため顔写真と会員データを紐付け。

カード使用者の本人確認を行うことで未成年への飲

酒提供を防止する等、コンプライアンスを重視した

運営が可能。・㈱コシダカ 首都圏事業本部 首都圏ワンカラゾーンゾーンサブマネージャー様
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下期に向けて表紙

Ⅳ.下期に向けて
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店舗運営事業

動コンテンツの追加に伴う改装、老朽店舗の改装、リニューアルオープンに向けた大型改装等

の各種改装、分煙環境の整備導入等を順次実施。

人気の高い、ダーツ、カラオケ等の人気コンテンツは需要に合わせた新機種への入替えや増大

を行い、ルームの壁紙張替え、スローラインのLED化等環境面の整備も実施。ブースPCについて

は定期的な入替えを継続する。

・CS室により各地の店舗でＯＪＴやＦＣ店合同の接客研修を実施。店舗運営

を行う上での基本的な心構えはもちろん、クレームへの対応策といった実践

的な研修も行い、人材の質を高めていくことで顧客満足度向上を図っていく。

・研修内容例：

接客対応要領(シニア、女性客、家族連れのお客様への対応)

郊外型販促要領と実践的な接客技法のＯＪＴ

直営、ＦＣ合同の接客研修 等
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その他事業

◆システム外販事業

当期に販売を行った事例を元に、各システムの更なる利便性向上、

営業強化を行い採用実績をアピールし更なる販路拡大に努める。

◆購買事業

自遊空間の運営で培ってきた商流を活かし、自社内の購買業務にとどまらず

即納、低単価での商品販売を行えるシステムを構築し、ＦＣオーナー様を初めとした

他社に向けての販路拡大を図る。

◆メディア、広告事業

既存ポータルサイトの広告価値の向上、及び現在取り組んでいる

オンラインサービスに引き続き投資を行い、魅力あるコンテンツを

追加、配信していくことで登録会員数のアップ、ＦＣ店への導入を進めていく。
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平成25年6月期 通期予測

平成25年6月期通期予測

平成25年6月期

通期見込み

前期比 前期実績

売上高 8,000 108.0% 7,406

営業利益 370 108.7% 340

経常利益 420 102.5% 409

当期純利益 170 105.1% 161

（単位：百万円）
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補足資料表紙

Ⅴ.補足資料
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0100200300400500

第21期 第22期 第23期 第24期 第25期（予想）
129 161

455 409 420
113 122 218 161 170

050100150200250300350400450

第21期 第22期 第23期 第24期 第25期020004000600080001000012000

第21期 第22期 第23期 第24期 第25期

補足資料①事業推移

（予想）（予想）

（単位：百万円） （単位：百万円）売上高推移 営業利益推移10,029 10,030 9,175 7,406 8,000
36 101

407 340 370

経常利益/当期純利益推移（単位：百万円）
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補足資料②会社情報

社名 株式会社ランシステム（RUNSYSTEM CO.,LTD.）

設立 昭和63（1988）年12月21日

決算月 6月

資本金 753百万円（発行株式数19,059株）

上場市場 JASDAQ：平成16年（2004年）6月

主な

事業内容

1.店舗運営事業　(自遊空間)

2.不動産賃貸事業　3.その他事業

本社所在地 埼玉県狭山市狭山台4-27-38

代表者 代表取締役社長　濱田　文孝（はまだ　ふみたか）

社員数 141名（25年6月期　2月末現在）

店舗数

（25年２月現

在）

自遊空間事業：182店舗（直営62店舗・FC120店舗）

不動産賃貸事業：26物件

P.39



補足資料③ 株式関連

【平成24年6月期の優待内容】

自遊空間優待割引券、または商品券

【平成25年6月期平均株価チャート】

年初来高値： 62,500円(13年2月12日) 年初来安値： 44,900円(12年10月15日)

（平成24年6月末現在）

3326

P.40

ランシステム株価　平均株価推移ランシステム株価　平均株価推移ランシステム株価　平均株価推移ランシステム株価　平均株価推移

50,002 47,569 47,840 46,376 50,029 51,179 55,026 59,388
30,00035,00040,00045,00050,00055,00060,00065,000

７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 2月25日時点
円



【当資料についての注意点】

本資料に記載されている業績見通しは、当社が現時点で合理的と判断する一定

の前提に基づいて作成されたものであり、リスクや不確定要素を含んだものと

なります。実際の業績は様々な要素により、本業績見通しとは大きく異なる可

能性がありますことをご了承下さい。

Memo

資料に関するお問い合わせ先 ／ ＩＲ担当

TEL:㈹ 03-6907-8111 E-mail:IR@runsystem.co.jp


