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1.  平成26年2月期第1四半期の連結業績（平成25年3月1日～平成25年5月31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 ％

26年2月期第1四半期 11,398 6.5 377 △37.4 422 △29.6 148 △44.8
25年2月期第1四半期 10,707 ― 603 ― 599 ― 269 ―

（注）包括利益 26年2月期第1四半期 364百万円 （140.6％） 25年2月期第1四半期 259百万円 （―％）

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

26年2月期第1四半期 8.20 8.18
25年2月期第1四半期 14.85 14.81

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年2月期第1四半期 26,191 19,832 74.3
25年2月期 26,684 19,988 73.7
（参考） 自己資本   26年2月期第1四半期  19,470百万円 25年2月期  19,674百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

25年2月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00
26年2月期 ―
26年2月期（予想） 15.00 ― 15.00 30.00

3. 平成26年 2月期の連結業績予想（平成25年 3月 1日～平成26年 2月28日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 23,500 7.2 1,900 20.1 1,900 19.7 846 14.6 46.66
通期 46,600 3.9 3,600 5.8 3,600 3.1 1,560 1.6 86.04



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく
四半期連結財務諸表のレビュー手続きは終了しております。 

※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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年2月期1Q 18,175,688 株 25年2月期 18,175,688 株
② 期末自己株式数 26年2月期1Q 37,109 株 25年2月期 41,770 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年2月期1Q 18,137,246 株 25年2月期1Q 18,130,176 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

2014年２月期第１四半期連結累計期間は、当社のアイデンティティの確立とお客さまへのブランドメッセージの

統合を目的に、国内外の店舗の屋号を‘モーリーファンタジー’に一本化する取り組みを進めるとともに、さらな

る成長に向けた新規出店や既存店活性化等、通期での業績拡大に向けた積極策を進めてまいりました。 

    当第１四半期連結累計期間における業績につきましては、売上高113億98百万円（前年同期比6.5％増）、営業利

益３億77百万円（同37.4％減）、経常利益４億22百万円（同29.6％減）、四半期純利益１億48百万円（同44.8％

減）となりました。 

  

  （国内事業） 

   国内事業は、屋号一本化の一環として、店頭サイン（看板）の変更のみならず、新たに開発した当社オリジナル

遊具や新規メダルゲーム、売れ筋カードゲーム等の拡充を中心とした既存店の活性化を進めました。また、孫同伴

シニアを対象としたイクジー会員（毎年４月に更新）は、５月までに３万１千人が入会いたしました。これらの施

策による既存店の底上げにより既存店売上は前年同期比2.8％増と総じて堅調に推移しました。 

また、新規に春日部店、つくば店、新潟青山店、東久留米店、大阪ドームシティ店と合計５店舗を開店させると

ともに、26店舗の既存店改装を行いました。 

以上のような国内事業の積極展開により、当第１四半期の売上高は109億51百万円（前年同期比4.5％増）と計画

を上回ることができました。売上の内訳では、カードゲームが大幅な伸びとなり、商品売上が28億94百万円、前年

同期比24.9％増となりましたが、遊戯機械売上が80億13百万円、前年同期比1.3％減となりました。これにより、粗

利益が計画を下回るとともに、新規出店の増加等にともなう営業原価の上積みが重なり営業利益は４億65百万円

（前年同期比28.1％減）となりました。 

なお、2014年２月期第２四半期は前期末の決算日の変更にともなう夏休み等の増加により、８億円強の増収を見

込んでおり、業績予想は変更しておりません。 

（海外事業） 

海外事業については、中国、マレーシア、タイそれぞれの子会社は順調な業績で推移しております。中でも中国

は当第１四半期（1月度～３月度）の既存店売上が22.8％増と極めて好調に推移いたしました。中国での足元の新規

出店は５月、６月に合計９店舗の大量出店を行い、いずれも中国のお客さまから高い支持をいただいております。 

当第１四半期末のそれぞれの直営店舗数は、中国11店舗（2013年３月末）、マレーシア28店舗、タイ２店舗とな

ります。その海外事業の当第１四半期の業績は、売上高４億54百万円（前年同期比91.8％増）、営業損失87百万円

（前年同期営業損失43百万円）と計画に沿った推移となりました。 

  

  （ご参考：国内単体業績）  

１．当四半期決算に関する定性的情報

  
平成26年２月期 

第１四半期実績（百万円） 
前年同期比増減率

（％） 

売上高   10,951  4.5

営業利益   465  △28.1

経常利益  490  △25.2

四半期純利益  274  △16.2
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

   （資産） 

    当第１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、111億50百万円となり、前連結会計年度末に比べ22億49

百万円減少いたしました。主な内訳は売上預け金(５億42百万円)及びたな卸資産（５億74百万円）の増加、新店及

び活性化投資を実施したことによる資金需要の増加に伴う関係会社寄託金の減少（30億円）であります。  

   当第１四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、150億40百万円となり、前連結会計年度末に比べ17億56

百万円増加いたしました。主な内訳は、新店及び活性化投資に伴う遊戯機械の増加（15億26百万円）であります。 

    この結果、総資産は261億91百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億93百万円減少いたしました。   

    （負債） 

     当第１四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、60億75百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億57

百万円減少いたしました。主な内訳は、新店及び活性化投資に伴う設備関係支払手形の増加（12億20百万円）、法

人税等の支払に伴う未払法人税等（12億66百万円）及び買掛金（３億４百万円）の減少であります。 

     この結果、負債合計は63億58百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億37百万円減少いたしました。 

 （純資産） 

     当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は、198億32百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億55

百万円減少いたしました。主な内訳は、四半期純利益（１億48百万円）及び為替換算調整勘定（１億82百万円）の

増加、剰余金の配当による減少（５億44百万円）であります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  平成25年４月９日に公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想から変更はありません。 
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２．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年２月28日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,250,053 5,055,193

売上預け金 150,090 692,706

たな卸資産 871,214 1,445,396

関係会社寄託金 6,000,000 3,000,000

その他 1,128,572 957,165

流動資産合計 13,399,930 11,150,462

固定資産   

有形固定資産   

遊戯機械（純額） 7,061,505 8,587,505

その他（純額） 2,261,356 2,522,373

有形固定資産合計 9,322,862 11,109,878

無形固定資産   

のれん 1,087,499 1,057,990

その他 144,130 92,890

無形固定資産合計 1,231,629 1,150,880

投資その他の資産   

敷金及び差入保証金 2,030,212 2,057,653

その他 699,802 722,531

投資その他の資産合計 2,730,015 2,780,185

固定資産合計 13,284,507 15,040,945

資産合計 26,684,437 26,191,407

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,295,706 990,985

未払費用 787,845 1,058,659

未払法人税等 1,404,100 137,876

賞与引当金 203,764 361,429

役員業績報酬引当金 50,996 13,078

設備関係支払手形 1,559,468 2,779,689

閉店損失引当金 1,025 17,672

その他 1,130,281 715,868

流動負債合計 6,433,190 6,075,260

固定負債   

退職給付引当金 19,598 23,048

資産除去債務 195,219 197,391

その他 48,291 63,153

固定負債合計 263,109 283,592

負債合計 6,696,300 6,358,853
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年２月28日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年５月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,747,139 1,747,139

資本剰余金 1,714,979 1,711,086

利益剰余金 16,057,172 15,661,910

自己株式 △66,815 △59,352

株主資本合計 19,452,476 19,060,783

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 9,491 15,100

為替換算調整勘定 212,418 394,546

その他の包括利益累計額合計 221,909 409,647

新株予約権 43,343 67,150

少数株主持分 270,407 294,972

純資産合計 19,988,137 19,832,554

負債純資産合計 26,684,437 26,191,407

㈱イオンファンタジー（4343）平成26年2月期第１四半期決算短信（連結）

5



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年２月21日 
 至 平成24年５月20日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年５月31日) 

売上高 10,707,980 11,398,877

売上原価 9,406,991 10,278,111

売上総利益 1,300,989 1,120,765

販売費及び一般管理費 697,029 742,862

営業利益 603,959 377,903

営業外収益   

受取利息 5,585 3,477

為替差益 － 43,352

機械仕入割戻 3,478 1,946

その他 6,426 4,372

営業外収益合計 15,490 53,148

営業外費用   

為替差損 13,191 －

固定資産売却損 4,442 8,329

その他 1,894 631

営業外費用合計 19,528 8,960

経常利益 599,921 422,091

特別損失   

閉店損失引当金繰入額 － 17,252

減損損失 － 27,530

特別損失合計 － 44,783

税金等調整前四半期純利益 599,921 377,308

法人税、住民税及び事業税 372,940 81,033

法人税等調整額 △41,586 146,496

法人税等合計 331,354 227,529

少数株主損益調整前四半期純利益 268,567 149,779

少数株主利益又は少数株主損失（△） △780 1,023

四半期純利益 269,347 148,755
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年２月21日 
 至 平成24年５月20日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年５月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 268,567 149,779

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － 5,609

為替換算調整勘定 △9,058 209,353

その他の包括利益合計 △9,058 214,963

四半期包括利益 259,508 364,742

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 269,387 336,493

少数株主に係る四半期包括利益 △9,879 28,249
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 該当事項はありません。 

   

   Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自  平成24年２月21日  至  平成24年５月20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）

      (注)  １．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

    

  Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自  平成25年３月１日  至  平成25年５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）

      (注)  １．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

 該当事項はありません。 

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

   
報告セグメント 

調整額 
四半期連結損益
計算書計上額 国内 海外 計 

 売上高  

    外部顧客への売上高 10,470,920 237,060 10,707,980 －      10,707,980

    セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

5,002 －     5,002  △5,002 －    

    計  10,475,922 237,060 10,712,983  △5,002 10,707,980

 セグメント利益又は損失（△） 647,034 △43,075 603,959 －      603,959

   
報告セグメント 

調整額 
四半期連結損益
計算書計上額 国内 海外 計 

 売上高  

    外部顧客への売上高 10,944,312  454,564 11,398,877 －      11,398,877

    セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

 7,563 －       7,563  △7,563 －     

    計   10,951,876 454,564 11,406,440  △7,563  11,398,877

 セグメント利益又は損失（△）  465,018  △87,114  377,903 －       377,903

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

㈱イオンファンタジー（4343）平成26年2月期第１四半期決算短信（連結）

8




