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会 社 名  ゲンダイエージェンシー株式会社     上場取引所 JASDAQ 

コ ー ド 番 号   ２４１１                本社所在都道府県 東京都 

（ＵＲＬ http://www.gendai-a.co.jp/） 

代  表  者   役  職  名 代表取締役社長ＣＥＯ   氏 名 山本 正卓 

問い合わせ先  責任者役職名 取締役ＣＦＯ兼ＣＣＯ   氏 名 高 秀一   ＴＥＬ（03）5308－9888     

決算取締役会開催日  平成18年４月14日          米国会計基準採用の有無  無 
 
１．18年３月期の連結業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日） 

(1) 連結経営成績                                 （百万円未満切捨て） 

 売上高 営業利益 経常利益 

 
18年３月期 
17年３月期 

百万円   ％
14,826（39.7）
10,609（ －）

百万円   ％
1,845（48.8）
1,240（ －）

百万円   ％
1,837（53.3）
1,198（ －）

 

 当期純利益 
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

株主資本
当期純利益率

総 資 本 
経常利益率 

売 上 高
経常利益率

 
18年３月期 
17年３月期 

百万円   ％ 
1,048（53.9） 
681（ －） 

円  銭
9,470  50 
6,555  65 

円  銭
－  － 

6,508  71 

％
32.5  
35.2  

％ 
34.6   
33.0   

％
12.4  
11.3  

(注)①持分法投資損益      18年３月期    △10百万円    17年３月期      －百万円 

②期中平均株式数（連結）  18年３月期     110,730株    17年３月期      103,987株 

③会計処理の方法の変更   無 

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 

⑤前期より連結決算を開始したため、前期の対前期増減率については記載しておりません。 
 
(2) 連結財政状態                                 （百万円未満切捨て） 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

 
18年３月期 
17年３月期 

百万円 
5,748    
4,870    

百万円
3,475   
2,980   

％ 
60.5   
61.2   

円   銭
31,390      08 
26,919      57 

(注)期末発行済株式数（連結）  18年３月期     110,730株     17年３月期      110,730株 
 
(3) 連結キャッシュ･フローの状況                          （百万円未満切捨て） 

 
営業活動による 
キャッシュ・フロー 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高 

 
18年３月期 
17年３月期 

百万円 
1,200    
885    

百万円
△648   
△794   

百万円 
△578    
1,185    

百万円
2,155   
2,182   

(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数   １社   持分法適用非連結子会社数   －社   持分法適用関連会社数   １社 

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規)   １社   (除外)   １社    持分法 (新規)   １社   (除外)   －社 
 
２．19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 
中間期 
通  期 

百万円
8,534   
18,755   

百万円
1,000   
2,414   

百万円
580   

1,400   

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   12,643円36銭 

  
※上記の予想は本資料の発表日において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後さ

まざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。上記の予想に関連する事項については、添付資

料６頁「次期の業績見通し」をご参照ください。 

http://www.gendai-a.co.jp/


１．企業集団の状況
  当社グループは、当社（ゲンダイエージェンシー株式会社）、連結子会社１社（株式会社ランドサポー

ト）及び持分法適用関連会社（株式会社バリュー・クエスト）で構成されており、パチンコホールを対象

とした広告事業を主たる事業としております。 

  当社及び連結子会社においては、広告事業以外の事業の重要性が乏しいため、事業の種類別セグメント

及び事業の部門別は記載しておりません。そのため、これらに代えて品目別の情報を記載しております。 

 

（広告事業）パチンコホールに特化した折込広告、販促物、媒体等の企画制作を行っております。 

品目別の内容は以下のとおりであります。 

品 目 内  容 

折込広告 新聞折込広告の企画制作 

販促物 ダイレクトメール、店舗内外装飾用ポスター・ＰＯＰ等の印刷物、ノベ

ルティー等の企画制作 

媒 体 テレビ、ラジオ、新聞及び雑誌等のマスメディア並びにフリーペーパー

等を利用した広告の企画制作 

その他 店舗イベントの企画運営、プロモーション映像等の企画制作 

なお、㈱バリュー・クエスト（持分法適用関連会社）は、インターネットを利用した中古遊技機の売

買仲介事業を行っております。 

 

 [事業系統図] 

事業系統図は、以下のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

 

  印刷、新聞折込、媒体広告枠、 

イベント運営の発注 

折込広告、メディア掲出、イベント運営 

広告の発注 広告企画の提案 販促物の納品 

ウェブサイトで中古

遊技機の売買仲介 

不動産の賃貸（準備中）

パチンコ、パチスロユーザー 

ゲンダイエージェンシー株式会社（広告事業） 

パチンコホール 

（グループ外の協力会社） 

印刷会社／新聞折込会社／各種媒体社／イベント運営会社 

（持分法適用関連会社）株式会社バリュー・クエスト

（中古遊技機の売買仲介） 

（連結子会社）株式会社ランドサポート

（不動産事業の開業準備中） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

[関係会社の状況] 

名称 住所 
資本金 

（百万円）

主要な事業 

の内容 

議決権の 

所有割合 
関係内容 

（連結子会社） 

㈱ランドサポート 

東京都 

新宿区 
200

不動産事業 

（準備中） 
100.0％ 役員の兼任あり 

（持分法適用関連会社） 

㈱バリュー・クエスト 

東京都 

台東区 
203

中古遊技機の売

買仲介事業 
35.7％ － 

－  － 
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２．経営方針

（1）経営の基本方針 

当社グループは、「イノベーションと創造性に満ちた取り組みで、クライアントの業績発展を支援する

活動を通じて、豊かな社会の実現に貢献します。」を合言葉に、日本における 大規模の大衆娯楽産業で

あるパチンコ業界に特化したナンバーワンの広告会社グループとして、クライアントの集客・顧客創造・

顧客満足のための効果的な戦略を提供するとともに、地域密着型の広告活動を通じて、パチンコユーザー

はもちろんのこと広く一般の方々にも大衆娯楽としてのパチンコの魅力を伝えそのイメージアップに貢献

してまいります。 

また、行動規範に①法令遵守②株主重視③顧客満足④従業員尊重の４つを掲げ、当社グループを取り巻

くステークホルダーの要求を満たしながら、企業価値の 大化に努めてまいります。 

 

（2）利益配分に関する基本方針 

  当社は、今後の更なる事業拡大を図るために必要な投資原資として内部留保を充実させつつも、同時に

これまでの経営活動の成果を株主の皆様に明確な形で還元するため、業績に応じた配当を継続的に実施す

ることにより中長期的な株主価値の 大化を図ることを基本方針としております。また、「留保金課税」

の負担軽減による１株当たり当期純利益の極大化等を考慮した結果、目標配当性向については当面50％

（連結ベース）を目安として考えております。 

  当期の期末利益配当金につきましては、上記の方針を踏まえて、１株当たり2,000円として第11回定時

株主総会に提案させていただく予定であります。なお、当中間配当（2,000円）と併せた年間配当は１株

当たり4,000円（連結ベースの配当性向42.2％）となります。 

  また、内部留保資金につきましては、新たなサービスの開発、新規事業に向けた投資等に備えるもので

あります。 

 

（3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

  当社は、投資単位の引下げにより、株式の流動性を高め、より広範な投資家の参加を促進することが有

用な施策であると認識しております。そうした認識のもと、当社は平成17年３月17日付で１：10の株式分

割を実施しております。今後とも、当社株式の株価水準や需給の状況、費用対効果等を総合的に勘案し、

株式分割等の投資単位引下げ実施を検討してまいります。 

 

（4）目標とする連結経営指標 

  当社グループが目標とする経営指標の中期的な目安値は次のとおりであります。 

・更なる市場シェアの拡大を測定する指標として売上高成長率20～40％（年率） 

・社内の生産性とサービスの付加価値を測定する指標として売上高営業利益率 

（≒経常利益率）10％以上 

・経営者がコントロール可能な株主価値増加を測定する指標として１株当たり当期純利益の成長率 

20～40％（年率） 

  

（5）中長期的な経営戦略及び対処すべき課題 

当社グループでは、近年のパチンコ業界におけるユーザー減少傾向や、パチンコホール企業間の競争激

化並びに昨今話題にのぼっている「カジノ構想」等、今後もさらに変化が激しくなるであろう経営環境の

中で、市場シェアの拡大と競合企業に対する優位性を確保し、持続的な成長を実現すべく、平成20年３月

期を 終年度とする３ヵ年中期経営計画(ＮＳ2006)を策定し平成17年３月25日付で公表しております。 

  ＮＳ2006では「既存事業の更なるシェア拡大と新事業開発による事業領域の拡大」を基本方針に掲げ、

個別の戦略課題を設定しておりますが、平成18年３月期における進捗状況は、以下のとおりであります。 

戦略課題 平成18年３月期における進捗状況 

～攻めの戦略課題～ 

①平成22年３月期売上高300億円に向けたシェア拡大

②サービスの付加価値向上 

～攻めの戦略課題～ 

既存事業における営業拠点の展開は、平成18年３月

末時点で19拠点となり、目標どおり進捗しておりま

－  － 
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③業界上位企業との関係強化のための事業検証 

④Ｍ＆Ａ、アライアンスによる新規事業参入とパチ

ンコホール向けサービスライン拡充の検証 

 

 

 

 

 

 

 

～守りの戦略課題～ 

①事業規模に応じた効率化と適正コストの追求 

②事業規模拡大を支えるバックオフィス体制整備 

③企業価値の持続的な増大のためのコーポレート・

ガバナンスの強化 

す。また、サービスの質的価値向上のため研修体系

の整備を急ピッチですすめております。さらに、品

質向上のため全営業所においてＩＳＯ９００１の認

証を取得しております。 

新事業については、業界ナンバーワンの中古遊技機

の売買仲介実績を誇る㈱バリュー・クエストへ出資

を行ったほか、新規出店用地取得のサポートのた

め、㈱ランドサポートを設立し、開業準備をすすめ

ております。 

 

～守りの戦略課題～ 

印刷コストの見直しや、非効率な社内生産販促物の

外注シフトをすすめてまいりました。また、人事部

の設置をはじめとした管理部門強化、社外取締役の

招聘によるガバナンス強化等を実施しております。 

平成19年３月期においては、教育・研修制度をさらに充実させ、既存事業における全社的なサービスの質的

向上と均質化に取り組み、また、それと並行して㈱ランドサポートにおける、新規出店用地取得のサポート

をはじめとした新たなサービスラインの拡充を積極的に推進してまいりたいと考えております。 

  

（6）内部管理体制の整備・運用状況 

① 内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規程の整備状況その他内部管理体制

の整備状況 

当社では、社内業務全般にわたる諸規程が網羅的に整備されており、明文化されたルールのもとで、

各職位が明確な権限と責任をもって業務を遂行しており、内部監査によるモニタリングが実施されてお

ります。なお、管理部門の配置状況及び現業部門への主な牽制機能は以下のとおりであります。 

（平成18年４月１日現在） 
 

 

（執行役員、内部監査統括）  （情報開示担当役員、財務統括、             予算統制、適時開示 

                           コンプライアンス全般統括） 

 経理業務統制 

                                    内部監査 

                                      

 

 情報セキュリティ管理 

                          業務全般にわたる内部監査 

                           内部監査         労務管理 

                                                     

報告      内部牽制   

ＣＦＯ兼ＣＣＯ 経営企画部 

経理部 

総務部 

内部監査室（２名） 

現業部門 ＣＯＯ 

情報システム部 

人事部 

リスク管理、リーガルチェック 

社長 

 

                      （業務執行全般統括） 

                          

② 内部管理体制の充実に向けた取組みの 近１年間における実施状況 

具体的な取組み状況は以下のとおりであります。 

・組織的な内部監査を実施するため、内部監査室の増員を行いました。 

・人事部設置に伴い研修制度を拡充し、コンプライアンス研修を必須カリキュラムといたしました。 

 
（7）親会社等に関する事項 

該当事項はありません。 

－  － 
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３．経営成績及び財政状態
（1）経営成績 

当連結会計年度における日本経済は、株式市場の活況を背景に企業収益は改善しつつあり、景気は回復

基調にあります。また、個人消費も雇用環境の改善などにより回復基調にあるものと見受けられます。 

当社グループの主要顧客であるパチンコホール業界では、昨年度に引き続き有力パチンコホール企業を

中心とする新規出店や大規模なリニューアルが続いており、これらに伴う広告需要は堅調に推移しており

ます。また、㈱三洋物産の販売するパチンコ機「ＣＲ大海物語」が大ヒットとなったことや、パチンコ新

基準機が相次いで登場してきたことで、パチンコホール企業の新台入替（※１）広告需要や、他店との差

別化のためのイベント広告需要も比較的旺盛であったものと思われます。 

このような環境下で当社グループは、以下の施策を実施してまいりました。 

営業面では更なる市場シェア拡大のため、拠点の展開（営業所の新設及びサテライトからの昇格）をす

すめてまいりました。平成17年４月に５営業所（町田、さいたま、姫路、静岡、広島）、さらに平成17年

10月に３営業所（郡山、宇都宮、松本）を設置し、新規顧客の開拓を積極的に推進いたしました。 

また、業容の拡大に伴い、人的資源の効率的な管理を推進する目的で人事部を新設し、新卒を始めとし

た従業員の計画的な採用と育成のための環境整備を急ピッチですすめてまいりました。 

さらに、平成18年１月には、有力パチンコホール企業の積極的な新規出店をサポートする目的で、連結

子会社㈱ランドサポートを設立いたしました。同社は平成18年３月に宅地建物取引業免許の取得を終え、

平成18年４月より営業を開始いたします。 

以上の結果、当連結会計年度の売上高は14,826百万円（前年同期比39.7％増）、経常利益は1,837百万

円（同53.3％増）、当期純利益は1,048百万円（同53.9％増）となりました。 

 

当社グループは、主として広告事業を行っており、当該事業以外の事業の重要性がないため、事業の種

類別セグメント及び事業の部門別を記載する代わりに、品目別の情報を記載いたします。 

 

（品目別概況） 

  品目別の業績は以下のとおりであります。 

折込広告は、グランドオープン（※２）やリニューアルオープン（※３）、新台入替に伴う広告需要が

比較的堅調だったほか、競合店対策やイベント提案による受注が増加したこと等により、売上高は9,990

百万円（前年同期比42.3％増）となりました。 

販促物は、パチンコ・パチスロのヒット機種を中心として、差別化のための店内装飾需要が増加したこ

と等により、売上高は3,536百万円（同29.1％増）となりました。 

媒体は、新聞広告出稿やフリーペーパー広告が増加したこと等により、売上高は809百万円（同53.8％

増）となりました。 

その他は、イベントに伴う、タレント派遣等の受注等により、売上高は489百万円（同52.3％増）とな

りました。 

 

※１新台入替       ：パチンコホール店舗に設置された遊技機（パチンコ機、パチスロ機）を撤

去し、新規に購入した遊技機を設置することであります。 

※２グランドオープン   ：パチンコホールの新規店舗開店であります。 

※３リニューアルオープン ：パチンコホール店舗の内外装を大幅に改装した開店であります。 

 

－  － 
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（2）財政状態 

   営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益1,799百万円の計上、売上高及び売

上原価の大幅な増加に伴う売上債権の増加△444百万円及び仕入債務の増加258百万円、前期決算の確定

納付及び当期中間納付による法人税等の支出が△627百万円発生したこと等により、1,200百万円（前連

結会計年度比35.6％増）の収入となりました。 

   投資活動によるキャッシュ・フローは、営業所の増員、増床等に伴う車両、事務機器の購入等による

有形固定資産取得支出△111百万円、持分法適用関連会社である㈱バリュー・クエストの株式取得によ

る支出△410百万円等により、△648百万円（同18.4％減）の支出となりました。 

   財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済△25百万円並びに前期決算に係る期末配当金及

び当中間配当金の合計△553百万円により、△578百万円の支出（前連結会計年度は1,185百万円の収

入）となりました。 

   これらの結果、現金及び現金同等物は当連結会計年度において△26百万円減少し、2,155百万円とな

りました。 

 

キャッシュ・フロー指標 

 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期

自己資本比率（％） 37.2 61.2 60.5

時価ベースの自己資本比率（％） － 773.0 872.6

債務償還年数（年） 0.6 0.0 －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 90.3 409.2 85,469.8

（注）自己資本比率：自己資本／総資産 

   時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

   債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

   インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

１．株式時価総額は、期末株価×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。なお、平成16年３月期につき

ましては、当社は非上場、非登録であり期末株価が把握できないため、時価ベースの自己資本比率を記載しておりません。 

２．有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。 

３．平成17年３月期より連結財務諸表を作成しているため、平成16年３月期については個別財務諸表の数値により算出しており

ます。 

４．平成18年3月期の債務償還年数は、期末において有利子負債残高がないため、記載しておりません。 

５．「利払い」は、連結キャッシュ・フロー計算書（平成16年３月期についてはキャッシュ・フロー計算書）の利息の支払額を

使用しております。 

 

（3）事業等のリスク 

①パチンコホール業界への依存について  

  当社グループの事業内容は、「１．企業集団の状況」に記載のとおりであり、当社グループの売上高は

パチンコホール業界に大きく依存しております。 

  当社グループが行う事業は直接法的規制を受けておりませんが、当社グループの主たる取引先であるパ

チンコホールは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」及び「都道府県条例」による規制

を受けるとともに、上記の法的規制以外にも、過度な射幸性を抑制する目的等から、パチンコホールの業

界団体が自主規制を行うことがあります。 

  したがって、以上のような法的規制の改正や新たな自主規制の実施により、パチンコホールの広告行為

に制限が課せられた場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

また、当社グループでは、パチンコホールの広告需要は今後も堅調に推移するものと予測しております

が、パチンコホールの集客戦略の変化等を理由に、広告需要が当社の予測を下回った場合や、パチンコホ

ールに対して当社グループと同様のサービスを提供する競合との競争が新規参入等により激化した場合等

には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

 

－  － 
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②遊技機キャラクターの著作権使用について 

  当社グループは、パチンコホールからの依頼を受けて広告物を制作する際、遊技機メーカーもしくは第

三者が著作権を有する遊技機キャラクターを使用しております。当該キャラクターを広告に使用するにあ

たり遊技機メーカーは、一定の制限（著作権者の明記、広告に使用可能な図柄の指定、改変の禁止等）を

課していることから、当社グループは、これらの制限を充分確認した上で制作作業を行っております。そ

のため過去において、著作権侵害に係る損害賠償請求や使用差し止め等の訴えを起こされた事実はありま

せん。 

しかしながら、新遊技機が相次いで発売される中で、万一、確認作業の遅れ、不測のトラブル等の理由

により、遊技機メーカーもしくは第三者の著作権を侵害した場合には、損害賠償請求、使用差し止め等の

訴えを起こされる可能性、及び著作権対価の支払等が発生する可能性があります。この場合、当社グルー

プの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

③企業買収、資本提携について 

  当社グループは、既存の事業基盤を拡大するため、あるいは新規事業に進出するために、企業買収や資

本提携を行う可能性があります。企業買収や資本提携への着手に際しては事前に十分な検討を行いますが、

買収・提携後の事業計画が当初計画どおりに進捗しない場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可

能性があります。 

 

（4）次期の業績見通し 

次期においては、パチンコホール間の競争は引き続き継続するものと予想され、また、パチンコホール

での設置台数の多いサミー㈱の「北斗の拳」及び㈱大都技研の「吉宗」の検定切れに伴う代替機種の新台

入替やイベントが増加することが予想されることから、一定の広告需要創出が見込まれます。 

一方で、新台入替コストの増加や利益率の低いパチスロ機の増加に伴うパチンコホールの収益性悪化の

可能性や、射幸性の抑えられたパチスロ新基準機の導入に伴い、射幸性の高い遊技機を支持するパチスロ

ヘビーユーザー層の客離れが発生することによる遊技市場規模の縮小の可能性等、パチンコホール広告市

場に負の影響を与える要因も少なくないものと認識しております。 

そうした厳しい環境ではありますが、当社グループは、平成18年４月に新設した神戸営業所をはじめと

した西日本エリアでの新規顧客開拓の推進、既設営業所における既存顧客との更なる取引密着度向上、連

結子会社㈱ランドサポートのパチンコホール出店用地取得支援サービスの開始により、引き続き増収増益

を達成してまいりたいと考えております。 

  なお、次期の業績については、以下のとおり予想しております。 

 連結業績予想 個別業績予想 

 金額（百万円） 対当期比（％） 金額（百万円） 対当期比（％） 

売上高 18,755 126.5 18,500 125.0

営業利益 2,440 132.2 2,381 125.8

経常利益 2,414 131.4 2,385 125.7

当期純利益 1,400 133.6 1,383 124.8

 

※上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績

は今後さまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。  

－  － 
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【連結財務諸表等】 

①【連結貸借対照表】 

  
前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
対前年比 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

増減 
（百万円）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金 ※２ 2,185 2,162 

２．受取手形及び売掛金  1,555 1,997 

３．たな卸資産  17 10 

４．繰延税金資産  30 43 

５．その他  32 39 

貸倒引当金  △21 △21 

流動資産合計  3,799 78.0 4,232 73.6 433

   

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産   

(1) 建物及び構築物  35 45  

減価償却累計額  2 32 7 38 

(2) 機械装置及び運搬具  102 122  

  減価償却累計額  39 62 60 61 

(3) 器具及び備品  323 356  

減価償却累計額  133 189 194 162 

有形固定資産合計  285 5.9 261 4.5 △24

   

２．無形固定資産   

ソフトウェア  74 63 

無形固定資産合計  74 1.5 63 1.1 △11

   

３．投資その他の資産   

(1) 投資有価証券 ※１ 75 508 

(2) 長期貸付金  0 － 

(3) 繰延税金資産  16 26 

(4) 長期性預金  500 500 

(5) 差入敷金・保証金  114 153 

(6) その他  8 10 

貸倒引当金  △3 △7 

投資その他の資産合計  710 14.6 1,190 20.8 480

固定資産合計  1,070 22.0 1,516 26.4 446

資産合計  4,870 100.0 5,748 100.0 878

   

－  － 
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前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

増減 
（百万円）

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．支払手形及び買掛金 ※２ 1,207 1,466 

２．短期借入金  25 － 

３．未払法人税等  375 543 

４．その他  280 263 

流動負債合計  1,889 38.8 2,272 39.5 383

負債合計  1,889 38.8 2,272 39.5 383

   

（少数株主持分）   

少数株主持分  － － － － －

   

（資本の部）   

Ⅰ 資本金 ※３ 751 15.4 751 13.1 －

Ⅱ 資本剰余金  1,063 21.8 1,063 18.5 －

Ⅲ 利益剰余金  1,166 24.0 1,661 28.9 495

資本合計  2,980 61.2 3,475 60.5 495

負債、少数株主持分及
び資本合計 

 4,870 100.0 5,748 100.0 878

   

 

－  － 
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②【連結損益計算書】 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
  至 平成18年３月31日） 

対前年比 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

増減 
（百万円）

Ⅰ 売上高  10,609 100.0 14,826 100.0 4,217

Ⅱ 売上原価  7,740 73.0 10,851 73.2 3,111

売上総利益  2,868 27.0 3,975 26.8 1,107

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 1,627 15.3 2,130 14.4 503

営業利益  1,240 11.7 1,845 12.4 605

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息  1 5  

２．受取配当金  0 0  

３．保険料返戻金  1 －  

４．雇用助成金収入  0 －  

５．その他  0 3 0.0 1 7 0.1 4

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息  2 0  

２．新株発行費  12 0  

３．株式公開費用  20 －  

４．株式分割費用  5 －  

５．持分法による投資損失  － 10  

６．原状回復費用  － 3  

７．その他  5 46 0.4 － 15 0.1 △31

経常利益  1,198 11.3 1,837 12.4 639

Ⅵ 特別利益   

貸倒引当金戻入益  11 11 0.1 － － － △11

Ⅶ 特別損失   

１．固定資産除却損 ※２ 5 6  

２．本社移転費用  13 －  

３．投資有価証券評価損   － 19 0.2 30 37 0.3 18

税金等調整前当期純 
利益 

 1,190 11.2 1,799 12.1 609

法人税、住民税及び 
事業税 

 507 774  

法人税等調整額  1 508 4.8 △23 750 5.0 242

少数株主利益  － － － － －

当期純利益  681 6.4 1,048 7.1 367

   

 

－  － 
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③【連結剰余金計算書】 

  
前連結会計年度 当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 （自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 至 平成18年３月31日) 

対前年比 

区分 
注記
番号 

増減 
金額（百万円） 金額（百万円） 

（百万円）

（資本剰余金の部）       

Ⅰ 資本剰余金期首残高   132  1,063 931

Ⅱ 資本剰余金増加高      

増資による新株の発行  931 931 － － △931

Ⅲ 資本剰余金期末残高   1,063  1,063 －

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   590  1,166 576

Ⅱ 利益剰余金増加高      

  当期純利益  681 681 1,048 1,048 367

Ⅲ 利益剰余金減少高      

配当金  96  553  

役員賞与  10 106 － 553 447

Ⅳ 利益剰余金期末残高   1,166  1,661 495

      

 

－  － 

 

 

10



 

④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

対前年比

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 
増減 

（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前当期純利益  1,190 1,799 

減価償却費  107 133 

貸倒引当金の増加額（△減少額）  △13 4 

賞与引当金の増加額（△減少額）  △40 － 

受取利息及び受取配当金  △1 △5 

支払利息  2 0 

新株発行費  12 － 

持分法による投資損失  － 10 

固定資産除却損  5 6 

投資有価証券評価損  － 30 

売上債権の減少額（△増加額）  △513 △444 

たな卸資産の減少額（△増加額）  △4 6 

仕入債務の増加額（△減少額）  389 258 

役員賞与の支払額  △10 － 

その他  94 21 

小計  1,219 1,822 603

利息及び配当金の受取額  0 5 

利息の支払額  △2 △0 

法人税等の支払額  △332 △627 

営業活動によるキャッシュ・フロー  885 1,200 315

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の預入による支出  △1 △3 

有形固定資産の取得による支出  △182 △111 

有形固定資産の売却による収入  － 6 

無形固定資産の取得による支出  △7 △27 

投資有価証券の取得による支出  △75 △475 

貸付金の回収による収入  1 0 

長期性預金の預入による支出  △500 － 

敷金・保証金の預入による支出  △71 △47 

敷金・保証金の返還による収入  41 8 

 その他  0 － 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △794 △648 146

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入れによる収入  150 － 

短期借入金の返済による支出  △331 △25 

長期借入金の返済による支出  △40 － 

株式の発行による収入  1,503 － 

配当金の支払額  △96 △553 

財務活動によるキャッシュ・フロー  1,185 △578 △1,763

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（△減少額）  1,276 △26 △1,302

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  905 2,182 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 2,182 2,155 

    

－  － 
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連結財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数 １社 

 連結子会社の名称 ㈱プラクト 

㈱プラクトについては、当連結会計

年度において新たに設立したため、連

結の範囲に含めております。 

なお、非連結子会社はありません。 

連結子会社の数 １社 

 連結子会社の名称 ㈱ランドサポート

㈱ランドサポートについては、当連結

会計年度において新たに設立したため、

連結の範囲に含めております。 

また、㈱プラクトについては、平成18

年３月27日付で提出会社と合併したた

め、連結の範囲から除いております。 

なお、非連結子会社はありません。 

２．持分法の適用に関する事項 ＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

持分法適用の関連会社数 １社 

 関連会社の名称 ㈱バリュー・クエス

ト 

 ㈱バリュー・クエストは、当連結会計

年度において株式を取得し、関連会社と

なったため、持分法を適用しておりま

す。 

 なお、持分法を適用していない関連会

社はありません。 

３．連結子会社の事業年度等に

関する事項 

連結子会社の事業年度の末日は、連結

決算日と一致しております。 

同左 

４．会計処理基準に関する事項 

（1）重要な資産の評価基準及び

評価方法 

 

イ 有価証券 

 （イ）その他有価証券 

    時価のないもの 

    移動平均法による原価法 

ロ たな卸資産 

（イ）仕掛品 

個別法による原価法 

（ロ）材 料 

    終仕入原価法 

 

イ 有価証券 

 （イ）その他有価証券 

同左 

 

ロ たな卸資産 

（イ）仕掛品 

同左 

（ロ）材 料 

同左 

（2）重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

イ 有形固定資産 

   当社及び連結子会社は定率法を

採用しております。 

   また、主要な耐用年数は以下の

とおりであります。 

   機械装置及び運搬具 ２～10年 

   器具及び備品    ４～20年 

ロ 無形固定資産 

   当社及び連結子会社は定額法を

採用しております。 

   自社利用ソフトウェアについて

は社内における利用可能期間（5

年）に基づいております。 

イ 有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

ロ 無形固定資産 

同左 

－  － 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（3）重要な引当金の計上基準 貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損失に備え

るため、当社及び連結子会社は、

一般債権については貸倒実績率に

より、また貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性

を勘案し、回収不能見込額を計上

しております。 

貸倒引当金 

同左 

（4）その他連結財務諸表作成

のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

   税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

５．利益処分項目等の取扱いに

関する事項 

連結会計年度中に確定した利益処分

に基づいて作成しております。 

同左 

６．連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３か月以内に償還期

限の到来する短期投資からなっており

ます。 

同左 

 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 至 平成17年３月31日） 

＿＿＿＿＿＿＿＿ （固定資産の減損に係る会計基準） 

  当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会平成14年８月９日））及び「固定資

産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第６号平成15年10月31日）を適用しております。これ

による損益に与える影響はありません。 

 

  

－  － 
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表示方法の変更  

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 至 平成17年３月31日） 

＿＿＿＿＿＿＿＿ （連結損益計算書） 

  前期まで営業外費用の「その他」に含めて表示しており

ました「原状回復費用」は、営業外費用の総額の100分の

10を超えたため区分掲記しました。なお、前期における

「原状回復費用」は4百万円であります。 

 

 

追加情報 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日） 

（外形標準課税） 

 法人事業税の付加価値割及び資本割については、実務対

応報告第12号「法人事業税における外形標準課税部分の損

益計算書上の表示についての実務上の取扱い」（企業会計

基準委員会（平成16年２月13日））に基づき、「販売費及

び一般管理費」（16百万円）に計上しております。 

 

（従業員賞与及び賞与引当金の廃止） 

 新人事制度運用の一環として、平成17年４月１日より従

業員全員の報酬を半期年俸制へと移行することに伴い、平

成17年３月31日付で従業員賞与制度及び同制度に基づく賞

与引当金の計上を廃止しております。 

なお、平成17年７月10日支給予定であった従業員賞与

（支給対象期間 平成16年12月１日から平成17年５月31日

まで）のうち、既に経過した期間に対応する金額（52百万

円）については平成17年３月31日付で全額打ち切り支給し

ております。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

 

 

 

 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

－  － 
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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ※１．関連会社に対するものは次のとおりであります。 

   投資有価証券（株式）       399百万円 

※２．担保提供資産及び担保付債務 

担保に供している資産 

現金及び預金（定期預金） 3百万円

担保付債務 

買掛金 3百万円
 

※２．担保提供資産及び担保付債務 

担保に供している資産 

現金及び預金（定期預金） 6百万円

担保付債務 

買掛金 1百万円
 

※３．当社の発行済株式総数は、普通株式110,730株であ

ります。 

※３．          同左 

 

（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

従業員給与手当 615百万円

従業員賞与 85百万円

福利厚生費 106百万円

旅費交通費 97百万円

消耗品費 81百万円

地代家賃 119百万円

減価償却費 49百万円
 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

従業員給与手当 1,001百万円

福利厚生費 132百万円

旅費交通費 132百万円

消耗品費 52百万円

地代家賃 169百万円

減価償却費 65百万円
 

※２．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

建物及び構築物 3百万円

機械装置及び運搬具 0百万円

器具及び備品 1百万円

計 5百万円
 

※２．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

建物及び構築物 0百万円

機械装置及び運搬具 0百万円

器具及び備品 1百万円

ソフトウェア 4百万円

計 6百万円
 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

（平成17年３月31日現在）

現金及び預金勘定 2,185百万円

担保に供している定期預金 △3百万円

現金及び現金同等物 2,182百万円
 

※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

（平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 2,162百万円

担保に供している定期預金 △6百万円

現金及び現金同等物 2,155百万円
 

－  － 
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（リース取引関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

１年内 0百万円

１年超 －百万円

合計 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

0百万円

  

（有価証券関係） 

前連結会計年度（平成17年３月31日） 

  時価評価されていない主な有価証券の内容 

 連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券 

 非上場株式 75       

 

当連結会計年度（平成18年３月31日） 

  時価評価されていない主な有価証券の内容 

 連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券 

 非上場株式 109       

 

（デリバティブ取引関係） 

前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日）及び当連結会計年度（自平成17年４月１日 至

平成18年３月31日） 

   当社及び連結子会社は、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

 

（退職給付関係） 

前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日）及び当連結会計年度（自平成17年４月１日 至

平成18年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

－  － 
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（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別  

の内訳 

繰延税金資産  

 貸倒引当金 2百万円 

未払事業税 28百万円 

 一括償却資産  12百万円 

 繰越欠損金 11百万円 

 その他 2百万円 

繰延税金資産の小計  58百万円 

評価性引当額    △11百万円 

繰延税金資産の合計  46百万円 

繰延税金資産の純額  46百万円 
 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別  

の内訳 

繰延税金資産  

 貸倒引当金 3百万円 

未払事業税 41百万円 

 一括償却資産  10百万円 

 繰越欠損金 3百万円 

 投資有価証券 12百万円 

 その他 2百万円 

繰延税金資産の小計  72百万円 

評価性引当額    △3百万円 

繰延税金資産の合計  69百万円 

繰延税金資産の純額  69百万円 
 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担  

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 40.7% 

評価性引当額 1.0% 

その他 1.0% 

税効果会計適用後の 42.7% 

法人税等の負担率  
 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担  

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 

 

 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が、法定実効税率の５％以下のため注記

を省略しております。 

 

 

（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

 当社グループは、パチンコホールを対象とする広告事業を行っており、当該事業以外に事業の種類がないた

め、該当事項はありません。 

当連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 当社グループは、パチンコホールを対象とする広告事業を主たる事業としており、当該事業以外の事業の重

要性がないため、記載を省略しております。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日）及び当連結会計年度（自平成17年４月１日 至

平成18年３月31日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

【海外売上高】 

前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日）及び当連結会計年度（自平成17年４月１日 至

平成18年３月31日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

（関連当事者との取引） 

前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日）及び当連結会計年度（自平成17年４月１日 至

平成18年３月31日） 

 該当事項はありません。 

－  － 
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（１株当たり情報） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 
１株当たり純資産額 26,919.57円 

１株当たり当期純利益 6,555.65円 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

6,508.71円 

  

 
１株当たり純資産額 31,390.08円 

１株当たり当期純利益 9,470.50円 
  
なお、潜在株式調整後１株当たり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。
  

 （注） １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額 

当期純利益（百万円） 681 1,048 

普通株主に帰属しない金額（百万円） －  －  

普通株式に係る当期純利益（百万円） 681 1,048 

期中平均株式数（株） 103,987 110,730 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

 当期純利益調整額（百万円） － － 

 普通株式増加数（株） 
（うち新株引受権（ストックオプショ
ン）） 

750 

（750）

－ 

（－）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整
後１株当たり当期純利益の算定に含めなか
った潜在株式の概要 

＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿ 

 

（重要な後発事象） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（株式会社バリュー・クエストの株式取得） 

平成17年４月８日開催の当社取締役会において、事業

領域の拡大とサービスの拡充を目的として、次のとおり、

株式会社バリュー・クエストの既発行株式の一部譲受及び

第三者割当増資の引受を決定いたしました。 

１．株式を取得する会社の名称 ㈱バリュー・クエスト 

２．事業内容 インターネットを利用したパチンコ機、パ

チスロ機、遊技場設備機器の情報提供及び

売買仲介業務並びにそれに附帯する業務 

３．資本金       98百万円 

４．売上高       923百万円（平成17年３月期） 

５．株式取得の時期   平成17年４月25日 

６．取得する株式の数  1,200株 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

７．取得価額      410百万円 

８．取得後の持分比率  35.7％ 

 

－  － 
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【生産、受注及び販売の状況】 

 

(1)生産実績 

当連結会計年度の生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

品目別 金額（百万円） 前年同期比（％） 

販促物 1,587 104.2 

合計 1,587 104.2 

 （注）１．生産実績は、当社グループ内の販促物製作拠点である「コストコントロールセンター」の製作実績を記載

しており、金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

 

(2)受注状況 

    当社グループの商品・サービスは、受注から納品までの期間がきわめて短いため、記載を省略しております。   

 

(3)販売実績 

    当連結会計年度の販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

品目別 金額（百万円） 前年同期比（％） 

折込広告 9,990 142.3 

販促物 3,536 129.1 

媒体 809 153.8 

その他 489 152.3 

合計 14,826 139.7 

（注） 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

 

－  － 
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