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決算概要表紙

事業紹介

1. 平成26年6月期 決算概要

2.
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事業構成事業構成

・店舗運営事業

スペースクリエイト 自遊空間

・不動産事業 ・その他事業

不動産賃貸物件の管理 システム等の外販事業
メディア広告事業

直営店舗及びフランチャイズ店舗の運営、管理
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要約損益計算書要約損益計算書
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単位：百万円

平成25年6月期 平成26年6月期 前年比

売上高 7,771 7,699 99.1%

売上原価 6,397 6,539 102.2%

売上総利益 1,374 1,159 84.3%

販売費及び一般管理費 994 889 89.4%

営業利益 379 270 71.1%

経常利益 420 333 79.3%

特別利益 25 10 41.6%

特別損失 112 216 192.1%

当期純利益 182 120 66.0%



セグメント別売上高セグメント別売上高

単位：百万円
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※調整額 セグメントに計上されない本社費用等

単位：百万円

平成25年6月期 平成26年6月期 前年比

店舗運営事業 6,879 6,929 100.7%

不動産事業 478 481 100.6%

その他事業 413 288 69.6%

合計 7,771 7,699 99.1%

平成25年6月期 平成26年6月期 前年比

店舗運営事業 555 461 83.2%

不動産事業 108 107 99.7%

その他事業 72 36 50.6%

※調整額 -356 336 -94.4%

営業利益 379 270 71.1%



要約貸借対照表/資産要約貸借対照表/資産 単位：百万円
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平成25年6月期 平成26年6月期
前期末からの

増減額
前年比

現金及び預金 1,409 790 -619 56.1%

売掛金 183 167 -15 91.4%

商品及び製品、

原材料、貯蔵品
156 215 59 138.1%

その他 265 254 -11 95.7%

貸倒引当金 -3 -2 0 69.2%

流動資産合計 2,012 1,426 -586 70.9%

平成25年6月期 平成26年6月期
前期末からの

増減額
前年比

有形固定資産 1,918 2,120 202 110.6%

無形固定資産 106 221 114 207.0%

投資、その他の資産 1,023 1,140 117 111.4%

固定資産合計 3,048 3,482 433 114.2%

資産合計 5,060 4,908 -152 97.0%



要約貸借対照表/負債要約貸借対照表/負債

単位：百万円
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平成25年6月期 平成26年6月期
前期末からの

増減額
前年比

買掛金 196 155 -40 79.3%

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
558 488 -69 87.6%

その他 443 488 45 110.3%

流動負債合計 1,447 1,383 -64 95.5%

平成25年6月期 平成26年6月期
前期末からの

増減額
前年比

長期借入金及び社債 1,402 1,201 -200 85.7%

資産除去債務 160 182 22 114.0%

その他 269 239 -29 89.0%

固定負債合計 1,832 1,624 -208 88.6%

負債合計 3,280 3,007 -272 91.7%



要約貸借対照表/純資産要約貸借対照表/純資産

単位：百万円
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平成25年6月期 平成26年6月期
前期末からの

増減額
前年比

資本金 803 803 - -

資本剰余金 841 841 - -

利益剰余金 158 279 120 176.0%

自己株式 -23 -23 - -

純資産合計 1,780 1,900 120 106.8%

負債、純資産合計 5,060 4,908 -152 97.0%
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自己資本比率自己資本比率

単位：百万円
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22期末 23期末 24期末 25期末 26期末

純資産 1,144 1,336 1,498 1,780 1,900

総資産 5,192 4,776 5,049 5,060 4,908

自己資本比率 22.0% 28.0% 29.7% 35.2% 38.7%



平成25年6月期 平成26年6月期 増減額Ⅰ.営業活動による　キャッシュフロー 674 550 -124
税引き前当期純利益127百万円減価償却費363百万円法人税等の支払額116百万円等

Ⅱ.投資活動による　キャッシュフロー -38 -859 -821
有形固定資産の取得による支出662百万円及び、無形固定資産の取得による支出153百万円等

Ⅲ.財務活動による　キャッシュフロー -42 -270 -228

短期借り入れの返済による支出1,000百万円及び、長期借り入れの返済による支出650百万円等による資金減少。短期借り入れによる収入1,000百万円及び、長期借入による収入400百万円等による資金増加。Ⅳ.現金及び、　 現金同等物残高 1,129 550 -579 -

キャッシュフロー計算書キャッシュフロー計算書

単位：百万円
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通期予測通期予測

単位：百万円

本資料に記載されている業績見通しは、弊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。
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平成27年6月期 通期予測

平成27年6月期

通期予測
前期比

平成26年6月期

実績

売上高 8,000 103.9% 7,699

営業利益 200 74.0% 270

経常利益 230 69.1% 333

当期純利益 80 66.2% 120



事業概要表紙

事業紹介

1. 平成26年6月期 決算概要

2.

・事業構成 ・決算概要 ・自己資本比率

・店舗運営事業 ・システム外販事業

3. 来期に向けて

・取組み等

4. 補足資料

・事業推移 ・会社情報 ・株式推移
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表紙

店舗運営事業
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全てはお客様のために

店舗運営事業 複合カフェ店舗運営事業 複合カフェ

「基本の徹底」（感じの良い接客・清潔な快適空間提供）

コンテンツ例：コミック、インターネット、フリードリンク、ファミリールームカラオケ、ダーツ、ビリヤード、卓球、その他

全てはお客様のために
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「安心・安全・健全」な環境提供



店舗数店舗数

全国で184店舗を展開（直営・ＦＣ）

※2014年7月末時点

地区 直営 FC 合計北海道・東北 14 21 35関東 34 31 65中部 10 22 32近畿 7 4 11中国・四国 0 11 11九州・沖縄 4 26 30全国合計 69 115 184184184184
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複合カフェ業界フランチャイズチェーン全国No.1

7
69 115

184



グループ実績グループ実績

自遊空間グループ 売上高

26期は、顧客満足の追求と基本行動の徹底に努め、前年比102.8％
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グループ売上高

約141億円 前年比 102.8％

25年6月期 26年6月期



表紙

店舗 取り組み

・新店舗オープン

・快適空間

・ネットとリアルの連動

・コラボレーション

・その他
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店舗での取り組み 新店舗オープン店舗での取り組み 新店舗オープン

新店舗 五反田東口店

4月19日 五反田に、最新設備（自動入退場・入会システム・清算機等）を投入した直営新店舗をオープン。
明るく清潔な雰囲気の店内が好評が好評を頂いている女性専用エリアは、

「アンジェ web shop」を運営するセレクチュアー株式会社様にプロデュースして頂いております。
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店舗での取り組み 女性顧客獲得強化店舗での取り組み 女性顧客獲得強化

女性のお客様取り込みの施策として、ICカードで入室する女

性専用エリアの展開を開始しています。

女性のお客様に、

安心、快適な空間を
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五反田店 女性専用エリアイメージ



店舗での取り組み 快適空間提供店舗での取り組み 快適空間提供

各店舗で順次改装を実施。店舗の老朽化に対応した環境改善や、お客様からの要望の多い
DXブース導入等、お客様が過ごしやすい環境の整備・改善を継続的に行っています。

DXブースの広さは通常ブースのおよそ2倍。

お客様ニーズに応える快適空間の提供
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店舗での取り組み ネットとリアルの融合店舗での取り組み ネットとリアルの融合

リアル店舗はもちろん、ネット上でもお客様との接点を持つことによって、
あらゆる時間、あらゆる場所で、お客様と繋がる事が出来るようなシーンを増加させていきます。
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双方向の双方向の双方向の双方向の
顧客誘導顧客誘導顧客誘導顧客誘導

会員証のアプリ化

自遊空間クーポンアプリ

自遊空間リアル店舗



店舗での取り組み ネットとリアルの融合店舗での取り組み ネットとリアルの融合

・自遊空間クーポンアプリ
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会員証機能

・モバイルが会員証に！！
・新規入会手続機能を実装

便利機能

・各種クーポン配信
・店舗検索、案内機能
・懸賞応募
・立ち読みマンガ
㈱BookLive様が提供する電子書籍サービスと連携。
ブラウザビューアを使用したマンガの立ち読み、
アプリからの購入も可能

お客様のニーズにあわせ続々アップデート予定！！



店舗での取り組み 他業種とのコラボレーション店舗での取り組み コラボレーション

RAIZIN / ENERGY DRINK

大規模な店内広告で自遊空間の店舗をインストアメディア化。
多くのお客様が行き来するフロアーをジャックし、クライアントの商品認知向上に貢献。

×
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店舗での取り組み コミュニティの創造店舗での取り組み コミュニティの創造

・自遊空間店舗で実施した、各種イベント風景

・ボードゲーム、カードゲームの専門店「すごろくや」様と
協力し、一部店舗のコンテンツとして多数のゲームを導入。
イベントの実施も行っています。

コンテンツを活用したコミュニティの創造
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店舗での取り組み タイアップ店舗での取り組み タイアップ

大人気オンラインゲーム・ドラゴンクエストⅩ
を、
自遊空間店舗にて先行導入。

自遊空間 BIGBOX高田馬場店において、
コンセプトルームを開設し、多数のメディアで
取り上げられました。

×

大人気

オンラインゲーム
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店舗での取り組み タイアップ店舗での取り組み タイアップ

・ドラゴンクエストⅩルーム ・スライムルーム
コンセプトルームをご利用のお客様には、人気キャラク
ターであるスライムがデザインされたオリジナル会員証
もご用意。

・ドラゴンクエスト×自遊空間 オリジナル会員証コンセプトルーム展開店舗：
・BIGBOX高田馬場店
・アーバン札幌店

コンセプトルームの作成
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店舗での取り組み タイアップ店舗での取り組み タイアップ

課長島耕作検定の公認ネットカフェとして、
キャンペーンを展開。

セブンイレブンで限定発売されているコミック「月刊ヒーローズ」とのコラボ。
自遊空間店舗内で専用コーナーを設置。

自遊空間 高田馬場店でご覧いただ
ける原作者弘兼先生直筆イラスト→

タイアップによる店舗活性化
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人気ゲーム【森羅万象フロンティア】に自遊空間店舗PCからログインすると、
PRカードがもらえるキャンペーンを実施。※各キャンペーンは26期実施内容であり、現在は終了しております。



店舗での取り組み １５周年キャンペーン店舗での取り組み １５周年キャンペーン

自遊空間は昨年15周年を迎え、大誕生祭と銘打ち、
「限定メニューの販売・プレゼントキャンペーン・大会イベント等」様々な企画を実施しました。

・キャンペーンの対象となったオンラインゲームは、
期間中いずれも全国稼動平均を上回る数値となりました。

・15周年記念の390円メニューは、当初予定の12,000食を
完売し、最終的に32,000食以上を販売しました。

・プレゼントキャンペーンは、18,000件以上のご応募を頂き、
お客様への日頃の感謝を表す企画として有意義なものとなり
ました。

15ｔｈ
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表紙

システム外販事業
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システム外販事業システム外販事業

会員入会システム、入退場システム、ネットワーク構築等、様々な提案を行っています。
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自遊空間店舗運営を通じて培ったノウハウを活かした、
自社開発システムの販売



導入事例導入事例

主要導入先

・大江戸温泉物語株式会社様
大江戸温泉物語 各 温浴、宿泊施設

・株式会社コシダカ様
カラオケ本舗 まねきねこ
ひとりカラオケ専門店 ワンカラ 各店
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下期に向けて表紙

主要事業概要

1. 平成26年6月期 決算概要

2.

・事業構成 ・決算概要 ・自己資本比率

・店舗運営事業 ・システム外販事業

3. 来期に向けて

・取組み等

4. 補足資料

・事業推移 ・会社情報 ・株式推移
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新店 池袋西口ROSA店新店 池袋西口ROSA店
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2014/7/11(金)池袋西口ROSA店 オープン！！



新店 池袋西口ROSA店新店 池袋西口ROSA店
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プラス株式会社の社内カンパニー
(ジョインテックスカンパニー)が
企画、施工したワーキングスペースを導入。
自宅でも会社でもない、新たな居場所の提案します。

・NEW 3rd PLACE

・Talkyエリア(ﾄｰｷｰｴﾘｱ)

電話をしながらパソコンを使いたい、ボイスチャットやスカイプ
をしながらゲームがしたい。
そんな要望を実現した、話せる、遊べるエリアです。
お洒落なオフィス空間をイメージさせる新しい空間を提供しま
す。

・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸｼｮﾝﾏｯﾋﾟﾝｸﾞ

ご利用のお客様を驚かせる仕掛けをご用意。
これまでにない新鮮な空間をお届けするこだわりを、
随所にちりばめております。



表紙

平成27年6月期

注力事項

35



来期注力事項来期注力事項

基本の徹底

最優先強化ポイント最優先強化ポイント最優先強化ポイント最優先強化ポイント

清潔、快適な空間提供清潔、快適な空間提供清潔、快適な空間提供清潔、快適な空間提供

スタッフの感じの良い接客スタッフの感じの良い接客スタッフの感じの良い接客スタッフの感じの良い接客

継続的な継続的な継続的な継続的なOJTOJTOJTOJT、接客研修の実施、接客研修の実施、接客研修の実施、接客研修の実施

お客様へ快適な空間を提供するお客様へ快適な空間を提供するお客様へ快適な空間を提供するお客様へ快適な空間を提供する
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来期注力事項来期注力事項

ネットとリアルの融合
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双方向の双方向の双方向の双方向の
顧客誘導顧客誘導顧客誘導顧客誘導

会員証のアプリ化

自遊空間クーポンアプリ

自遊空間リアル店舗



補足資料表紙

主要事業概要

1. 平成26年6月期 上期決算概要

2.

・事業構成 ・決算概要 ・自己資本比率

・店舗運営事業 ・システム外販事業

3. 来期に向けて

・取組み等

4. 補足資料

・事業推移 ・会社情報 ・株式推移
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事業推移事業推移 （単位：百万円）（単位：百万円）

（単位：百万円）
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（予測） （予測）

（予測）



会社情報会社情報

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 803百万円（発行株式数2,070,900株）

上場市場 東証JASDAQ：平成16年（2004年）6月

主な事業内容 1.店舗運営事業(スペースクリエイト自遊空間)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 日高 大輔（ひだか だいすけ）

社員数 140名（26年6月期 6月現在）※執行役員除く

店舗数 スペースクリエイト 自遊空間 184店舗（直営69店舗・FC115店舗）7月末現在
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株価推移株価推移

【平成25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月末現在）

【平成26年6月期平均株価チャート】

3326

株式会社ランシステム
平均株価推移
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背表紙

【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。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

3326
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