
【表紙】

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成26年５月14日

【四半期会計期間】 第26期第３四半期（自　平成26年１月１日　至　平成26年３月31日）

【会社名】 株式会社ランシステム

【英訳名】 RUNSYSTEM CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　日高　大輔

【本店の所在の場所】

埼玉県狭山市狭山台４丁目27番地の38

（同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」

で行っております。）

【電話番号】 該当事項はありません。

【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。

【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区池袋２丁目43番１号（東京本社）

【電話番号】 ０３（６９０７）８１１１（代表）

【事務連絡者氏名】 常務取締役　面髙　英雄

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

　

EDINET提出書類

株式会社ランシステム(E03434)

四半期報告書

 1/15



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25期

第３四半期
累計期間

第26期
第３四半期
累計期間

第25期

会計期間
自平成24年７月１日
至平成25年３月31日

自平成25年７月１日
至平成26年３月31日

自平成24年７月１日
至平成25年６月30日

売上高 (千円) 5,781,892 5,783,670 7,771,476

経常利益 (千円) 277,721 251,915 420,082

四半期(当期)純利益 (千円) 91,928 70,313 182,957

持分法を適用した場合の

投資利益
(千円) ― ― ―

資本金 (千円) 803,314 803,314 803,314

発行済株式総数 (株) 20,709 2,070,900 20,709

純資産額 (千円) 1,690,152 1,850,873 1,780,233

総資産額 (千円) 5,063,228 5,038,966 5,060,646

１株当たり四半期(当期)

純利益金額
(円) 48.86 34.46 95.23

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 (％) 33.4 36.7 35.2

　

回次
第25期

第３四半期
会計期間

第26期
第３四半期
会計期間

会計期間
自平成25年１月１日
至平成25年３月31日

自平成26年１月１日
至平成26年３月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 23.17 8.04

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる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．平成25年７月１日を効力発生日として普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。このため、第

25期の期首に株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期（当期）純利益金額を算定しております。

４．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。

　

２【事業の内容】

　当第３四半期累計期間において、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、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期累計期間において、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。

２【経営上の重要な契約等】

　当第３四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。　

　

３【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、当四半期会計期間の末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３四半期累計期間におけるわが国の経済は、政府の金融政策の効果に対する期待感から円安・株高基調が続

き、景気は緩やかな回復を見せているものの、原材料価格の高騰や電気料金の値上げ、消費税増税による個人消費

の低迷などが見込まれ依然先行きは不透明な状況が続いております。

このような経営環境のもと、当社は「新たな収益創造」「顧客満足の追求と基本行動の徹底」「PDCAサイクルの

徹底」「自遊空間既存店の設備投資」に注力し、経営効率の向上に努めました。

以上の結果、当第３四半期累計期間の業績は、売上高5,783百万円（前年同期比0.0％増）、営業利益207百万円

（同17.2％減）、経常利益251百万円（同9.3％減）、四半期純利益70百万円（同23.5％減）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。

＜店舗運営事業＞

当事業につきましては、スペースクリエイト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ととも

に、好調に稼働しているダーツ、カラオケ等アミューズメントコンテンツの強化や店内環境の整備改善、自遊空間

会員向けWEBサービス及び携帯電話・スマートフォン向けサービスの拡充、店舗でのダーツやビリヤードのプロプ

レイヤーを招致した大会及びイベント運営、その他店内コンテンツを使用した多彩なイベントの運営などを実施い

たしました。

当第３四半期会計期間末時点では182店舗（直営店舗67、FC加盟店舗115）となりました。

以上の結果、当セグメント全体の売上高は5,200百万円（前年同四半期比1.7％増）、セグメント利益は365百万

円（同6.3％減）となりました。

　

＜不動産事業＞

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、当セグメント全体の売上高は372百万円（同4.9％増）、セグメント利益は86百万円（同4.7％増）と

なりました。

＜その他事業＞

その他事業としてシステム等の外販業務及びメディア広告業務を運営しております。システム等の外販業務で

は、入会システム・会員管理システム等を、主に時間課金制を採る店舗向けに販売しており、新たな収益創出に向

けた展開を実施しております。メディア広告業務では、主に自遊空間店内ポータルサイトにおける広告営業や自遊

空間会員が店舗外でもコミュニケーション可能なWEBサービスを提供しております。システム等の外販業務におい

て、昨年、システム初期導入の大型受注があった影響により、売上高及び利益が前年同期を下回っております。

以上の結果、当セグメント全体の売上高は211百万円（同33.1％減）、セグメント利益は29百万円（同52.0％

減）となりました。

　

(2)財政状態に関する説明

（資産）

当第３四半期会計期間末における流動資産は、1,671百万円となり、前事業年度末に比べ341百万円減少いたしま

した。これは主に、現金及び預金が484百万円減少したものの、商品及び製品が153百万円増加したことなどによる

ものであります。

固定資産は3,367百万円となり、前事業年度末に比べ319百万円増加いたしました。これは主に、建物及び構築物

が112百万円、工具、器具及び備品が118百万円増加したことなどによるものであります。

この結果、総資産は、5,038百万円となり、前事業年度末に比べ21百万円減少いたしました。

（負債）
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当第３四半期会計期間末における流動負債は、1,447百万円となり、前事業年度末に比べ0百万円減少いたしまし

た。これは主に、買掛金が64百万円増加したものの、１年内返済予定の長期借入金が36百万円減少したことなどに

よるものであります。

固定負債は1,740百万円となり、前事業年度末に比べ91百万円減少いたしました。これは主に、社債が20百万

円、長期借入金が77百万円減少したことなどによるものであります。

この結果、負債合計は、3,188百万円となり、前事業年度末に比べ92百万円減少いたしました。

（純資産）

当第３四半期会計期間末における純資産合計は、1,850百万円となり、前事業年度末に比べ70百万円増加いたし

ました。これは主に利益剰余金が70百万円増加したことなどによるものであります。

以上の結果、自己資本比率は、36.7%（前事業年度末は35.2%）となりました。

　

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期累計期間において、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。

(4）研究開発活動

　該当事項はありません。
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第３【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 6,360,000

計 6,360,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成26年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成26年５月14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 2,070,900 2,070,900

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数

100株

計 2,070,900 2,070,900 － －

　

（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26年１月１日～

平成26年３月31日
－ 2,070,900 － 803,314 － 841,559

　

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第３四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25年12月31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26年３月31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   30,300 － －

完全議決権株式（その他）  普通株式 2,040,600     20,406 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数            2,070,900 － －

総株主の議決権 － 20,406 －

　

②【自己株式等】

 平成26年３月31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
30,300 － 30,300 1.46

計 － 30,300 － 30,300 1.46

　

２【役員の状況】

　　該当事項はありません。　
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　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）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、第３四半期会計期間（平成26年１月１日から平成26

年３月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成25年７月１日から平成26年３月31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）

前事業年度
(平成25年６月30日)

当第３四半期会計期間
(平成26年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,409,714 925,019

売掛金 183,751 178,513

商品及び製品 108,521 262,148

原材料及び貯蔵品 47,844 56,600

その他 265,746 251,763

貸倒引当金 △3,069 △3,023

流動資産合計 2,012,507 1,671,022

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 926,228 1,038,587

工具、器具及び備品（純額） 196,228 314,513

土地 795,678 795,678

有形固定資産合計 1,918,135 2,148,780

無形固定資産 106,777 172,836

投資その他の資産

敷金 846,020 908,524

その他 240,353 198,631

貸倒引当金 △63,149 △60,828

投資その他の資産合計 1,023,225 1,046,327

固定資産合計 3,048,138 3,367,943

資産合計 5,060,646 5,038,966
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（単位：千円）

前事業年度
(平成25年６月30日)

当第３四半期会計期間
(平成26年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 196,723 261,629

短期借入金 250,000 250,000

1年内償還予定の社債 20,000 20,000

1年内返済予定の長期借入金 538,029 501,074

未払法人税等 58,800 36,558

引当金 － 18,000

資産除去債務 11,448 7,818

その他 372,802 352,168

流動負債合計 1,447,802 1,447,249

固定負債

社債 30,000 10,000

長期借入金 1,372,365 1,294,717

資産除去債務 160,480 178,273

その他 269,764 257,851

固定負債合計 1,832,610 1,740,842

負債合計 3,280,413 3,188,092

純資産の部

株主資本

資本金 803,314 803,314

資本剰余金 841,559 841,559

利益剰余金 158,993 229,307

自己株式 △23,969 △23,969

株主資本合計 1,779,898 1,850,212

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 334 661

評価・換算差額等合計 334 661

純資産合計 1,780,233 1,850,873

負債純資産合計 5,060,646 5,038,966
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（２）【四半期損益計算書】
【第３四半期累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自　平成24年７月１日
　至　平成25年３月31日)

当第３四半期累計期間
(自　平成25年７月１日
　至　平成26年３月31日)

売上高 5,781,892 5,783,670

売上原価 4,780,465 4,887,003

売上総利益 1,001,426 896,667

販売費及び一般管理費 751,249 689,439

営業利益 250,177 207,227

営業外収益

受取利息 3,384 1,944

販売手数料収入 59,902 59,651

その他 3,721 4,206

営業外収益合計 67,008 65,802

営業外費用

支払利息 24,219 18,700

株式交付費 1,935 －

支払手数料 11,354 －

その他 1,955 2,414

営業外費用合計 39,464 21,114

経常利益 277,721 251,915

特別利益

固定資産売却益 4,683 3,093

資産除去債務戻入益 － 7,090

賃貸借契約解約益 13,017 －

特別利益合計 17,700 10,183

特別損失

固定資産売却損 45,361 898

固定資産除却損 3,014 1,796

店舗閉鎖損失 7,270 42,257

事業整理損 19,171 －

減損損失 18,442 36,333

その他 － 5,290

特別損失合計 93,261 86,576

税引前四半期純利益 202,160 175,522

法人税等 110,232 105,208

四半期純利益 91,928 70,313
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【注記事項】

（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）

　税金費用については、当第３四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

整額は法人税等に含めて表示しております。

　

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計期

間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりであ

ります。

　

　前第３四半期累計期間

（自　平成24年７月１日

　　至　平成25年３月31日）

　当第３四半期累計期間

（自　平成25年７月１日

　　至　平成26年３月31日）

　減価償却費 244,287 千円 253,296 千円

　のれんの償却額 6,694 千円 7,603 千円

　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期累計期間（自平成24年７月１日　至平成25年３月31日）

１．配当金支払額

該当事項はありません。

２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四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。

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

　

Ⅱ　当第３四半期累計期間（自平成25年７月１日　至平成26年３月31日）

１．配当金支払額

該当事項はありません。

２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四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。

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期累計期間（自平成24年７月１日　至平成25年３月31日）

１．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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（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）
店舗運営

事業

不動産

事業

その他

事業
計

　売上高      　

　　外部顧客への売上高 5,111,244 354,876 315,771 5,781,892 － 5,781,892

　　セグメント間の内部売上高

　　又は振替高
－ － － － － －

計 5,111,244 354,876 315,771 5,781,892 － 5,781,892

　セグメント利益 389,511 82,585 60,695 532,792 △282,615 250,177

　（注）１．セグメント利益の調整額△282,615千円は、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。

　

２．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

「店舗運営事業」セグメントにおいて、継続的に営業損失を計上し収益性が低下している店舗について

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３四半期累計期間においては、18,442千

円であります。

　

Ⅱ　当第３四半期累計期間（自平成25年７月１日　至平成26年３月31日）

１．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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（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）
店舗運営

事業

不動産

事業

その他

事業
計

　売上高      　

　　外部顧客への売上高 5,200,243 372,110 211,316 5,783,670 － 5,783,670

　　セグメント間の内部売上高

　　又は振替高
－ － － － － －

計 5,200,243 372,110 211,316 5,783,670 － 5,783,670

　セグメント利益 365,041 86,429 29,118 480,589 △273,362 207,227

　（注）１．セグメント利益の調整額△273,362千円は、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。

　

２．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

「店舗運営事業」セグメントにおいて、継続的に営業損失を計上し収益性が低下している店舗、及び、

閉店を決定した店舗について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３四半期累

計期間においては、36,333千円であります。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第３四半期累計期間

（自　平成24年７月１日
至　平成25年３月31日）

当第３四半期累計期間
（自　平成25年７月１日
至　平成26年３月31日）

　１株当たり四半期純利益金額 48円86銭 34円46銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 91,928 70,313

普通株式に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 91,928 70,313

普通株式の期中平均株式数（株） 1,881,600 2,040,600

（注）１．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。

     ２．当社は平成24年12月26日開催の取締役会の決議に基づき、平成25年７月１日を効力発生日として、株式１株に

つき100株の株式分割を行っております。このため前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、

１株当たり四半期純利益金額を算定しております。

　

（重要な後発事象）

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26年５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 若尾　典邦　　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25年７月１日から平成26年６月30日までの第26期事業年度の第３四半期会計期間（平成26年１月１日から平

成26年３月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成25年７月１日から平成26年３月31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注記について四半期レビューを行った。

　

四半期財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、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四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、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。

　四半期レビューにおいては、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が実施される。四半期レビュー手続は、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て限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

　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26年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終

了する第３四半期累計期間の経営成績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。

　

利害関係

　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。 
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