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・事業構成

ランシステムグループの運営する事業

直営店舗事業 直営店舗の運営（株式会社ランセカンドを含む）

不動産事業

その他

不動産物件の管理

福祉事業（株式会社ランウェルネス）等
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外販事業 各種物品・システム等の販売及び保守、
自遊空間のフランチャイズ店舗のサポート
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・新型コロナウイルス感染症の影響について①

前年比 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

売上高 101.5% 101.9% 80.8% 26.6% 27.8% 50.6%

客数 98.5% 98.7% 79.4% 26.3% 29.5% 52.0%

休業開始日 休業最終日

北海道 4月24日 5月6日

東京都 4月11日 5月6日

神奈川県 4月11日 5月6日

埼玉県 4月14日 5月6日

福岡県 4月14日 5月6日

【休業期間】
※主要都道府県の店舗の休業期間



直営利益 2019年6月期
第４四半期

2020年6月期
第４四半期

前年差異

休業期間 26 0 -26
休業期間以外 65 -249 -315

第4四半期合計 91 -249 -341
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・新型コロナウイルス感染症の影響について②

【売上高に対する影響】

【営業利益に対する影響】 単位:百万円

単位:百万円

新型コロナウイルス感染症に由来する
特別損失

・減損損失
・臨時休業による損失

276百万円
227百万円

【特別損失について】

（※1）

※1 休業期間中の営業損失については特別損失に計上されております。

【直営数値影響について】
※前年同期との比較数値

単位:百万円

影響額
売上高 -1,008

営業損失 341
特別損失 504

直営売上 2019年6月期
第４四半期

2020年6月期
第４四半期

前年差異

休業期間 382 0 -382
休業期間以外 1,097 471 -557

第4四半期合計 1,478 471 -1,008



・要約損益計算書
単位:百万円
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Topics

2019年6月期 2020年6月期 前年比

 売上高 8,284 6,958 84.0%

 売上原価 7,001 6,054 86.5%

 売上総利益 1,282 904 70.5%

  販売費及び 一般管理費 1,087 987 90.8%

 営業利益 194 -83 -

 経常利益 204 -60 -

 特別利益 25 50 198.3%

 特別損失 186 625 334.9%

 当期純利益 32 -884 -

当期における特別損失につきましては、
自遊空間直営店舗の一部において

・減損損失
・店舗閉鎖損失
・臨時休業による損失

等を計上したものです。

342百万円
53百万円

227百万円



・セグメント実績

※セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去及び、
各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。

※「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、
福祉事業等を含んでおります。

単位:百万円
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単位:百万円

売上 2019年6月期 2020年6月期 前年比

 直営店舗事業 5,988 4,733 79.0%

 外販事業 1,695 1,580 93.2%

 不動産事業 415 356 85.9%

 その他 239 367 153.2%

 セグメント間取引による
 調整額 -56 -79 -

 合計 8,284 6,958 84.0%

営業利益 2019年6月期 2020年6月期 前年比

 直営店舗事業 317 -10 -

 外販事業 221 231 104.6%

 不動産事業 112 95 84.3%

 その他 -26 -4 -

 調整額 -430 -395 -

 合計 194 -83 -



・売上実績推移、及び、営業利益実績推移

単位:百万円

2017年 2018年 2019年 2020年
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2017年 2018年 2019年 2020年



・キャッシュフロー計算書

単位:百万円
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当期増加要因 減価償却費140百万円
税金等調整前四半期純利益104百万円等

当期減少要因 法人税等の支払額58百万円
固定資産売却益25百万円等

当期増加要因 敷金の回収による収入55百万円
有形固定資産の売却による収入36百万円等

当期減少要因 有形固定資産の取得による支出268百万円等

当期増加要因 ⾧期借入れによる収入300百万円
短期借入れによる収入150百万円等

当期減少要因 ⾧期借入金の返済による支出245百万円
短期借入金の返済による支出150百万円等

2019年6月期 2020年6月期 増減額

Ⅰ.営業活動による
　キャッシュフロー 513 -107 -621

当期増加要因

当期減少要因

減損損失342百万円
減価償却費282百万円等
税金等調整前当期純損失635百万円
臨時休業による支出209百万円等

Ⅱ.投資活動による
　キャッシュフロー -341 -401 -60

当期増加要因

当期減少要因

敷金の回収による収入66百万円
有形固定資産の売却による収入41百万円等
有形固定資産の取得による支出448百万円
資産除去債務の履行による支出24百万円等

Ⅲ.財務活動による
　キャッシュフロー -221 682 903

当期増加要因

当期減少要因

長期借入れによる収入1,250百万円
短期借入れによる収入600百万円等
短期借入金の返済による支出600百万円
長期借入金の返済による支出528百万円等

2019年6月期末 2020年6月期 増減額

Ⅳ.現金及び、
　 現金同等物残高 685 858 173

　主な要因

-



 資産 2019年6月期末 2020年6月期末 前期末からの増減額 前期末比

  現金及び預金 685 858 173 125.2%

  売掛金 327 241 -86 73.7%

184 181 -3 98.2%

  その他 231 232 0 100.3%

  貸倒引当金 -2 -2 0 87.9%

  流動資産合計 1,426 1,510 84 105.9%

2019年6月期末 2020年6月期末 前期末からの増減額 前期末比

  有形固定資産 2,184 2,013 -171 92.2%

  無形固定資産 104 81 -22 78.6%

  投資、その他の資産 1,381 1,059 -322 76.7%

  固定資産合計 3,670 3,154 -516 85.9%

  資産合計 5,096 4,665 -431 91.5%

・要約貸借対照表/資産
単位:百万円
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商品及び製品、
原材料、貯蔵品



 負債 2019年6月期末 2020年6月期末 前期末からの増減額 前期末比

  買掛金 188 165 -23 87.7%

  短期借入金 150 150 0 100.0%

502 536 34 106.8%

  その他 507 370 -137 73.0%

  流動負債合計 1,348 1,222 -126 90.6%

2019年6月期末 2020年6月期末 前期末からの増減額 前期末比

  ⾧期借入金及び社債 1,451 2,119 667 146.0%

  資産除去債務 207 192 -15 92.3%

  その他 261 208 -53 79.6%

  固定負債合計 1,920 2,519 598 131.2%

  負債合計 3,269 3,741 472 114.5%

・要約貸借対照表/負債
単位:百万円
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1年内返済予定の
⾧期借入金、及び社債



・要約貸借対照表/純資産

単位:百万円
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 純資産 2019年6月期末 2020年6月期末 前期末からの増減額 前期末比

  資本金 803 803 0 100.0%

  資本剰余金 841 841 0 100.0%

  利益剰余金 275 -628 -904 -

  自己株式 -92 -92 0 100.0%

  その他の包括利益累計額 0 0 0 -

  純資産合計 1,827 923 -904 50.5%

  負債、純資産合計 5,096 4,665 -431 91.5%



・自己資本比率

2017年 2018年 2019年 2020年

単位:百万円
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2016年6月期末 2017年6月期末 2019年6月期末 2020年6月期末

 純資産 1,725 1,795 1,827 923
 総資産 5,460 5,307 5,096 4,665
 自己資本比率 31.6% 33.8% 35.9% 19.8%



・配当予想の修正および通期予測について
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2020年６月期の配当につきまして、業績が予想を大きく下回ったこ
とに加え、新型コロナウイルス感染症の業績に及ぼす影響の見通しが
つかないことから、誠に遺憾ではありますが無配とさせていただきま
す。

通期予測につきましても、今後における新型コロナ感染症拡大に伴う
影響額について現時点で正確に把握することが困難なことから未定と
させていただきます。
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・課題

■ コロナ禍影響の中⾧期化
■ ライフスタイルの変化
■ 消費者の価値観の多様化

「課題」
（取り巻く環境）
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・サービス業としての基本の徹底＝清掃、接客、笑顔等
・感染症対策の徹底（店舗、ご利用者様へのアナウンス、各事務所等）
・全部署全業務の基本の再確認と徹底

・対応

■基本の徹底

・全社的な更なるコスト最適化継続
・一部不採算店舗の早期撤退

■コストマネージメント

・システム外販事業強化のスピードアップ（人材、新商品、営業強化等）
・VTuber関連事業開始
・福祉事業の安定運営（ランウェルネス）

■リアル店舗以外での収益強化
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店舗
※コミカプ、ジク－、飲食店舗を含む

・事業紹介/直営店舗事業/展開地域
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※株式会社ランセカンド運営の9店舗は直営に含む

地区
直営

複合カフェ
直営

その他
FC 合計

北海道・東北 12 1 12 25

関東 37 3 30 70

中部 6 0 16 22

近畿 5 0 2 7

中国・四国 0 0 7 7

九州・沖縄 3 0 20 23

全国合計 63 4 87 154
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ウイルス感染症拡散防止

基本の徹底
アルコール消毒

定期的な換気の実施
店舗全スタッフのマスク着用・検温の義務化

利用されるお客様へマスク着用
カウンターに飛沫（ひまつ）防止シート等

お客様へ快適で安全な空間を提供する

・事業紹介/直営店舗事業/感染症防止対策の徹底



・事業紹介/直営店舗事業/自遊空間/テレワーク対応

20

【テレワークへの取り組み】
自遊空間では、新たな空間創出のカタチとして、「遊び
に・ビジネスに・リラックスに」いつでも快適な時間を
皆様にご提供するべく、自宅以外でのテレワークの場と
してご活用いただけるよう、各種ビジネス環境を整えて
運営しております。今後も、全国の自遊空間店舗におい
て、サードプレイスとしてご活用頂けるサービスを展開
していく予定です。

例としまして、「スペースクリエイト自遊空間ＮＥＸＴ
京都新京極店」では、新たにコワーキングスペースを
オープンし、いままで以上にビジネスシーンで活用しや
すい環境を整えております。



・事業紹介/直営店舗事業/自遊空間/セルフ化①
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『セルフ化店舗』とは
・自動入退場システム
・クレジット決済による事前予約システム
・防犯システム

⇩
・運営コストの削減
・人員不足の解消
・お客様のスムーズな店舗利用

※当店では、店舗を快適に、安心してご利用いただくために、
セキュリティスタッフが２４時間常駐し、店内環境の維持と
トラブル防止に努めております。



・事業紹介/直営店舗事業/自遊空間/セルフ化②
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【セルフ化店舗一覧】※2020年6月末時点 【現状と今後の展望】
2017年6月期に自遊空間成増店を『セ
ルフ化店舗』にリニューアルして以来、
2020年6月末時点で全国の38店舗がセ
ルフ化店舗にリニューアルしております。
首都圏の駅前店舗だけでなく、全国各地
の郊外店舗にも導入しております。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、
非対面型の受付の需要が高まっておりま
す。今後も様々な検証を重ね、より分か
りやすく、より快適な店舗を作っていく
とともに、セルフ化店舗のシステムやノ
ウハウを、自遊空間だけではなく、他業
種・他業態の店舗にまで広めて参ります。

都道府県 店舗名 都道府県 店舗名
神田北口店 札幌厚別店
高円寺店 札幌駅前南口店
新大久保店 札幌北光店
新小岩駅前店 札幌西町店
巣鴨駅前店 アーバン札幌店
多摩センター店 恵庭住吉店
池袋西口ROSA店 手稲前田店
五反田東口店 名古屋太閤口店
日暮里店 名駅店
成増店 京都新京極店
新横浜駅前店 河原町店
横浜西口店 明石駅前店
井土ヶ谷店 神戸大蔵谷インター店
藤沢駅前南口店 ⾧野県 松本インター店
朝霞台南口店 栃木県 宇都宮オリオン通り店
川越店 奈良県 奈良三条大路店
西川口駅前店 福岡県 天神サザン通り店
和光店 熊本県 熊本十禅寺店

埼玉県

北海道

愛知県

京都府

兵庫県

東京都

神奈川県



アミューズメントカジノ ジクーは、“for the good smile”を基本コンセプトに、カジノゲームを「楽しく・わかりやすく・
安全に・健全に・かっこよく」遊んでいただくことができる、新しいアミューズメントのカタチを提供しています。
2015年7月18日のオープン以来、店舗オリジナルのイベントや、競技ポーカーのサテライト会場としての大会実施など、
様々なイベントを実施し、多くのお客様に楽しんでいただいております。また、TVなどの撮影場所としてもご利用いただい
ております。

・事業紹介/直営店舗事業/アミューズメントカジノジクー
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・事業紹介/直営店舗事業/VTuber関連事業
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【現状と今後の展望】
自遊空間事業から、公式 VTuber「ろさ」
がデビューしました。今後、「ろさ」が
VTuber として、様々なシーンで活躍する
VTuber の活動を応援、推進するバーチャ
ル YouTuber 事業を新たに展開いたします。

今後は、VTuber界のタモリを目指す「ろ
さ」を起点に、複数のVTuberを生み出す
と同時に、VTuberが安心・安定して活動
できる手助けができるようなサイトを作る
プロジェクトも検討しております。



・事業紹介/外販事業/システム外販
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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

■主要な商品

・Run-VPN（リモート接続）の販売

・UTM（セキュリティ装置）の販売
・ファイルサーバーの販売
・POSシステムの導入
・会員管理システムの導入
・セルフシステムの導入
・無線LAN設備の導入
・パソコン及び周辺機器の販売 -system-

自動精算機

入会ナビ自動入退場システム

交通系IC対応

自動入退場ゲート



・事業紹介/外販事業/生体認証

26

自遊空間のセルフ化店舗において、次世代オンライン認証規格 FIDO（Fast IDentity Online）に準拠した認証基盤「マガ
タマプラットフォーム」を採用し、スマートフォンの生体認証を利用したシステムを導入いたしました。これにより、本人
確認が速やかに行えるようになり、オペレーションコストの低減とユーザーへの利便性の向上を実現しております。
今後は、セルフシステムとあわせて他業種・他業態への展開を進めてまいります。



発達の遅れや偏りが見受けられるお子さまを対象に、放課後の居場所をつくるとともに、
自立した日常生活をおくれるための必要な訓練や地域交流の機会を創出し、お子さまが
本来もっている才能を引き出す支援をします。
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・事業紹介/その他/福祉事業(株式会社ランウェルネス)①
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【開所に関して】
開所の方針として、ドミナント戦略を採
用しており、エリアの状況（市場・需
要・競合など）を精査しながら出店を進
めます。
現在、埼玉県さいたま市エリアと神奈川
県川崎市エリアを重点エリアとして、物
件を探しておりますが、今後はM&Aに
よる事業の拡大も検討していきます。

・事業紹介/その他/福祉事業(株式会社ランウェルネス)②

埼玉県

東京都

神奈川県

・みんと大塚
・みんと川崎子母口
・みんと川崎新城
・みんと川崎平間
・みんと横浜吉野町
・みんと横浜センター北
現在、12施設を運営しております。

・みんと東川口
・みんと第2東川口
・みんと越谷
・みんと北越谷
・みんと東大宮
・みんと大宮日進

ハッピーキッズスペースみんと施設マップ



・contents

・決算概要

・事業紹介

・補足資料
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・補足資料/事業推移

2017年 2018年 2019年 2020年

30

単位:百万円 単位:百万円

単位:百万円

2017年 2018年 2019年 2020年

2017年 2018年 2019年 2020年 2017年 2018年 2019年 2020年

単位:百万円



株式会社ランシステム
平均株価推移

2020年6月期上期平均株価チャート

・補足資料/株価チャート
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・補足資料/会社情報
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 社名 株式会社ランシステム（RUNSYSTEM CO.,LTD.）

 設立 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:2004年6月

 主な事業内容 1.直営店舗事業 2.外販事業 3.不動産事業 4.その他

 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 グループ社員数 221名（2020年6月末現在）※役員除く

 店舗数 グループ店舗数 154店舗（直営67店舗・FC87店舗）6月末現在

 子会社

株式会社ランセカンド（直営店舗事業）
 東京都豊島区池袋2-43-1 池袋青柳ビル3F
株式会社ランウェルネス（福祉事業）
 東京都豊島区池袋2-43-1 池袋青柳ビル3F



【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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