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決算取締役会開催日
親会社等の名称　アルゼ株式会社（コード番号：6425） 親会社等における当社の議決権所有比率 68.5％
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 (記載金額は、表示単位未満切捨）

売　　上　　高 営 業 利 益 経　常　利　益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

１８年３月期 （ ） （ ） （ ）
１７年３月期 （ ） （ ） （ ）

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

１８年３月期 ( )
１７年３月期 ( )
(注)①持分法投資損益 18年３月期  　 　　 －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　 9,898,421株　　    17年３月期　 9,758,811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

(2) 連結財政状態
総　資 産 株 主 資 本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

１８年３月期
１７年３月期
(注) 期末発行済株式数(連結) 18年３月期　13,186,380株　　    17年３月期　 9,757,700株

(3) 連結キャッシュ・フローの状況
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
百万円 百万円 百万円 百万円

１８年３月期
１７年３月期

(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　　－社

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況
 連結(新規)　　－社　 (除外)　　－社 　　　持分法(新規) 　－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

百万円 百万円 百万円

中　間　期
通　　　期

(参考) １株当たり予想当期純利益（通期）15円79銭

　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及び将来の業績に影響を与える不確実な要因にかかわる
本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果とな
る可能性があります。
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３．企業集団の状況 

当企業集団は、株式会社セタ（当社）、アルゼ株式会社（親会社）及び子会社 1 社により構成されており、次

の事業を行っております。 

 ①遊技機関連周辺機器及びソフトウェアの開発・販売 

 ②ゲーム機器及びソフトウェアの開発・販売 

 ③通信関連機器及びソフトウェアの開発・販売 

  

当企業集団の関係を図示しますと次のとおりであります。 

 

  

遊技機関連機器の製造委託   通信対局将棋システムのリース 

          業務用ゲーム機部品の販売   セタアミューズメントシステムの情報管理 

 （親会社）        業務の委託                  （連結子会社） 

 アルゼ株式会社                 当社                                    日本将棋 

  遊技機向け映像コンテンツの提供                       ネットワーク 

                                                                     株式会社 

       

  

  

    携帯電話ポータルサイト向けコンテンツの提供 

                                                         

 

４．経営方針 

（１）経営の基本方針 

当社グループは、「遊技場向けプリペイドカードシステム」において、先進的な機能を搭載した付加価値の

高い製品を提供することにより、市場における優位性を確保するとともに、高度情報化社会に対応する新しい

エンターテインメント事業実現のための新規技術の開発に積極的に取り組む」ことにより、企業価値を高めて

社会に更なる貢献を行うことを基本方針としております。 

 

（２）利益配当に関する基本方針 

当社グループは、株主の皆様に対する利益還元として、業績に応じて株主の皆様に適正な配当を安定的

に行うことを基本方針として、早期の復配を経営上の重要課題と位置付けております。 

 

（３）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

投資単位の引下げは、個人投資家による資本参加の促進と株式市場の活性化のために有効な手段と認識

しております。今後も、株式市場の動向や株価の推移、取引高等を総合的に勘案し、株主の皆様の利益に配

慮し検討してまいりたいと考えております。 

 

（４）目標とする経営指標 

 当社グループは、高付加価値製品の提供を通じて市場における優位性を確保することを経営方針としてい
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ることから、長期的には株主資本当期純利益率 10%以上、売上高営業利益率 15%以上を経営指標としてお

ります。 

 

（５）中長期的な経営戦略 

 当社グループは、プリペイドカードシステム関連事業において、新製品の投入と直販体制の強化により市場

でのシェアを飛躍的に拡大することを経営上の 重要課題とし、累積損失の早期解消に努め、経営基盤の強

化をはかってまいります。 

 また、次世代のエンターテインメント事業を支える新規技術を確保、発展させるため、平成 16 年 4 月 1 日に

は、高度に情報化したネットワーク構築に不可欠な各種プロトコルとセキュリティーの技術を保有するユーディ

テック・ジャパン株式会社、及び緻密な３ＤＣＧ映像の企画製作会社である株式会社企画デザイン工房戦船

の二社を吸収合併致しました。 

 今後は、常に時代の 先端を行く技術水準を維持するべく、優秀な人材の確保に努め、新規技術開発力の

強化をはかるとともに、技術力の融合とシナジー効果による製品開発に取組み、市場での優位性を高めてま

いります。 

 

（６）当社グループの対処すべき課題 

 ①遊技機関連事業 

雇用情勢の改善や個人消費の回復など、遊技機、遊技場業界を取り巻く環境にも一部で明るい兆しが

見受けられるものの、ホール間の競争激化やみなし機（検定切れの機種）の入替えに伴う設備投資負担

の増加等により、ホール経営は依然として厳しい状況に置かれております。 

このような情勢の下で、当社は「お客様の利便性」と「ホールの経営効率」の双方を追及し、開発・設計

段階から徹底的にコストダウンを行い、業界 先端の機能を搭載したカードシステム機器をホールに提供

し、競合他社と差別化をはかってまいります。また、プリペイドカードシステムのみならず、ホールが必要と

する周辺機器の取扱い領域を拡大し、周辺機器の総合メーカーを目指してまいります。 

営業体制については、昨年 7 月より本格的に自社ブランド製品の直販体制を全国規模で立ち上

げ、直販体制強化のための営業拠点の構築を完了いたしました。今後は、営業要員・技術サポー

ト要員の拡充に努めるとともに、代理店や協力メーカーを含めた流通体制の整備や保守メンテ体

制の整備を行ってまいります。 
生産体制と致しましては、親会社であるアルゼ株式会社と連携し、購買管理、在庫管理体制を

強化し、調達コストダウンと在庫削減を推し進めるとともに、工場出荷時の品質保証体制をより

一層強化し、急激に増大する出荷数量に対しても、高品質な製品を供給可能にする生産体制を構

築いたします。 
②ゲーム機器関連事業 

当社は、エンターテインメントの進化に対応した魅力溢れる映像コンテンツを提供するため、平成 16 年

4 月 1 日付で株式会社企画デザイン工房戦船を吸収合併致しました。 
遊技機向けの映像開発としては、ゲーム性の高い遊技機に対する需要は、市場でますます増加してお

り、魅力あるキャラクターと迫力ある３ＤＣＧ映像を遊技機メーカーに提供することにより、市場での優位性

を確保するよう努めてまいります。 

また、家庭用ゲームの分野では、年内には大手メーカーより発売される次世代ゲーム機のラインナップ

が揃うが見込みとなっておりますが、当社としてもエンターテイメントの進化に対応し、常に 新の映像技

術を取り込み、映像開発受託を継続して行い、事業の安定化をはかってまいります。 



 4 

③通信機器関連事業 
当社は、平成 16 年 4 月 1 日付けで吸収合併したユーディテック・ジャパン社が保有する通信ネットワー

ク技術を駆使し、SIP サーバと一体化した IP 電話向け交換機（IP-PBX）システム「BaMBoo Link」を開

発し、市場への導入を開始しております。 
今後は「BaMBoo Link」の販売拡大に向け、大手通信業者向けに納入を行うとともに、電設業者、オ

フィス機器販売業者、SI 企業との連携をはかってまいります。 
また「BaMBoo Link」は、無線 LAN 対応の携帯端末機の接続が可能であるのに加え、電話機能と連

動した各種業務用のアプリケーションを搭載することにより、単に電話としての機能のみならず、音声秘書

機能、在庫管理機能、認証機能等の付加価値を高める幅広い用途と連携し、企業管理用 CTI（コンピュ

ーター・テレフォニー・インテグレーション）基幹システムとしての開発を検討いたします。 

 

（７）親会社に関する事項 

(ａ)親会社等の商号等                                   (平成 18 年 3 月 31 日現在) 

親会社等 属性 親会社等の議決権

所有割合（％） 

親会社等が発行する株券が上場され

ている証券取引所等 

アルゼ株式会社 親会社 68.51 株式会社 JASDAQ 証券取引所 

 

(ｂ)親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 

当社は、アルゼ株式会社（以下、アルゼ）を親会社とする企業グループ（以下、アルゼグループ）に属し

ております。 

①取引関係及び人的・資本的関係 

アルゼグループは、遊技機及び遊技場向け周辺機器の開発・製造・販売等を行っております。このう

ち当社は遊技場向け周辺機器の製造・販売に関する事業を行っており、アルゼグループと販売対象先

は同一ですが、販売品目や事業内容により明確な棲み分けがなされております。 

取引関係としては、アルゼグループではホール向けファイナンス機能を、アルゼの子会社であったアド

アーズ株式会社が有していたため、ファイナンスを必要とする販売先へは、当社から同社を経由して機器

を提供しているため、当社の売上高の 45.6%は同社への売上となっております（平成 18 年 3 月 30 日付

で、アルゼが同社の所有株式の過半数を譲渡したため、同社はアルゼの子会社ではなくなりました）。ま

た、当社はアルゼへ業務用ゲーム機の部品供給や映像コンテンツの受託開発を行い、平成 18 年 3 月期

の売上高の 4.9%はアルゼへの売上となりました。その他に当社の事業所の内、3 ヶ所をアルゼより賃借

しております。それぞれの取引条件については、市場価格、総原価等を勘案して、個別交渉の上、一般

に合理的で妥当な条件となっております。 
資金取引としては、当社はアルゼより平成 18 年 3 月末時点で 7 億円の借入金があり、また平成 18 年

3 月には、アルゼを引受け先とする約 12 億円の第三者割当増資を行いました。 
その他の取引として、当社が発明、考案した特許の申請は、原則としてアルゼとの共同出願としており、

アルゼグループで知的財産の一元管理と相互有効活用をはかるとともに、出願費用や維持費用のコスト

ダウンをはかっております。 
人的関係としては、アルゼの執行役員 2 名と従業員 1 名が当社の取締役として就任しており、また、ア

ルゼから出向者を 2 名受け入れております。 

②親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット、親会社等やそのグルー

プ企業との取引関係や人的・資本的関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等 
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当社は、遊技器関連事業において市場競争力のある製品の開発、製造、販売及び技術力の確保、向

上のため、アルゼグループと緊密な協力関係を保つことが、経営上のメリットとなると認識しております。 

アルゼグループとの技術情報の共有や技術力の向上等を目的として、アルゼの開発本部より 1 名が当

社の取締役として就任しており、1 名が当社の製造技術部へ出向しております。また、経営情報の交換及

び経営管理体制の強化等を目的として、アルゼの執行役員 2 名が当社の取締役として就任しており、1
名が当社の経営企画室へ出向しております。取締役及び出向者の受け入れは、当社の企業価値向上

や経営効率向上に寄与しております。 
また、アルゼグループとは、販売品目は異なりますが、販売対象先が同一であるため、お客様の取引

情報や与信情報等について、必要に応じて相互に提供しております。 

③親会社等からの一定の独立性の確保に関する考え方及びそのための施策 

当社の販売先は、アルゼグループと同一ですが、周辺機器に特化している点で明確な事業の棲分け

がなされており、アルゼグループから当社の事業活動を阻害される状況にはないと考えております。アル

ゼからの取締役の就任や出向者の受入れは、アルゼとの連携を強化することにより、技術力向上や経営

効率向上が図れるとの判断に基づき、当社からの要請を行ったものであることから、独自の経営判断が

行える状況にあると考えております。 

④親会社等からの一定の独立性の確保の状況 

当社はアルゼグループと緊密な協力関係を保ちながら事業を展開する方針です。現在の当社とアル

ゼグループとの関係は、共存共栄を目指すものであり、独自の経営判断を妨げるものではなく、一定の

独自性が確保されていると認識しております。 

(ｃ)親会社等との取引に関する事項 

本決算短信「６．連結財務諸表等」の「関連当事者との取引(1)親会社及び法人主要株主等」をご参照

ください。 

 

（８）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

制の整備の状況 

 当社は、コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの一環として、「組織規程」「職務分掌規程」をは

じめとした各種規程類を整備し、業務分掌、職務権限・決裁事項・決裁者・決裁権限の範囲を定め、業務部

門と管理部門の責任を明確に区分するとともに、効率的な業務運営体制の構築を行っております。 

また、当社は、弁護士事務所と顧問契約を締結しており、法的リスクに関し、必要に応じて適宜アドバイス

を受けております。 

平成 18 年 3 月 31 日現在の管理部門の配置状況及び業務部門への牽制機能は次のとおりです。
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経 営 企 画 室

事
業
部
門

取 締 役 会

内 部 牽 制

報 告

代 表 取 締 役 社 長

管 理 部

管 理 部 門

総 務 人 事 課 経 理 課

 

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 

 当社は、本年 1 月より業務管理システム構築プロジェクトを発足させ、業務運営効率の更なる向上をはか

ると同時に、内部管理体制のシステム面での充実をはかってまいります。プロジェクトの活動を通じ、実効性

ある内部統制システムが各部門において適切に運用されるよう、仕組み面・システム面での見直し、構築を

行ってまいります。 
 

５．経営成績及び財務状態 

(１)経営成績 

 当連結会計期間における我が国経済は、好調な企業業績や設備投資の回復等に支えられ雇用環境が改

善し、個人消費も回復傾向にはありますが、原油価格高騰や金融の量的緩和政策の解除観測等を背景にし

た長期金利上昇等の影響が懸念され、今後とも予断を許さない状況にあります。 
 遊技ホールにおいては、店舗数が減少する中で、1 店舗当たりの遊技機台数は増加しており、大型店の出

店が進む一方、小規模店舗は撤退を余儀なくされるという、いわゆる二極化現象は継続しております。また、

大型店を中心に設備投資意欲は改善しつつありますが、設備投資資金は、一昨年 7 年の規則改正を受け

「みなし機」(検定切れの機種)の撤去、入替等により、遊技機へ優先的に投下されております。従いまして、当

社が取り扱う周辺機器への投資は抑制傾向となり、プリペイドカードシステム業界における競合他社との競争

はますます激化し、販売価格の下落傾向は顕著となっております。 
このような事業環境のもと、当社グループは当社製パチンコ機向けプリペイドカードシステムの拡販のため、

昨年 7 月から全国に 9 ヶ所の営業拠点を設置し、約 20 名の営業要員を採用して直販体制の整備を行いまし

た。営業活動開始の段階において、当社の主力製品である紙幣識別機内部に紙幣を収納するカードユニット

に関し、今後益々増大する需要に対応できる安定的な製品供給体制を整備、確立することが拡販に先立って

の急務であると判断し、量産設計上の手直しと製造工程の見直しを実施いたしました。本対策実施後、昨年

11 月より本格的な営業活動を再開し拡販に努めました結果、当社プリペイドカードシステムの加盟店舗数は、

前期末の 58 店舗から当期末には 158 店舗へ増加し、遊技機関連事業の売上高は 2,297 百万円（前期比

100.8%）となりましたが、営業活動再開までの遅れを挽回するにはいたりませんでした。 
また、本対策の実施にともない、一時的に研究開発費や追加原価が発生し収益を圧迫したことに加え、従

来の紙幣収納型カードユニットで使用していた金型、一部の部材及び開発費を除却したため、242 百万円の

製品改良対策費及び固定資産除却損 64 百万円を特別損失として計上いたしました。 
 通信関連事業におきましては、プリペイドカードシステムの第三者管理料収入は 139 百万円（前期比
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143.5%）と、加盟店の増加に伴い増加いたしました。連結子会社である日本将棋ネットワーク株式会社は、イ

ンターネットコンテンツ会員制将棋対局「将棋通信対局ネット」の運営において魅力あるコンテンツサービス向

上に注力し、平成 16 年 7 月より切り替えた新対局システムへの会員増強策を推し進めるとともに、将棋関連の

携帯サイト向けにコンテンツ素材を定期的に提供し、収益の安定化をはかっております。一方、IP 電話向け

SIP サーバ「BaMBoo Link」の開発は完了し「BaMBoo Link」に接続する無線 LAN 対応の携帯端末の認

証も取得いたしましたが、大手販売代理店を通じての販売は、納品開始時期が翌期以降となったため、当事

業の売上高は 200 百万円（前期比 35.9%）となりました。 
 ゲーム機器関連事業におきましては、当社の高い映像技術力が評価され、Xbox360 向けゲームソフトに関

わる開発を受託したこと及び遊技機向け映像コンテンツをアルゼ株式会社に納入したこと等により、当事業の

売上高は 278 百万円（前期比 144.2%）となりました。 
 特別損失としては、業務用ゲーム機基板、開発仕掛品等のたな卸資産評価損を 175 百万円、固定資産減

損損失を 128 百万円及び貸倒引当金の繰入れ 25 百万円等を計上することといたしました。 
  これらの結果、当連結会計期間の業績は、連結売上高 2,705 百万円（前年同期実績 2,971 百万円）となり、

連結経常損失 739 百万円（前年同期経常利益 251 百万円）、連結当期純損失 1,407 百万円（前年同期当期

純利益 66 百万円）となりました。 
 
当連結会計期間においては多額の損失を計上する結果となりましたが、その内訳は、遊技機関連事

業における品質の向上、安定化のために要したコストが 717 百万円（品質改善に時間を要し、積極的

な営業活動の展開の遅れを起因とする売上高減少を含む）、通信関連事業における先行開発投資 222
百万円、長期滞留資産及び固定資産の評価損（減損損失を含む）369 百万円等であり、当連結会計期

間中に一括して損失を計上し、来期以降利益体質への転換をはかった結果であります。次期以降につ

きましては、当下半期以降順調に推移している販売状況を維持、一層強化することにより、黒字化を

計画しております。 
 
セグメント別の業績は次のとおりであります。 
[遊技機関連事業] 

当部門の売上高は、2,297 百万円（前年同期実績 2,278 百万円）となりました。主なものは、プリペイドカー

ドシステム関連機器の販売であります。当部門の営業損益は、下期は 38 百万円の黒字となりましたが、上期

の損失の挽回にはいたらず、通期の営業損失は 174 百万円（前年同期営業利益 683 百万円）となりました。 
 
[ゲーム機器関連事業] 

当部門の売上高は、278 百万円（前年同期実績 193 百万円）となりました。主なものは、映像開発受託によ

るものであります。ゲーム機メーカーからの開発ツールの提供が遅れたため、開発に一部遅延が生じ、中間成

果物の検収が遅れたことから、少額ではありますが 3 百万円の営業損失（前年同期営業損失 6 百万円）となり

ました。 
 
[通信関連事業事業] 

当部門の売上高は、200 百万円（前年同期実績 559 百万円）となりました。主なものは、プリペイドカードシ

ステム第三者管理料、通信関連機器の販売及び通信将棋対局ネットワーク使用料であります。 
これによる営業損失は、222 百万円（前年同期営業損失 185 百万円）となりました。 
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(2)財政状態 

 当連結会計期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は前期末と比較し 140 百万円増加し、

期末残高は 573 百万円となりました。 
 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
 営業活動の結果使用した資金は、1,757 百万円となりました。 

これは、税金等調整前当期純損失が 1,376 百万円発生したこと、たな卸資産が 611 百万円増加したことが

主な要因です。 
 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
 投資活動の結果使用した資金は、287 万円となりました。 
 これは主に、プリペイドカードシステムのお客様へ貸与機器部分の取得と、遊技機関連機器を製造するため

の金型や工具器具等を取得したこととによるものです。また、営業拠点開設に伴う敷金、保証金等の支出も 8
百万円発生いたしました。 
 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
 財務活動の結果得られた資金は、2,185 百万円となりました。 

これは、上期に今後直販体制を整備しプリペイドカードシステムを拡販していくための運転資金として、長期

借入金により 300 百万円、社債発行により 494 百万円を調達したこと、及び下期に不安定となった財務構造

を改善し、有利子負債の削減と自己資本比率の改善を目的として、親会社であるアルゼ株式会社を割当先と

する第三者割当増資による収入 1,195 百万円によるものです。 
 
(3)次期の見通し 
遊技機関連事業につきましては、みなし機の撤去・入替えが継続して行われるため、遊技ホールの

設備投資資金が遊技機へ優先的に投下される状況は、当面は継続すると見込まれております。従って、当社

が取り扱う周辺機器への投資は、抑制傾向が続くことが見込まれる状況ではありますが、昨年立ち上げた営業

体制を更に強化し、営業要員増強によるお客様への提案活動量を増大するとともに、協力企業との連携を強

め、一体となった攻略を行ってまいります。また、既に当社システムを導入して戴いたお客様のチェーン店や

系列企業への導入をはかり、平成 19 年 3 月期は、新規導入店 200 店舗、売上高 44 億円を目指します。 
 ゲーム機器関連事業につきましては、映像コンテンツの受託開発を中心に堅実な事業を行い、親会社以外

からの受託１億円以上の確保を目指してまいります。 
 通信機器関連事業につきましては、「BaMBoo Link」の大手通信業者を通じての販売は、平成 18 年 8 月

以降開始される見込みとなっており、その他に販売パートナーとして、電設業者、オフィス機器販売業者等と

の協力体制も構築されてきております。また、プリペイドカードシステム第三者管理料も加盟店の増加に伴い

拡大いたしますので、当事業の売上高は 3 億円を目指します。 
 以上の結果、平成 19 年 3 月期の連結売上高は 4,864 百万円、連結経常利益は 280 百万円、連結当期純

利益は 208 百万円を見込んでおります。 
 

 

 

 

※当資料の記載内容のうち、将来の見通し及び計画は発表日現在の状況に基づくものであり、潜在的リスクや不確実性

を含んでおり、また、業績に与える要因はこれらに限定されるものではありません。従って、諸要因の変化により実際の

業績は記載事項と大きく異なる可能性があります。 
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(4)事業等のリスク 
 当社グループの業績、株価及び財務状況に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなもの

があります。これらのリスク項目は、発表日現在において当社が判断したものでありますが、発生の

可能性のある全てのリスクを網羅するものではありません。 
①市場での競争激化について 

  遊技場業界を取り巻く市場環境が依然として厳しさを増すなか、限られた設備投資意欲旺盛な遊

技場をめぐるプリペイドカードシステム業界の競争もますます激化することが予想されます。現状、

当社のカードシステム機器は、競合他社の製品と比較して、機能面、価格面ともに市場での競争力

を確保はしておりますが、今後予想を上回るスピードで市場価格の下落が進行し、且つ顧客である

遊技場の価格選好指向が強いと判断された場合には、当社グループとしても現状の販売価格の維持

が困難になる状況も想定されます。開発、購買及び製造段階においてバリューエンジニアリングを

導入し、より一層のコストダウンに努めますものの、価格の下落幅がコストダウンを上回った場合

には、売上高のみならず営業利益の減少が避けられず、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性

があります。 
②法的規制について 

  当社の顧客であるパチンコホールは、店内の設備投資を行うさい「風俗営業等の規制及び業務の適正

化等に関する法律」(以下、「風営法」という)に基づき、事前に各都道府県公安委員会に届出書を提出し、

承認を受けなければなりません。 

また、営業上、「風営法」の他、「各都道府県条例」による法規制を受け、過度な射幸性を規制する目的

等から、遊技場業界が自主規制を行うことがあります。 

今後、遊技場に対する新たな法的規則の制定や、自主規制の実施等により、パチンコホールの営業に

制約が課せられた場合、ホールの設備投資の状況により、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消費税対応について 
  消費税の引き上げが行われた場合、遊技場における消費税の取扱いに関し、プリペイドカードシ

ステム業界として対応策を検討中ですが、消費税の徴収方法によっては、大幅なシステム変更が必

要になるほか、利便性、コスト面から市場におけるプリペイドカードシステム関連製品の競争力が

低下し、売上高の減少は避けられず、開発負担の増加とあいまって当社グループの業績に影響を及

ぼす可能性があります。 
④VoIP 市場における通信環境の整備について 

  国内の通信関連市場において、企業向け VoIP（Voice Over IP）市場は、近年順調に成長し 200
６年には、900 億円を超える市場規模に達するものと予測されております。当社グループは、当期

より本格的に企業向け IP-PBX（交換機）の販売を開始致しますが、IP 電話の普及に関しては、イ

ンターネット関連のインフラ等環境整備が不可欠であり、旧来の電話から IP 電話への切り替え需要

に加え、大手通信業者による通信環境の整備が当初の見込より遅れた場合には、販売計画の見直し

が避けられず、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 
 



６　連結財務諸表等

　（1）連結貸借対照表

当連結会計年度 前連結会計年度 増減
平成18年３月31日 平成17年３月31日 (△印は減)

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額
（千円）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

　１　現金及び預金 573,271 432,451

　２　受取手形及び売掛金 1,058,780 1,316,169

　３　たな卸資産 2,026,459 1,415,220

　４　繰延税金資産 － 20,907

　５　その他 204,554 159,927

　  　貸倒引当金 △18,641 △1,290

　　流動資産合計 3,844,424 85.3 3,343,386 79.5 501,037

Ⅱ　固定資産

　１　有形固定資産

 　(1)　建物及び構築物 143,537 184,779

　　　　減価償却累計額 97,776 45,760 93,717 91,061

   (2)　機械装置及び運搬具 － 2,612

　　　　減価償却累計額 － － 1,576 1,035

   (3)　工具器具及び備品 571,127 661,519

　　　　減価償却累計額 465,058 106,068 451,137 210,382

   (4)　貸与機器 127,119 －

　　　　減価償却累計額 8,422 118,697 － －

   (5)　土地 118,433 205,177

　　　有形固定資産合計 388,959 8.6 507,657 12.1 △118,697

　２　無形固定資産

　 (1)　営業権 97,742 130,323

　 (2)　ソフトウェア 103,871 171,856

 　(3)　その他 2,693 2,693

　　　無形固定資産合計 204,306 4.5 304,872 7.2 △100,565

　３　投資その他の資産

 　(1)　投資有価証券 8,103 4,293

　 (2)　延滞債権 ※１ 96,055 96,055

　 (3)　長期前払費用 － 8

　 (4)　差入保証金 48,393 40,191

   (5)　その他 5,051 5,101

      　貸倒引当金 △96,055 △96,055

　　　投資その他の資産合計 61,548 1.4 49,594 1.2 11,953

　　固定資産合計 654,814 14.5 862,124 20.5 △207,309

Ⅲ　繰延資産

　１　新株発行費 4,142 －

　２　社債発行費 4,266 －

　　繰延資産合計 8,408 0.2 － － 8,408

　　資産合計 4,507,647 100.0 4,205,510 100.0 302,136

－ 10 －



（単位：千円）
当連結会計年度 前連結会計年度 増減

平成18年３月31日 平成17年３月31日 (△印は減)

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額
（千円）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

　１　支払手形及び買掛金 748,049 1,112,584

　２　一年内償還予定
　　　社債

100,000 －

  ３　短期借入金 1,800,000 1,522,000

  ４　一年内返済予定
　　　長期借入金

101,500 4,692

　５　未払金 58,833 73,088

　６　未払費用 22,204 26,249

　７　未払法人税等 17,986 18,139

　８　未払消費税等 1,086 6,348

　９　前受金 － 189,570

　10　賞与引当金 14,015 －

　11　その他 8,746 9,521

　　　流動負債合計 2,872,421 63.7 2,962,194 70.4 △89,772

Ⅱ　固定負債

　１　社債 350,000 －

　２　長期借入金 175,000 4,252

　３　繰延税金負債 2,885 1,335

　４　その他 74,500 －

　　　固定負債合計 602,385 13.4 5,587 0.2 596,798

　　　負債合計 3,474,807 77.1 2,967,781 70.6 507,025

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※４ 2,495,050 55.4 1,894,975 45.1 600,075

Ⅱ　資本剰余金 2,822,280 62.6 2,222,205 52.8 600,075

Ⅲ　利益剰余金 △4,285,436 △95.1 △2,878,301 △68.4 △1,407,135

Ⅳ　その他有価証券
　　評価差額金

4,205 0.1 1,946 0.0 2,259

Ⅴ　自己株式 ※５ △3,259 △0.1 △3,095 △0.1 △163

　　　資本合計 1,032,840 22.9 1,237,729 29.4 △204,889

　　　負債・資本合計 4,507,647 100.0 4,205,510 100.0 302,136

－ 11 －



　（2）連結損益計算書

当連結会計年度 前連結会計年度
自　平成17年４月１日 自 平成16年４月１日
至　平成18年３月31日 至 平成17年３月31日

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額
（千円）

Ⅰ　売上高 2,705,553 100.0 2,971,475 100.0 △265,921

Ⅱ　売上原価 ※２ 2,274,057 84.1 1,708,920 57.5 565,136

　　　売上総利益 431,496 15.9 1,262,554 42.5 △831,058

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2 1,139,588 42.1 983,716 33.1 155,872

　　　営業利益又は
　　　営業損失(△)

△708,091 △26.2 278,838 9.4 △986,930

Ⅳ　営業外収益

　１　受取利息 0 263

　２　受取配当金 48 45

　３　賃貸料収入 6,840 6,840

　４　為替差益 264 －

　５　その他 1,959 9,112 0.3 1,250 8,399 0.3 713

Ⅴ　営業外費用

　１　支払利息 26,329 21,924

　２　手形売却損 5,842 －

　３　為替差損 － 1,953

　４　差入保証金償却 － 11,687

　５　その他 8,015 40,186 1.4 － 35,565 1.2 4,621

　　　経常利益又は
　　　経常損失(△)

△739,165 △27.3 251,673 8.5 △990,839

Ⅵ　特別利益

　１　貸倒引当金戻入額 10 10 0.0 2,585 2,585 0.1 △2,575

Ⅶ　特別損失

　１　固定資産除却損 ※３ 64,952 3,210

　２　減損損失 ※４ 128,975 －

　３　たな卸資産評価損 175,468 182,650

　４　製品改良対策費 242,618 －

　５　貸倒引当金繰入額 25,360 637,374 23.6 － 185,860 6.3 451,513

　　　税金等調整前当期純
　　　利益又は税金等調整
　　　前当期純損失(△)

△1,376,530 △50.9 68,397 2.3 △1,444,927

　　　法人税、住民税
　　　及び事業税

9,696 1,430

　　　法人税等調整額 20,907 30,604 1.1 － 1,430 0.0 29,174

　　　当期純利益又は
　　　当期純損失(△)

△1,407,135 △52.0 66,966 2.3 △1,474,101

増減
(△印は減)
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　（3）連結剰余金計算書

当連結会計年度 前連結会計年度
自　平成17年４月１日 自　平成16年４月１日
至　平成18年３月31日 至　平成17年３月31日

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 2,222,205 2,204,580 17,625

Ⅱ　資本剰余金増加高

　１　増資による
　　　新株の発行

600,075 －

　２　合併による
　　　資本剰余金増加高

－ 600,075 17,625 17,625 582,450

Ⅲ　資本剰余金期末残高 2,822,280 2,222,205 600,075

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 △2,878,301 △2,945,267 66,966

Ⅱ　利益剰余金増加高

　１　当期純利益 － － 66,966 66,966 △66,966

Ⅲ　利益剰余金減少高

　１　当期純損失 1,407,135 1,407,135 － － 1,407,135

Ⅳ　利益剰余金期末残高 △4,285,436 △2,878,301 1,407,135

増減
(△印は減)
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　（4）連結キャッシュ・フロー計算書

当連結会計年度 前連結会計年度
自　平成17年４月１日 自　平成16年４月１日

至　平成18年３月31日 至　平成17年３月31日

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

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又は
　　　税金等調整前当期純損失(△)

△1,376,530 68,397

　　　減価償却費 196,440 198,648
　　　営業権償却 32,580 32,580
　　　差入保証金償却 － 11,687
　　　新株発行費償却 172 －
　　　社債発行費償却 1,600 －
　　　減損損失 128,975 －
　　　貸倒引当金の増減額 17,351 △1,585
　　　賞与引当金の増加額 14,015 －
　　　受取利息及び受取配当金 △48 △308
　　　支払利息 35,982 21,924
　　　為替差損益 △264 1,953
　　　有形固定資産除却損 64,952 3,210
　　　売上債権の増減額 257,389 △887,018
　　　たな卸資産の増加額 △611,239 △408,215
　　　前渡金の増減額 72,492 △93,097
　　　仕入債務の増減額 △344,350 695,889
　　　未払金の増減額 42,457 △15,184
　　　未払消費税等の減少額 △5,308 △11,591
　　　未収消費税等の増減額 △70,602 1,859
　　　前受金の増減額 △189,000 186,795
　　　その他流動資産の増減額 △45,997 27,518
　　　その他流動負債の増減額 61,620 19,139
　　　　　小計 △1,717,311 △147,397
　　　利息及び配当金の受取額 48 308
　　　利息の支払額 △37,281 △21,917
　　　法人税等の支払額 △2,360 △320
　　営業活動によるキャッシュ・フロー △1,756,904 △169,326 △1,587,577
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　　有形固定資産の取得による支出 △280,214 △156,942
　　　有形固定資産の売却による収入 686 －
　　　無形固定資産の取得による支出 △1,000 △142,444
　　　貸付けによる支出 － △82,100
　　　貸付金の回収による収入 － 127,100
　　　保証金の差入による支出 △8,705 △17,032
　　　保証金の返還による収入 1,283 23,606
　　　その他 50 △3,136
　　投資活動によるキャッシュ・フロー △287,901 △250,949 △36,951
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　　短期借入による収入 3,150,000 1,413,000
　　　短期借入金の返済による支出 △2,872,000 △677,400
　　　長期借入による収入 300,000 －
　　　長期借入金の返済による支出 △32,444 △145,532
　　　新株の発行による収入 1,195,710 －
　　　社債の発行による収入 494,257 －
　　　社債の償還による支出 △50,000 －
　　　自己株式の取得による支出 △163 △2,754
　　財務活動によるキャッシュ・フロー 2,185,360 587,313 1,598,047
Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 264 △1,953 2,218
Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 140,819 165,082 △24,263
Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 432,451 106,151 326,300
Ⅶ　合併による現金及び現金同等物の増加額 － 161,217 △161,217
Ⅷ　現金及び現金同等物の期末残高 573,271 432,451 140,819

増減
(△印は減)
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　継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

当連結会計年度 前連結会計年度
自　平成17年４月１日 自　平成16年４月１日
至　平成18年３月31日 至　平成17年３月31日

　当社は、当連結会計年度において、708百万円の営 ――――――――――

業損失を計上し、営業キャッシュ・フローについても

前連結会計年度のマイナス169百万円に引き続き当連

結会計年度は1,756百万円のマイナスとなっており、

継続企業の前提に関する重要な疑義を抱かせる事象又

は状況が存在しています。

　当社は、本年第２四半期より遊技場向けプリペイド

カードシステムの直販体制を整備するとともに、紙幣

収納型カードユニットの機能充実をはかるため抜本的

改良を実施し、第３四半期以降市場導入いたしました

。この改良した製品を中心に、来期は積極的な受注活

動を行うことにより、売上高、営業利益を確保し、更

に購買・製造管理体制の強化を親会社であるアルゼ㈱

の協力を得て推進し、より一層のコストダウンを実現

することで収益力の向上とキャッシュ・フローの改善

を図ってまいります。

　通信機器関連事業においてもBaMBoo Link関連製品

の開発活動が一巡し、来期より販売活動を本格化する

ことによる業績の改善を計画しております。

　また、当社の親会社であるアルゼ㈱からは、当社の

業績改善のために必要な支援をする旨の了解を頂いて

おり、平成18年３月にはアルゼ㈱から１２億円の第三

者割当増資をうけ、財務内容を強化しております。

　連結財務諸表は、継続企業を前提として作成されて

おり、このような重要な疑義の影響を連結財務諸表に

は反映しておりません。
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　連結財務諸表作成のための基本となる事項

当連結会計年度 前連結会計年度
自　平成17年４月１日 自　平成16年４月１日
至　平成18年３月31日 至　平成17年３月31日

１　連結の範囲に関する事 連結子会社の数　　　１社 同左

　　項 連結子会社の名称　　

　日本将棋ネットワーク㈱

２　持分法の適用に関する 　該当事項はありません。 同左

　　事項

３　連結子会社の事業年度 　連結子会社の事業年度の末日は、連 同左

　　等に関する事項 結決算日と一致しております。

４　会計処理基準に関する イ　有価証券 イ　有価証券

　　事項 　その他有価証券 　その他有価証券

(1) 重要な資産の評価基準 　　時価のあるもの 　　時価のあるもの

　　及び評価方法 　　決算日の市場価格等に基づく時価 同左

　法（評価差額は部分資本直入法によ

　り処理し、売却原価は移動平均法に

　より算定）によっております。

　　時価のないもの 　　時価のないもの

　　移動平均法による原価法によって 同左

　おります。

ロ　たな卸資産 ロ　たな卸資産

　(ｲ) 製品・原材料 　(ｲ) 製品・原材料

　　　総平均法による原価法によって 同左

　　おります。

　(ﾛ) 仕掛品 　(ﾛ) 仕掛品

　　　個別法による原価法によってお 同左

　　ります。

(2) 重要な減価償却資産の イ　有形固定資産 イ　有形固定資産

　　減価償却の方法 　　定率法によっております。 同左

　　なお、主な耐用年数は以下のとお

　りであります。

　　建物及び構築物

１０～４７年

　　工具器具備品及び貸与機器

２～１５年

ロ　無形固定資産 ロ　無形固定資産

　　定額法によっております。 同左

　　なお、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

　（３年又は５年）に基づく定額法に

　よっております。

ハ　長期前払費用 ハ　長期前払費用

　　定額法によっております。 同左

　　なお、償却期間については、法人

　税法に規定する方法と同一の基準に

　よっております。

(3) 繰延資産の処理方法 イ　新株発行費 イ 　　  ――――――――

　  商法施行規則に規定する 長期間

  (３年間)で均等償却しております。

ロ　社債発行費 ロ 　　  ――――――――

　  商法施行規則に規定する 長期間

  (３年間)で均等償却しております。

項目
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当連結会計年度 前連結会計年度
自　平成17年４月１日 自　平成16年４月１日
至　平成18年３月31日 至　平成17年３月31日

(3) 重要な引当金の計上基 イ　貸倒引当金 イ　貸倒引当金

　　準 　　債権の貸倒による損失に備えるた 同左

　め、一般債権については貸倒実績率

  により、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。

ロ　賞与引当金 ロ 　　  ――――――――

　  従業員に対する賞与の支給に充て

  るため、支給見込額のうち当連結会

  計年度の負担額を計上しております｡

  （追加情報）

　  従来、従業員の給与支給額は、年

  間給与総額で決定する方法であった

  ため、賞与引当金の計上は不要でし

　たが、給与規定の改定に伴い、一部

　の従業員については営業成績に連動

　した賞与を別途支給することになっ

　たため、当連結会計年度より賞与引

　当金を計上することにいたしました｡

　　この結果、営業利益、経常利益及

　び税金等調整前当期純利益が、それ

　ぞれ14,015千円減少しております。

(4) 重要なリース取引の処 　リース物件の所有権が、借主に移転 同左

　　理方法 すると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引については、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっております。

(5) その他連結財務諸表作 イ　消費税等の会計処理　　　 イ　消費税等の会計処理　　　

　　成のための重要な事項 　　税抜方式によっております。 同左

５　連結子会社の資産及び 　連結子会社の資産及び負債の評価に 同左

　　負債の評価に関する事 ついては、全面時価評価法を採用して

　　項 おります。

６　連結調整勘定の償却に 　該当事項はありません。 同左

　　関する事項

７　利益処分項目等の取扱 　連結剰余金計算書は、連結会社の損 同左

　　いに関する事項 失処理について、連結会計年度中に確

定した損失処理に基づいて作成してお

ります。

８　連結キャッシュ・フロ 　手許現金、随時引き出し可能な預金 同左

　　ー計算書における資金 及び容易に換金可能であり、かつ、価

　　の範囲 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ヶ月以内に償還期

限の到来する短期投資からなっており

ます。

項目

－ 17 －



　会計処理の変更

当連結会計年度 前連結会計年度
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）

　当連結会計年度から「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」

（企業会計基準委員会　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。

　この結果､税金等調整前当期純利益が128,975千円減

少しております。

　なお、減損損失累計額については、当該各資産の金

額から直接控除しております。

　表示方法の変更

当連結会計年度 前連結会計年度
自　平成17年４月１日 自　平成16年４月１日
至　平成18年３月31日 至　平成17年３月31日

（連結貸借対照表） （連結損益計算書）

　当連結会計年度から、「前受金」（当連結会計年度 　前連結会計年度まで「製品評価損」として表示して

570千円）は、金額が僅少となったため、流動負債「 おりましたが、当連結会計年度において、仕掛品の評

その他」に含めて表示しております。 価損が発生したため、製品の評価損と一括して「たな

卸資産評価損」として表示することといたしました。

　なお、たな卸資産評価損の内訳は次のとおりであり

ます。

　製品 91,440 千円

　仕掛品 91,210 千円

――――――――――
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　注記事項

　 (連結貸借対照表関係）

当連結会計年度 前連結会計年度
平成18年３月31日 平成17年３月31日

※１　延滞債権は、財務諸表等規則第32条第１項第10 ※１　　　　　　　　　同左

　　号に規定する債権であります。

　２　偶発債務 　２　　　　　――――――――――

　　　提出会社が一部周辺機器の開発製造を委託して

　　いた東和メックス㈱より、平成17年７月29日付で

　　東京地方裁判所において、代金等支払請求訴訟

　　（請求額29,610千円)が提起されております。

　　　これに対して当社は平成18年1月25日付で、支

　　払済みの委託料返還請求訴訟（訴額67,011千円）

　　を反訴提起しており、現在係争中であります。

　３　受取手形割引高 18,620 千円 　３　　　　　――――――――――

※４　当社の発行済株式総数は普通株式13,190,450株 ※４　当社の発行済株式総数は普通株式9,761,450株

　　であります。 　　であります。

※５　連結会社が保有する自己株式の数は普通株式 ※５　連結会社が保有する自己株式の数は普通株式

　　 4,070株であります。 　　 3,750株であります。
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　　(連結損益計算書関係）

当連結会計年度 前連結会計年度
自　平成17年４月１日 自　平成16年４月１日
至　平成18年３月31日 至　平成17年３月31日

※１　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は ※１　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は

　　次のとおりであります。 　　次のとおりであります。

　　　研究開発費 227,032 千円 　　　研究開発費 419,910 千円

　　　役員報酬 60,383 　　　役員報酬 70,011

　　　給料手当 289,315 　　　給料手当 206,627

　　　賞与引当金繰入額 14,015 　　　賃借料 39,610

　　　賃借料 90,627 　　　広告宣伝費 7,987

　　　広告宣伝費 15,264 　　　支払手数料 47,400

　　　旅費交通費 82,639 　　　減価償却費 11,292

　　　支払手数料 80,598 　　　営業権償却 32,580

　　　営業権償却 32,580 　　　貸倒引当金繰入額 1,000

※２　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開 ※２　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開

　　発費の総額は次のとおりであります。 　　発費の総額は次のとおりであります。

227,032 千円 419,945 千円

※３　固定資産除却損の内訳は次のとおりでありま ※３　固定資産除却損の内訳は次のとおりでありま

　　す。 　　す。

　　　　工具器具備品 64,870 千円 　　　　建物 2,838 千円

　　　　機械装置及び運搬具 81 　　　　工具器具備品 372

※４　減損損失 ※４　　　　　――――――――――

　  ①減損損失の内容

　　  1)用途・・・賃貸用住宅

　　  2)場所・・・東京都世田谷区

　　  3)金額・・・土地 86,744 千円

　　　　　　　　　建物 42,231

　　　　　　 　　　 計 128,975

　  ②減損損失を認識するに至った経緯

　　　  地価が著しく下落したため減損損失を認識し

      ました。

　  ③グルーピングの方法

        原則として事業部別に区分し、賃貸用住宅

　　　 については、個々の物件を単位としておりま

 　 　　す。

　　④回収可能価額の算定方法等

　　　　当該資産の回収可能価額は、使用価値により

　　　測定しており、将来キャッシュ・フローを3.6

　　　％で割り引いて算定しております。
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　　(連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当連結会計年度 前連結会計年度
自　平成17年４月１日 自　平成16年４月１日
至　平成18年３月31日 至　平成17年３月31日

１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表 １　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

　に掲載されている科目の金額との関係 　に掲載されている科目の金額との関係

　　　現金及び預金勘定 573,271 千円 　　　現金及び預金勘定 432,451 千円

　　　現金及び現金同等物 573,271 　　　現金及び現金同等物 432,451

２　　　　　　―――――――――― ２　重要な非資金取引の内容

　①ユーディテック・ジャパン㈱との合併

　　当連結会計年度に合併したユーディテック・ジャ

　パン㈱より引き継いだ資産及び負債の主な内訳は次

　のとおりであります。また、合併により増加した資

　本金及び資本準備金は、それぞれ87,625千円及び

　17,625千円であります。

　　流動資産 368,880 千円

　　固定資産 212,666

　　　資産合計 581,547

　　流動負債 395,773

　　固定負債 80,524

　　　負債合計 476,297

　②㈱企画デザイン工房戦船との合併

　　当連結会計年度に合併した㈱企画デザイン工房戦

　船より引き継いだ資産及び負債の主な内訳は次のと

　おりであります。また、合併により増加した資本金

　は、20,000千円であります。

　　流動資産 26,037 千円

　　固定資産 25,406

　　　資産合計 51,443

　　流動負債 12,820

　　固定負債 18,623

　　　負債合計 31,443
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　　(リース取引関係）

当連結会計年度 前連結会計年度
自　平成17年４月１日 自 平成16年４月１日
至　平成18年３月31日 至 平成17年３月31日

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められ 　リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引 るもの以外のファイナンス・リース取引

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額

　相当額及び期末残高相当額 　相当額及び期末残高相当額

取得価額
相当額

（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

取得価額
相当額

（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

工具器具及び
備品

241,716 14,719
工具器具及び

備品
7,369 1,028

ソフトウェア 3,167 2,164 ソフトウェア 3,167 1,531

合計 244,884 16,884 合計 10,537 2,559

(2) 未経過リース料期末残高相当額 (2) 未経過リース料期末残高相当額

　　 １年内 千円 　　　１年以内 千円

　　 １年超 　　　１年超

　　　 合計 　　　合計

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息 (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息

  相当額   相当額

　　支払リース料 千円 　　支払リース料 千円

　　減価償却費相当額 　　減価償却費相当額

　　支払利息相当額 　　支払利息相当額

(4) 減価償却費相当額の算定方法 (4) 減価償却費相当額の算定方法

　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす 同左

　る定額法によっております。

(5) 利息相当額の算定方法 (5) 利息相当額の算定方法

　　リース料総額とリース物件の取得価額相当額と 同左

  の差額を利息相当額とし、各期への配分方法につ

  いては利息法によっておリます。

期末残高
相当額

（千円）

6,340

1,636

7,977

期末残高
相当額

（千円）

226,996

1,003

228,000

59,266

217,453

276,719

2,077

5,964

8,041

17,212

14,324

5,101

1,918

1,828

112
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　　(有価証券関係）

　　　　当連結会計年度（平成18年３月31日現在）

　　　１　その他有価証券で時価のあるもの

(単位：千円）

区分

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

 (1) 株式 7,091

 (2) 債券 －

 (3) その他 －

小計 7,091

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

 (1) 株式 －

 (2) 債券 － －

 (3) その他 － －

小計 －

合計 7,091

　　　２　時価のない主な有価証券の内容

(単位：千円）

内容 連結貸借対照表計上額

 　非上場株式 0

1,012

－

8,103

1,012

－

－

－

－

差額取得原価

1,012 8,103

8,103

－

連結貸借対照表計上額
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　　　　前連結会計年度（平成17年３月31日）

　　　１　その他有価証券で時価のあるもの

(単位：千円）

区分

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

 (1) 株式 3,281

 (2) 債券 － －

 (3) その他 － －

小計 3,281

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

 (1) 株式 －

 (2) 債券 － －

 (3) その他 － －

小計 －

合計 3,281

　　　２　時価のない主な有価証券の内容

(単位：千円）

内容 連結貸借対照表計上額

 　非上場株式 0

　　(デリバティブ取引関係）
　　    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）及び前連結会計年度（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、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

　　(退職給付関係）
　　    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）及び前連結会計年度（自平成16年４

　      月１日  至平成17年３月31日）

　　　　　当社グループでは、退職金制度及び退職年金制度を採用しておりませんので、該当事項はありま

　　　　せん。

－ －

1,012 4,293

－ －

－

－

取得原価 連結貸借対照表計上額 差額

1,012 4,293

－

－

1,012 4,293
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　　(税効果会計関係）

当連結会計年度 前連結会計年度
平成18年３月31日 平成17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 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 　別の内訳

（単位：千円） （単位：千円）

　　繰延税金資産（流動） 　　繰延税金資産（流動）

　　　たな卸資産評価損 　　　たな卸資産評価損

　　　その他 　　　繰越欠損金

　　繰越税金資産（流動）小計 　　　減価償却超過額

　　評価性引当額 　　　その他

　　繰延税金資産（流動）合計 　　繰越税金資産（流動）小計

　　評価性引当額

　　繰延税金資産（固定） 　　繰延税金資産（流動）合計

　　　貸倒引当金損金算入限度超過額 　　繰延税金資産（固定）

　　　減価償却超過額 　　　貸倒引当金損金算入限度超過額

　　　減損損失 　　　減価償却超過額

　　　営業権償却超過額 　　　営業権償却超過額

　　　投資有価証券評価損 　　　投資有価証券評価損

　　　ゴルフ会員権評価損 　　　ゴルフ会員権評価損

　　　繰越欠損金 　　　繰越欠損金

　　繰延税金資産（固定）小計 　　繰延税金資産（固定）小計

　　評価性引当額 　　評価性引当額

　　繰延税金資産（固定）合計 　　繰延税金資産（固定）合計

　　繰延税金負債（固定） 　　繰延税金負債（固定）

　　　その他有価証券評価差額金 　　　その他有価証券評価差額金

　　繰延税金負債（固定）合計 　　繰延税金負債（固定）合計

　　繰延税金負債の純額 　　繰延税金資産の純額

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負 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 　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の内訳 　原因となった主要な項目の内訳

　　法定実効税率 40.69 ％ 　　法定実効税率 40.69 ％

　　　（調整） 　　　（調整）

　　評価性引当額 △42.02 　　評価性引当額 △43.34

　　住民税均等割 △0.70 　　住民税均等割 3.45

　　その他 △0.19 　　その他 1.29

　　税効果会計適用後の法人税等の負担率 △2.22 　　税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.09

1,335

26,747

7,324

838,054

1,527

925,994

－

19,572

△925,994

39,085

1,527

13,257

39,08518,301

52,480

157,317

20,909

△160,807

20,907

3,001

488

181,714

228,835

13,316

△242,151

－

242,151

1,176,599

△1,176,599

－

2,885

13,257

1,335

2,885

2,885

7,324

1,044,625
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　　(セグメント情報）

    １　事業の種類別セグメント情報

　　　　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）
(単位：千円）

遊技機
関連事業

ゲーム機器
関連事業

通信
関連事業

計
消去又は

全社
連　結

Ⅰ 売上高及び営業損益

　 売上高

2,232,519 278,531 194,502 2,705,553 － 2,705,553

65,469 － 6,400 71,869 (71,869) －

2,297,988 278,531 200,902 2,777,423 (71,869) 2,705,553

　 営業費用 2,472,412 281,888 423,207 3,177,492 236,153 3,413,645

△174,423 △3,357 △222,304 △400,069 (308,022) △708,091

　 資産 3,011,511 88,258 674,333 3,774,102 733,545 4,507,647

　 減価償却費 112,521 5,604 108,858 226,985 2,035 229,021

　 減損損失 － － － － 128,975 128,975

　 資本的支出 188,939 2,774 12,370 204,083 233 204,317

 (注) １  事業区分の方法

      　  製品・サービスの種類、性質等の類似性を考慮して、パチスロ・パチンコ遊技機関連製品を取り

    　    扱う遊技機関連事業と、家庭用および業務用ゲーム関連製品を取り扱うゲーム機器関連事業、通

      　  信・ネットワーク機器関連製品・サービスを取り扱う通信関連事業の３つに区分しております。

 　　 ２  各事業区分の主な製品および事業内容

　　　　　遊技機関連事業 ……………遊技場向周辺機器の製造・販売

          ゲーム機器関連事業 ………映像開発、家庭用ゲームおよび業務用ゲームの開発・販売ならびに

これら開発に係るロイヤリティの供与

      　  通信関連事業……………… 通信・ネットワーク機器の開発、将棋の通信対局、プリペイドカード

システムの第三者管理料

 　　 ３  営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は 308,022千円であり、主

　　　　　なものは、役員及び総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

　　　４  資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は 733,545千円であり、その主なもの

　　　　　は、当社での余資運用資金（現金及び預金・有価証券）、差入保証金及び管理部門に係る固定資

　　　　　産であります。

　　　５  減価償却費及び資本的支出には営業権及び長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれておりま

　　　　　す。

Ⅱ 資産、減価償却費
   及び資本的支出

計

 (1) 外部顧客に
     対する売上高

 (2) セグメント間の内部
　　 売上高又は振替高

　 営業利益又は
　 営業損失(△)
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　　　　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）
(単位：千円）

遊技機
関連事業

ゲーム機器
関連事業

通信
関連事業

計 消去又は全社 連　結

Ⅰ 売上高及び営業損益

　 売上高

2,233,030 193,172 545,272 2,971,475 － 2,971,475

45,962 － 14,400 60,362 (60,362) －

2,278,993 193,172 559,672 3,031,838 (60,362) 2,971,475

　 営業費用 1,595,577 199,208 745,542 2,540,328 152,307 2,692,636

683,415 △6,036 △185,870 491,509 (212,670) 278,838

　 資産 2,458,468 331,799 669,023 3,459,291 746,219 4,205,510

　 減価償却費 118,760 4,599 102,672 226,031 5,197 231,228

　 資本的支出 200,365 1,621 156,003 357,989 6,431 364,421

 (注) １　事業区分の方法

      　  製品・サービスの種類、性質等の類似性を考慮して、パチスロ・パチンコ遊技機関連製品を取り

    　    扱う遊技機関連事業と、家庭用および業務用ゲーム関連製品を取り扱うゲーム機器関連事業、通

      　  信・ネットワーク機器関連製品・サービスを取り扱う通信関連事業の３つに区分しております。

 　　 ２  各事業区分の主な製品および事業内容

　　　　　遊技機関連事業 ……………遊技場向周辺機器の販売、親会社取扱製品であるパチスロ・パチン

コに係る開発支援および部品の供給ならびにこれら開発に係るロイ

ヤリティの供与

　　　　　テレビゲーム関連事業 ……家庭用ゲームおよび業務用ゲームの開発・販売ならびにこれら開発

に係るロイヤリティの供与

      　  通信関連事業……………… 通信・ネットワーク機器の開発、将棋の通信対局、ハウスカードシ

ステムの第三者管理料

 　　 ３  営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は 212,670千円であり、主

　　　　　なものは、役員及び総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

　　　４  資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は 778,507千円であり、その主なもの

　　　　　は、当社での余資運用資金（現金及び預金・有価証券）、差入保証金及び管理部門に係る固定資

　　　　　産であります。

　　　５  減価償却費及び資本的支出には営業権及び長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれておりま

　　　　　す。

　　　６　従来の「テレビゲーム関連事業」については、当連結会計年度より、被合併法人である㈱企画デ

　　　　  ザイン工房戦船が行っていた映像開発事業を含めて「ゲーム機器関連事業」に名称を変更するこ

　　　　  とにいたしました。

          また、従来の「その他の事業」については、当連結会計年度より、被合併法人であるユーディテ

　　　　  ック・ジャパン㈱が行っていた通信・ネットワーク機器の開発等の事業を含めて｢通信関連事業｣

　　　　  に名称を変更することにいたしました。

    ２　所在地別セグメント情報

　　  当連結会計年度及び前連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外

　　支店がないため、該当事項はありません。

    ３　海外売上高

　　  当連結会計年度及び前連結会計年度において、海外売上高がないため、該当事項はありません。

Ⅱ 資産、減価償却費
   及び資本的支出

計

 (1) 外部顧客に
     対する売上高

 (2) セグメント間の内部
　　 売上高又は振替高

　 営業利益又は
　 営業損失(△)
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　　(関連当事者との取引）

　　　　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) 親会社及び法人主要株主等

(単位：千円)

関係内容

役員の
兼任等

事業上
の関係

製品の販売 125,865

ロイヤリティ収入 7,848

商品仕入 30,084

製品の委託開発 732

事務所の賃借 69,844
流動資産
(その他)

6,344

システムサポート 3,084 未払金 2,012

敷金 －
差入
保証金

36,520

増資の引受 1,200,150 － －

資金の借入 1,450,000
短期
借入金

700,000

支払利息 7,260
流動資産
(その他)

1,006

(注) 取引条件ないし取引条件等の決定方法

　　 開発支援、電子部品の供給及び製品の製造委託については、市場価格、総原価を勘案して当社希望価格を提示

　　 し、個別交渉の上決定しております。

        (2) 役員及び個人主要株主等

(単位：千円)

関係内容

役員の
兼任等

事業上
の関係

役
員

富士本 淳
東京都

世田谷区
－ 当社取締役

直接
9.5％

－ － 社宅の賃貸 1,710 － －

(注) １．取引条件ないし取引条件等の決定方法

　　 　　社宅の賃貸については、所得税法基本通達36－40の規定に基づき決定しております。

　　 ２．同氏は、平成17年６月27日付で当社取締役を辞任し、関連当事者ではなくなりました。なお、同日の議決

　　　　 権等の被所有割合及び同日までの取引金額を記載しております。

        (3) 兄弟会社等

(単位：千円)

関係内容

役員の
兼任等

事業上
の関係

親
会
社
の

子
会
社

アドアー
ズ㈱

東京都
江東区

4,000

アミューズ
メント施設
運営、遊技
機レンタ
ル、施設設
計施工

－ －
当社製品
の販売等

製品の販売 1,285,514
受取手形
及び売掛
金

689,431

(注) １．取引条件ないし取引条件等の決定方法

　　 　　①当社製品の販売については、市場価格、総原価を勘案して当社希望価格を提示し、個別交渉の上決定し

　　　 　　ております。

　　 ２．同社は、平成18年３月30日付で親会社アルゼ㈱が所有株式の譲渡を行い、親会社の子会社でなくなったた

　　　　 め、関連当事者ではなくなりました。なお、同日までの取引金額を記載しております。

(注) 上記(1)～(3)の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれており

　　 ます。

属性
会社等
の名称

住所

属性 氏名 住所

親
会
社

アルゼ㈱
東京都
江東区

資本金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の被所有
割合(％)

取引の内容 取引金額

資本金
(百万円)

科目 期末残高

事業の内容
又は職業

議決権等
の被所有
割合(％)

取引の
内容

取引金額 科目 期末残高

3,446

科目属性
会社等
の名称

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有

割合(％)

取引の
内容

取引金額

売掛金 6,337

住所

製品の企
画開発の
支援、電
子部品の
供給、製
品の製造
委託

期末残高

パチスロ
機、パチン
コ機及びそ
の関連部品
の製造・販
売

直接
68.5％

兼任
３名

－ －

資本金
(百万円)
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　　　　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）

        (1) 親会社及び法人主要株主等

(単位：千円)

関係内容

役員の
兼任等

事業上
の関係

製品の販売 108,572

ロイヤリティ収入 885,665

商品仕入 1,585

製品の委託開発 2,265

事務所の賃借 74,302 前払費用 5,894

システムサポート 3,095 未払金 1,398

敷金 － 差入保証金 36,520

支払利息 6,298 未払費用 －

(注) 取引条件ないし取引条件等の決定方法

　　 開発支援、電子部品の供給及び製品の製造委託については、市場価格、総原価を勘案して当社希望価格を提示

　　 し、個別交渉の上決定しております。

        (2) 役員及び個人主要株主等

(単位：千円)

関係内容

役員の
兼任等

事業上
の関係

役
員

富士本 淳
東京都

世田谷区
－ 当社取締役

直接
9.5％

－ － 社宅の賃貸 6,840
その他の
流動負債

570

(注) 取引条件ないし取引条件等の決定方法

　　 社宅の賃貸については、所得税法基本通達36－40の規定に基づき決定しております。

        (3) 兄弟会社等

(単位：千円)

関係内容

役員の
兼任等

事業上
の関係

アドアー
ズ㈱

東京都
江東区

4,000

アミューズ
メント施設
運営、遊技
機レンタ
ル、施設設
計施工

－
兼任
１名

当社製品
の販売等

製品の販売 288,630 売掛金 22,678

(注) 取引条件ないし取引条件等の決定方法

　　 ①当社製品の販売については、市場価格、総原価を勘案して当社希望価格を提示し、個別交渉の上決定してお

　　　 ります。

　　 ②当社製品の製造委託にかかる取引については、市場価格、総原価を勘案して個別交渉の上決定しております｡

(注) 上記(1)～(3)の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれており

　　 ます。

親
会
社
の
子
会
社

ワイズ
テック㈱

米子市
和田町

15
遊技機、部
品の製造販
売

－ －
当社製品
の製造委
託等

属性
会社等
の名称

住所
資本金

(百万円)

売掛金 81,802
製品の企
画開発の
支援、電
子部品の
供給、製
品の製造
委託

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有

割合(％)

科目 期末残高

買掛金 1,664

事業の内容
又は職業

取引金額 科目 期末残高
資本金

(百万円)
事業の内容
又は職業

議決権等
の被所有
割合(％)

取引の内容属性
会社等
の名称

住所

親
会
社

アルゼ㈱
東京都
江東区

3,446

パチスロ
機、パチン
コ機及びそ
の関連部品
の製造・販
売

直接
57.4％

兼任
２名

属性 氏名 住所
資本金

(百万円)

議決権等
の被所有
割合(％)

取引の
内容

取引金額

取引の
内容

取引金額 科目 期末残高

製造委託 18,340 支払手形 2,325
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　　(重要な後発事象）

当連結会計年度 前連結会計年度
自　平成17年４月１日 自　平成16年４月１日
至　平成18年３月31日 至　平成17年３月31日

―――――――――― １　ＯＥＭ供給の変更

　プリペイドカードシステム関連製品のラインアップ

が充実したことにより、相手先ブランド（ＯＥＭ）に

よる製品供給を中心とした事業戦略を改め、自社ブラ

ンド製品の直販体制を全国規模で立ち上げることと致

しました。

　この事業戦略を踏まえ、平成17年４月22日付で、Ｏ

ＥＭ先であるナスカ株式会社の主要株主が変更になり

ましたことから、市場における同一製品の競合を回避

し、自社ブランドの早期確立をはかる観点より、平成

17年６月以降、当社製品をナスカ株式会社に対しＯＥ

Ｍ供給することを中止し、平成16年12月24日付「売買

契約書」を一部変更する旨の覚書を平成17年４月26日

付で締結致しました。

　本変更により、ナスカ株式会社向け売上は、当営業

年度売上部分も含めた契約金額1,847百万円に対し、

1,234百万円に減少致しますが、ＯＥＭ製品の開発費､

保守費用を別途ナスカ株式会社より受領することによ

り、営業利益段階においては、概ね契約当初予定して

いた金額を達成する見込です。
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７　生産、受注および販売の状況

　（1）生産実績

当連結会計年度 前連結会計年度
自　平成17年４月１日 自 平成16年４月１日
至　平成18年３月31日 至 平成17年３月31日

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 増減率(％)

遊技機関連事業 3,433,678 91.2 2,699,023 81.7 734,655 27.2

ゲーム機器関連事業 280,516 7.5 144,631 4.4 135,885 94.0

通信関連事業 49,070 1.3 458,690 13.9 △409,620 △89.3

合計 3,763,265 100.0 3,302,344 100.0 460,921 14.0

 (注) １　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
     　　当連結グループは、受注生産を行っておりません。

　（3）販売実績

当連結会計年度 前連結会計年度
自　平成17年４月１日 自 平成16年４月１日
至　平成18年３月31日 至 平成17年３月31日

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 増減率(％)

遊技機関連事業 2,232,519 82.5 2,233,030 81.4 △511 △0.0

ゲーム機器関連事業 278,531 10.3 193,172 12.5 85,359 44.2

通信関連事業 194,502 7.2 545,272 6.1 △350,770 △64.3

合計 2,705,553 100.0 2,971,475 100.0 △265,922 △8.9

 (注) １　当連結会計年度及び前連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に

 　　 　　に対する割合は次のとおりであります。

当連結会計年度 前連結会計年度
自　平成17年４月１日 自 平成16年４月１日
至　平成18年３月31日 至 平成17年３月31日

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％)

アドアーズ㈱ 1,234,472 45.6 288,630 9.7

ナスカ㈱ 264,823 9.8 1,034,894 34.8

アルゼ㈱ 133,714 4.9 994,238 33.5

　　  ２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

増減
(△印は減)

増減
(△印は減)

相　　手　　先

事業の種類別
セグメントの名称

事業の種類別
セグメントの名称
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