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１．18年３月期の業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

（注）百万円未満は切り捨てて表示しております。

(1)経営成績  

 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 17,887 (△5.4) 1,098 (69.3) 1,046 (72.3)

17年３月期 18,911 (△17.8) 648 (△78.5) 607 (△79.3)

 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

 百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年３月期 190 － 3 01 －  1.4 3.6 5.9

17年３月期 △909 (△168.1) △14 37 －  △6.4 2.0 3.2

(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 18年３月期 63,209,444株 17年３月期 63,249,994株

 ③会計処理の方法の変更 有

 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)配当状況  

 
１株当たり年間配当金 配当金総額

（年間）
配当性向

株主資本
配当率 中間 期末

 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 2 50 0 00 2 50 157 83.2 1.1

17年３月期 0 00 0 00 0 00 0 － －

        

(3)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 30,589 13,768 45.0 217 87

17年３月期 27,986 13,578 48.5 214 79
(注) ①期末発行済株式数 18年３月期    63,196,134株 17年３月期 63,220,860株   

 ②期末自己株式数 18年３月期  　　 582,662株 17年３月期    557,936株   

(4)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 5,112 △605 △1,787 6,114

17年３月期 2,620 △3,245 740 3,394

 

２．平成19年３月期の業績予想（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
１株当たり年間配当金

中間  期末

 百万円 百万円 百万円 円　  銭 円　  銭 円　  銭
中間期  9,300   500 110 00    00 － －
通　期 20,400 1,100 250 － 2    50 2    50

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 3円96銭  

※　業績予想は現時点で入手可能な情報に基づき当社が合理的と判断したものです。実際の業績は様々な要因の変化によ

り、予想とは異なることがあります。中間及び期末における1株当たり配当金は、業績の状況により決定する予定です。
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１．企業集団の状況

　当社はアルゼ株式会社の子会社として事業を行っておりましたが、平成18年3月29日付の「主要株主である筆頭株主

及び親会社の異動について」にて発表させていただきました通り、アルゼ株式会社は親会社から異動しております。

平成18年3月期決算短信（非連結）におきましては、期間の状況を考慮し、以下の表記とさせていただきました。

 

 グローバルエンターテインメント企業を目指すアルゼグループの事業は、基幹事業のパチスロ・パチンコ事業、ア

ミューズメント施設運営事業、ゲーム機器事業、施設開発・設計・施工事業、不動産事業及びＣＳ放送事業を行って

おります。

　アルゼグループの事業の中で当社は主としてアミューズメント施設の運営、遊技機器のレンタル及び施設開発・設

計・施工を行っております。

　事業の内容につきましては、次のとおりであります。

区分 主要な事業の内容

アミューズメント施設運営事業 直営店舗 店舗運営

パチスロ機・周辺機器レンタル事業 パチスロ機及び周辺機器 レンタル等

各種施設開発・設計・施工事業 アミューズメント施設・パチンコホール 開発・設計・施工

不動産事業 不動産 不動産売買・賃貸

　当社の企業集団等につきまして図示しますと、次のとおりであります。

 

当 
 
 
 

社 

顧 
 
 
 

客 

ア ル ゼ 株 式 会 社  

 

株 式 会 社 セ タ  

 

アミューズメント施設運営、遊技機器レンタル、施設開発・設計・施工・販売 

<親会社> 

<兄弟会社> 

遊技機器の購入 遊技機器の開発・製造・販売 

周辺機器の購入 周辺機器の開発・製造・販売 
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２．経営方針

(1）経営の基本方針 

　当社は、アミューズメント施設運営を中核としたアミューズメント施設総合開発企業を目指しております。 

　当社は「夢と感動あふれる遊空間の提供を通じて、人々にうるおいと笑顔を運ぶ」という理念に基づき、快適な

時間を過ごすことのできるアミューズメント施設を提供することを経営基本方針としております。さらに施設の企

画・開発と設計・施工を行い、直営店はもとより他社施設の企画・開発・設計・施工・販売を行なっております。

またパチスロ機・周辺機器のレンタル等も行なっております。このように施設の運営から開発・設計・施工そして

機器のレンタル等までトータルサポートを可能にするアミューズメント施設総合開発企業として積極的に取り組む

とともに、コンプライアンスの徹底など、企業の社会的責任を重視し、これらの活動を通して継続的な企業価値の

向上を図ってまいります。

(2）会社の利益配分に関する基本方針 

　当社は、株主の皆さまへの利益還元の充実と、事業の成長及び経営基盤強化のための内部留保の充実を経営の重

要施策としております。

　配当については、業績に応じた安定的な配当の提供を基本方針としております。

　内部留保金につきましては、経営体質の一層の充実を図りつつ、既存店への設備投資原資や、新規出店の設備投

資等による将来の事業展開の原資として役立ててまいります。

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

　当社の１単元の株式数は現在1,000株ですが、個人投資家の拡大及び株式流動性の向上を図る観点から、投資単位

の引下げに係る諸施策については、業績、株価の水準や取引高等を勘案し、株主の皆さまの利益に配慮し総合的判

断で検討してまいります。

 （4）目標とする経営指標

  当社は、効率的な経営と財務体質の改善を重要な経営課題として考えております。

　当社の中核でありますアミューズメント施設運営事業を取り巻く環境は依然厳しい状況ではありますが、当社の

目指すサービスの提供、顧客重視の路線が中長期的には目標数値を達成せしめ、ひいては収益基盤を強化し、企業

の成長に結びついていくものと考えております。パチスロ機・周辺機器レンタル事業及び各種施設開発・設計・施

工事業は、事業の再構築を進めることにより収益体質の強化を図ってまいります。

　全社としての長期的な経営指標としては株主資本利益率（ＲＯＥ）10％以上を掲げ、目標数値の達成に向け、各

事業の収益基盤の強化と成長分野の強化等に取り組み、現在の水準からの向上を図ってまいります。

(5）中長期的な会社の経営戦略 

　アミューズメント業界を取巻く環境は、オンラインゲーム、インターネットや携帯電話、家庭用ゲーム機器の普

及により新しい需要を創造しつつ発展する一方、少子高齢化へと社会構造が変化する中で、企業間の競争は激しさ

を増しております。

　当社は、アミューズメント施設総合開発企業としての業容拡大を目指す中で、中核事業である「アミューズメン

ト施設運営事業」の強化と、「各種施設開発・設計・施工事業」の事業拡大を命題としております。その達成のた

め、経営効率の向上、利益重視の経営、財務体質の改善を徹底してまいります。
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 (6）会社の対処すべき課題 

①新規出店による成長戦略の強化と既存店の活性化

　成長戦略として収益性の高い店舗の新規出店を強化いたします。当社の得意分野であります駅前立地型店舗を中

心として首都圏での店舗網の整備を進めるとともに、郊外型店舗を含む大型店舗の出店を目指してまいります。ま

た、当社独自の運営ノウハウにより、ポイントサービスプログラムの刷新や複合カフェへの新規進出など、魅力あ

る店舗作りを進めてまいります。

②各種施設開発・設計・施工事業の強化

　各種施設開発・設計・施工事業におきましては、当社の新規店舗の施工を通じて得られたノウハウを活かし、顧

客が求める店舗のあるべき雰囲気を構築することを目的として、施主の意向を確実に捉え、喜ばれる施工を行なう

とともに、不動産等のあらゆるサービスの提供を心がけてまいります。また、与信管理を徹底し、堅実な受注活動

を行なってまいります。

③経営の効率化の推進

　各部門における業務改善とＩＴ戦略の推進により、店舗や本社・事業所業務の省力化・効率化を進め、更なるコ

スト削減を実施し、財務体質の改善を目指しつつ、経営の効率化に積極的に取り組んでまいります。

 

(7）関連当事者（親会社等）との関係に関する基本方針 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成18年3月31日現在）

 １．親会社等の名称等

親会社等の商号又は

名称
属性

親会社等の

 議決権保有比率（％）

親会社等が発行する株券が上場されて

いる証券取引所等の商号又は名称

GF投資ファンド投資

事業有限責任組合
その他関係会社 32.86 － 

アルゼ株式会社 その他関係会社 30.80  ジャスダック証券取引所

 ２．親会社等の影響の状況

上場会社に与える影響が最も大きいと考えられる会社の

商号又は名称
アルゼ株式会社

 その理由  商品の仕入、営業委託および役員の兼務のため

　平成18年３月31日現在、ＧＦ投資ファンド投資事業有限責任組合およびアルゼ株式会社が「その他関係会社」

として該当いたします。また、当社の取締役４名のうち、２名はアルゼ株式会社の執行役員または従業員を兼務

しております。

　アルゼ株式会社との取引は、パチスロ機、アミューズメント用遊戯機の商品購入や販売提携、マーケティング

活動並びに事務所などの賃貸借契約において取引及び協力関係にあります。また、株式会社セタとは周辺機器の

商品購入、販売提携、マーケティング活動などの取引及び協力関係にあります。

　アルゼ株式会社を含めた関連当事者との取引条件等につきましては、一般取引と同様、市場価格に基づき交渉

のうえ決定しており、他と区別しておりません。

 

 (8）内部管理体制の整備、運用状況 

 コーポレートガバナンスに関する報告書に記載予定でございます。
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３．経営成績及び財政状態

(1）業績等の概要 

　当期におけるわが国の経済は、企業業績の好調な推移を背景に、雇用環境の改善や投資の拡大が見受けられ、ま

た株価回復による安心感もあり、個人消費にも改善が見られました。

　アミューズメント業界におきましては、大手オペレーターを中心に300～500坪クラス以上の大型店の出店、大型

ショッピングセンター等への出店が継続して行われ、市場全体としては施設の大型化が更に顕著となっております。

 いわゆる「町づくり三法」の見直しによる郊外の大型ショッピングセンターへの規制等により、近年業界で続いて

きた郊外ロードサイド大型店舗への出店の伸びは今後ゆるやかに減退し、駅前繁華街型の出店が増加すると予想さ

れます。

　また、今後は業界の再編が更に進むものと予測されます。

　このような経済状況の中、主力のアミューズメント施設運営事業は新規出店、既存店のリニューアル、的確な選

定による人気ゲーム機の投入など積極的な営業施策を推進しましたが、全店売上高は前期を下回りました。

  パチスロ機・周辺機器レンタル事業では、パチスロ機の新基準機への移行を鑑みた新レンタルプランをアルゼ株

式会社と共同で提供する予定で準備を進めておりましたが、開発時期の遅れにより、業績は非常に厳しく推移いた

しました。

  各種施設開発・設計・施工事業は、企業間の格差を考慮した与信管理を徹底し、堅実な受注活動を行ない大型ホー

ルの内外装工事を複数受注いたしましたが、売上高は前期を下回りました。

　以上の結果、売上高は17,887百万円(前年同期比△1,023百万円、5.4％減)となりました。経常利益はコスト削減

に努め、1,046百万円(前年同期比439百万円、72.3％増)となりました。当期純利益は店舗・賃貸用不動産、土地等

の減損損失等の特別損失を計上いたしましたが、前年同期を上回り、190百万円(前年同期比1,099百万円増)となり

ました。

　つぎに、事業別の状況をご報告いたします。 

【事業別概況】 

　①アミューズメント施設運営事業 

　当事業におきましては、アミューズメント施設における顧客満足度の徹底的な追求に向け、好感度・高レベル接

客を行うための教育・研修プログラムを強化し、接客レベルの外部チェックとしてミステリーショッパー調査や顧

客アンケートの実施など、接客サービスの強化に対する取り組みを行ないました。また、人気大型アミューズメン

ト機器を積極的に導入し、メダルゲームの活性化を行ないました。

　直営店舗の展開につきましては、新店は8月に開設した『アドアーズ橋本店』の1店舗にとどまりましたが、増床

3店舗（6月にアドアーズ蒲田店の地下1階、1月にアドアーズ浅草店の地下1階、3月にアドアーズ仙川店の3階）を実

施しました。一方で非効率店4店舗を閉鎖したことにより、期末における直営店舗は64店舗（前期末比3店舗減）と

なりました。

　既存店舗におきましては、アーケードゲームは好調に推移しましたが、出店計画の未達やプライズ売上高の減少

などの影響により、前年を下回りました。

　以上の結果、売上高は16,030百万円（前年同期比1.1％減）となりました。

　②パチスロ機・周辺機器レンタル事業 

　当事業におきましては、新基準機への移行を鑑みた新レンタルプランを、アルゼ株式会社と共同で準備を進めて

おりましたが、新レンタルプランの本格的な提供が3月からとなったために、業績への影響は軽微となりました。

　以上の結果、売上高は334百万円(前年同期比60.0％減)となりました。

　③各種施設開発・設計・施工事業 

　当事業におきましては、高品質、高付加価値を付けた店舗作りのノウハウをアミューズメント施設運営事業に傾

注する一方、提案型の積極的な営業活動により、大型ホールの内外装工事などを複数受注いたしましたが、実績は

前年を下回りました。

　以上の結果、売上高は362百万円（前年同期比76.9％減）となりました。

5



　④不動産事業 

　当事業におきましては、不動産の販売により、売上高前年同期実績を大きく上回りました。

　以上の結果、売上高は1,160百万円（前年同期比287.5％増）となりました。

(2）財政状態 

　当事業年度のキャッシュ・フローの状況 

　当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます）は、財務活動によるキャッシュ・フロー

は借入金の返済等により前事業年度末に比べ2,527百万円減少したものの、税引前当期純利益の増加、前受レンタル

料の減少並びに貸付金の回収による収入増等の要因により、前事業年度末に比べ2,719百万円（80.1％）増加し、

6,114百万円となりました。

　当事業年度中における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

　当事業年度において営業活動の結果得られた資金は5,112百万円となり、前事業年度末に比べ2,492百万円

（95.1％）増加いたしました。これは主に、税引前当期純利益又は当期純損失の増加1,818百万円、仕入債務の増減

額の増加994百万円及び前受レンタル料の減少額の増加1,979百万円によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

　当事業年度において投資活動の結果使用した資金は605百万円となり、前事業年度末に比べ2,639百万円

（△81.3%）減少いたしました。これは主に、貸付金の回収による収入の増加2,072百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

　当事業年度において財務活動の結果使用した資金は1,787百万円となり、前事業年度末に比べ2,527百万円（前期

は740百万円の収入)減少いたしました。これは主に、社債発行および長期借入金による収入4,956百万円はあるもの

の、長短借入金の返済による支出6,135百万円によるものであります。 

　当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 平成14年３月期 平成15年３月期 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期

株主資本比率（％） 34.5 41.0 46.9 48.5 45.0

時価ベースの株主資本比率

（％）
29.8 23.1 63.3 63.9 48.8

債務償還年数（年） 1.8 2.0 1.4 4.3 1.6

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍）
14.3 11.7 13.8 6.3 23.5

株主資本比率：株主資本／総資産

時価ベースの株主資本比率：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

※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。

※営業キャッシュ・フロー及び利払いは、キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業キャッシュ・フロー」

　及び「支払利息」・「社債利息」を用いております。
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(3）次期の見通し 

　次期の見通しにつきましては、景気好転の兆しは見られますが、雇用情勢や個人消費の推移については依然楽観

できない環境が続くものと予想されます。 

　こうした状況のもと、対処すべき課題に取り組み、以下の業績見通しとしております。 

事業別の売上高見通し  （単位：百万円）

事業別 売上高 当期比

アミューズメント施設運営事業 16,750 104.5 ％ 

パチスロ機・周辺機器レンタル事業 1,000 299.4 ％ 

各種施設開発・設計・施工事業 2,250 620.3 ％ 

不動産事業 400 34.5 ％ 

計 20,400 114.0 ％ 

　アミューズメント施設運営事業におきましては、平成18年4月20日に開設いたしました当社最大規模の旗艦店『ア

ドアーズ錦糸町店』および複合カフェへの新規参入1号店となる『ADORES Café錦糸町店』の売上が寄与いたします。

また『ADORES　Café』ブランドでの新業態運営は、計画的な出店を行なってまいります。

既存店への取り組みといたしまして、ポイントサービス制度の刷新を行い、ゲームマシンのラインナップの充実や

リニューアルなどにより顧客満足度の向上に努め、競争力を強化することにより、大幅な増収を計画しております。

　パチスロ機・周辺機器レンタル事業におきましては、新基準パチスロ機の伸びを考慮し、増収を見込んでおります。

　各種施設開発・設計・施工事業におきましては、引き続き施設づくりのノウハウをアミューズメント施設運営事

業に傾注する一方、積極的な営業展開による大型施工案件を複数受注することにより、大幅な売上増を見込んでお

ります。

　以上の施策等により、次期の業績見通しは、売上高20,400百万円（対当期比114.0％）、経常利益1,100百万円（対

当期比105.2％）、当期純利益250百万円（対当期比131.6％）を見込んでおります。　

　上記の業績の見通しは、本資料の発表時現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれておりま

す。したがって、実際の業績は、今後のさまざまな要因によって予測数値と異なる可能性があります。

 （4）事業等のリスク

  当社の事業展開、経営成績等に関する事項のうち、投資者の判断に影響を及ぼす可能性のある事項は、以下のよ

うなものがあります。当社はこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に

努める方針でありますが、以下の記載は当社の事業に関連するリスクを全て網羅するものではありません。

　　　①当社事業について

  Ａ．アミューズメント施設運営事業について

  ア　法的規制について

　ゲームセンターは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」及びその他政令、省令等の関

連法令による規制を受けております。その内容は、店舗開設及び運営に関する許認可申請制度、営業時間

帯の制限、入場者の時間帯による年齢制限、出店地域の規制、施設の構造・内装・照明・騒音等に関係す

る規制となっております。当社は、同法および関連法令の規制を遵守しつつ積極的な店舗展開を計画して

おりますが、新たな法令の制定、同法および関連法令の規制内容の変更等がなされた場合、当社の業績に

影響を与える可能性があります。
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 イ　 出店政策について

  当社は平成18年３月31日現在、アミューズメント施設として64店舗（東京都33店、神奈川県16店、埼玉

県７店、千葉県４店、群馬県２店、茨城県１店、大阪府１店）を運営しております。

  今後も店舗数の拡大を図っていく方針でありますが、アミューズメント業界では、同業他社の積極的な

出店による競合に加え、他業種との競合もあり、来店客数の低下、売上単価の低下等により当社業績に影

響を与える可能性があります。

  また、新規出店先の選定に関しましては、賃借料や保証金・敷金等の出店条件、商圏人口等を総合的に

勘案の上決定し、運営店舗の個別採算性を重視した店舗展開を行っており、当社の出店条件に合致する賃

借不動産がなければ出店予定数を変更することもあり、当社業績の見通しに影響を及ぼす可能性があります。

 ウ　 特定の機器取引先との取引関係について

  アミューズメント業界における業務用アミューズメント機器製品の売上は年間1,800億円程度の規模であ

り、そのメーカーは少数かつ特定の業務用アミューズメント機器メーカーに限定されます。

  当社はアミューズメント施設運営事業が主力であり、その運営において投資するアミューズメント機器

の仕入先は特定のアミューズメント機器メーカーに限定されます。

  当社では、購入実績などからアミューズメント機器メーカーとは、安定的な取引関係にありますが、こ

れらの購入先の販売方針の変更等により当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

 エ　 個人情報の管理について

  当社ではメダルメンバーズカード及びメダル預かりシステムの中で顧客情報のデータベース化を図って

おります。この顧客情報の管理についてはデータベースへのアクセス環境、セキュリティシステムの改善

を常に図り、個人情報保護に万全を期しておりますが、これに加えて、情報の取り扱いに関する制度の徹

底を図る社員教育や、情報へのアクセス管理など、内部の管理体制についても強化しております。

　個人情報保護法を遵守し、個人情報の管理を徹底してまいりますが、万一個人情報が流出した場合には

当社への損害賠償請求や信用低下により、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

 Ｂ．パチスロ機・周辺機器レンタル事業について

 ア　 法的規制について

　当社が購入するパチスロ機は「風俗営業の規制及び業務の適正化等に関する法律」に基づき、国家公安

委員会規則第四号（遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則）で定められた「技術上の規格」に適合

することが必要であり、このため機種毎に指定試験機関（財団法人保安電子通信技術協会）による型式試

験及び各都道府県の公安委員会の型式検定を受けております。

　今後、これらの法律、規格等の改廃が行なわれ、当社が購入しておりますパチスロ機において新たな対

応を余儀なくされた場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

 Ｃ．各種施設開発・設計・施工事業について

 ア　 競争激化のリスク

　当社の各種施設開発・設計・施工事業は、パチンコホール及びアミューズメント施設の内外装工事を主

として受注しております。内外装工事は従業員が数人の会社まで含めると約30,000社が事業を行なってお

り、これにより受注単価の変動が激しく、また受注競争も激しくなっております。

　多くの業者の受注競争によっては、当社においても、工事受注の獲得に支障をきたす可能性や、当社の

業績に影響を及ぼす可能性があります。

 イ　 売上債権の貸倒リスク

　パチンコ業界は売上30兆円規模の産業となっておりますが、パチンコホール間の競争は厳しく、出店規

模も大型化の傾向が顕著となっております。この傾向により、パチンコホールの内外装工事は受注額が大

きく、また受注競争によっては債権回収期間も３年から５年といった長期化する状況も見受けられます。

　当社では債権回収リスクに留意し、債権保全の強化、与信管理体制の強化を推進しておりますが、顧客

先の売上動向によっては売上債権の貸倒リスクが高まる可能性があり、当社の業績に影響を及ぼす可能性

があります。
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　　　②その他リスクについて

　　　　Ａ．固定資産の減損会計の適用について

　平成17年４月１日以降開始する事業年度から「固定資産の減損に係る会計基準」が適用され、当社では今

後も保有資産の将来キャッシュ・フロー等を算定し、減損額の認識・測定を進めてまいります。固定資産の

減損会計の適用に伴い、固定資産減損損失が特別損失に計上され、当社の業績に影響を及ぼす可能性があり

ます。
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４．個別財務諸表等
(1) 貸借対照表

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１．現金及び預金 ※１ 3,466,904 6,114,587  

２．受取手形 798,437 2,658,603  

３．売掛金 168,571 141,886  

４．完成工事未収入金 219,162 58,080  

５．商品 155,959 159,644  

６．販売用不動産 ※１ 907,057 59,471  

７．未成工事支出金 27,825 9,481  

８．貯蔵品 215,573 578,488  

９．前払費用 421,184 391,218  

10．短期貸付金 2,074,709 990  

11．繰延税金資産 559,745 234,813  

12．その他 245,434 384,486  

13．貸倒引当金 △87,103 △55,898  

流動資産合計 9,173,461 32.8 10,735,855 35.1 1,562,394

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産  

(1）アミューズメント
施設機器

12,023,954 11,674,381  

減価償却累計額 8,845,051 3,178,902 9,056,745 2,617,636  

(2）レンタル資産 585,113  －   

減価償却累計額 401,181 183,931 － －  

(3）貸与資産 － 2,678,683  

減価償却累計額 － － 464,600 2,214,083  

(4）建物 ※１ 9,378,216 8,989,086  

減価償却累計額 6,527,617 2,850,598 6,566,334 2,422,752  

(5）構築物 20,946 21,366  

減価償却累計額 14,125 6,821 15,381 5,985  

(6）車両運搬具 8,946 7,295  

減価償却累計額 8,134 811 6,773 522  

(7）工具器具備品 602,021 561,642  

減価償却累計額 408,196 193,824 476,292 85,349  

(8）土地 ※１ 3,022,060 2,658,057  

(9）建設仮勘定 97,740 576,810  

有形固定資産合計 9,534,691 34.1 10,581,197 34.6 1,046,506
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前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

２．無形固定資産  

(1）借地権 293,602 293,602  

(2）ソフトウェア 69,333 41,972  

(3）その他 31,887 20,095  

無形固定資産合計 394,823 1.4 355,670 1.2 △39,153

３．投資その他の資産  

(1）投資有価証券  52,007 61,814  

(2）出資金 318 308  

(3）長期受取手形 786,907 797,531  

(4）従業員長期貸付金 388 1,726  

(5）破産債権・更生債
権その他これらに
準ずる債権

847,143 523,573  

(6）長期前払費用 61,688 55,212  

(7）敷金保証金 ※１ 7,584,646 7,409,261  

(8）繰延税金資産 55,664 107,245  

(9）その他 ※１ 268,265 256,260  

(10）貸倒引当金 △773,146 △296,175  

投資その他の資産合
計

8,883,883 31.7 8,916,758 29.1 32,875

固定資産合計 18,813,398 67.2 19,853,625 64.9 1,040,227

資産合計 27,986,859 100.0 30,589,481 100.0 2,602,622
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前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．支払手形  829,955 563,729  

２．買掛金 565,830 1,093,947  

３．工事未払金 64,754 19,545  

４. 一年内償還予定の社
債

200,000 900,000  

５．短期借入金 7,000,000 2,500,000  

６．一年内返済予定の長
期借入金

※１ 1,386,900 1,205,000  

７．未払金  380,650 1,339,735  

８．未払費用 97,872 97,619  

９．未払法人税等 － 136,486  

10. 未払消費税等 61,711 －  

11．前受金 31,817 459,113  

12．前受レンタル料 66,384 597,864  

13．未成工事受入金 21,000 3,600  

14．預り金 33,447 1,467,180  

15．前受収益 41,893 33,745  

16．賞与引当金 55,000 115,557  

流動負債合計 10,837,218 38.7 10,533,125 34.4 △304,093

Ⅱ　固定負債  

１．社債  1,740,000 4,190,000  

２．長期借入金 ※１ 1,062,000 1,108,000  

３．預り保証金 277,404 275,913  

４．レンタル預り保証金 15,706 103,308  

５．長期前受レンタル料 104,547 518,012  

６．長期前受収益 57,373 36,147  

７．金利スワップ負債 145,333 －  

８．長期支払手形 168,291 56,262  

固定負債合計 3,570,657 12.8 6,287,643 20.6 2,716,986

負債合計 14,407,876 51.5 16,820,768 55.0 2,412,892
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前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ※２ 4,000,000 14.3 4,000,000 13.1 －

Ⅱ　資本剰余金  

１．資本準備金 5,855,617 5,855,617  

２．その他資本剰余金    

(1）自己株式処分差益 285 324  

資本剰余金合計 5,855,902 20.9 5,855,942 19.1 40

Ⅲ　利益剰余金  

１．利益準備金 85,400 85,400  

２．任意積立金  

(1）別途積立金 1,186,143 1,186,143  

３．当期未処分利益 2,583,601 2,773,632  

利益剰余金合計 3,855,145 13.8 4,045,176 13.2 190,031

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

7,193 0.0 12,940 0.0 5,747

Ⅴ　自己株式 ※３ △139,259 △0.5 △145,346 △0.5 △6,087

資本合計 13,578,983 48.5 13,768,713 45.0 189,730

負債・資本合計 27,986,859 100.0 30,589,481 100.0 2,602,622
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(2) 損益計算書

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（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（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高  

１．アミューズメント施設
収入

16,205,289 16,030,654  

２．レンタル収入 835,912 334,084  

３．完成工事高 1,570,586 362,732  

４．その他売上高 299,430 18,911,219 100.0 1,160,178 17,887,650 100.0 △1,023,568

Ⅱ　売上原価  

１．アミューズメント施設
収入原価

12,720,162 12,829,025  

２．レンタル収入原価 1,328,524 300,176  

３．完成工事原価 1,385,840 325,137  

４．その他売上原価 214,471 15,648,998 82.7 1,101,953 14,556,293 81.4 △1,092,705

売上総利益 3,262,220 17.3 3,331,357 18.6 69,136

Ⅲ　販売費及び一般管理費  

１．荷造運送費 223,584 201,192  

２．広告宣伝費 115,715 102,990  

３．貸倒引当金繰入額 21,403 －  

４．役員報酬 47,806 56,004  

５．従業員給与手当 471,648 247,317  

６．従業員賞与 14,257 13,883  

７．賞与引当金繰入額 21,467 44,554  

８．法定福利費 70,993 46,698  

９．旅費交通費 111,052 99,201  

10．事務消耗品費 127,518 118,271  

11．租税公課 223,198 198,396  

12．減価償却費 188,204 185,449  

13．賃借料 303,428 255,811  

14．支払手数料 259,685 228,896  

15．その他 413,477 2,613,444 13.9 434,343 2,233,012 12.5 △380,432

営業利益 648,776 3.4 1,098,344 6.1 449,568

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 46,137 49,980  

２．家賃収入 119,372 72,646  

３．スワップ評価益 219,823 145,333  

４．広告協賛金 35,000 36,000  

４．その他 41,743 462,077 2.5 42,400 346,361 1.9 △115,716
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前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（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（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 414,157 252,322  

２．社債利息 2,243 13,731  

３．社債発行費 31,783 43,841  

４．実験店舗費用 － 70,633  

５．その他 55,215 503,400 2.7 17,479 398,008 2.2 △105,391

経常利益 607,453 3.2 1,046,697 5.9 439,243

Ⅵ　特別利益  

１．貸倒引当戻入益 － 198,096  

２．固定資産売却益 ※１ 469 57,535  

３．投資有価証券売却益 746 －  

４．投資有価証券評価益 － 34  

５. その他 － 1,215 0.0 9,077 264,743 1.5 263,528

Ⅶ　特別損失  

１．固定資産売却損 ※２ 949,724 178,267  

２．固定資産除却損 ※３ 130,128 41,565  

３. 減損損失 ※４ － 528,439  

４．投資有価証券売却損 0 －  

５．投資有価証券評価損 18 －  

６．商品評価損 171,228 －  

７．レンタル資産評価損 286,655 －  

８．貸倒引当金繰入額 279,410 －  

９．賃貸借契約解約違約金 38,097 －  

10. 和解金 2,500 1,113  

11. その他 7,797 1,865,560 9.8 － 749,386 4.2 △1,116,174

税引前当期純利益及び
当期純損失（△）

△1,256,891 △6.6 562,055 3.1 1,818,946

法人税、住民税及び事
業税

37,773 102,698  

法人税等調整額 △385,538 △347,764 △1.8 269,325 372,024 2.1 719,789

当期純利益及び当期純
損失（△）

△909,126 △4.8 190,030 1.1 1,099,156

前期繰越利益 3,492,728 2,583,601 △909,127

当期未処分利益 2,583,601 2,773,632 190,030
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アミューズメント施設収入原価明細書

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　アミューズメント施設機
器減価償却費

1,952,681 15.3 1,772,899 13.8

Ⅱ　アミューズメント施設機
器維持費

177,086 1.4 124,604 1.0

Ⅲ　アミューズメント施設運
営費

１．労務費 3,166,302 3,366,583

２．家賃 4,094,187 4,205,276

３．その他 3,329,903 10,590,394 83.3 3,359,661 10,931,520 85.2

当期アミューズメント施
設収入原価

12,720,162 100.0 12,829,025 100.0

        

レンタル収入原価明細書

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　レンタル資産減価償却費 1,041,657 78.4 142,989 47.6

Ⅱ　他勘定受入高 ※ 7,972 0.6 － －

Ⅲ　レンタル資産廃棄損 42,048 3.2 3,607 1.2

Ⅳ　その他 236,846 17.8 153,579 51.2

当期レンタル収入原価 1,328,524 100.0 300,176 100.0

      

　（注）　※　他勘定受入高は、レンタル資産からの振替であります。
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完成工事原価明細書

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　材料費 13,435 1.1 16,944 4.7

Ⅱ　外注費 1,157,166 92.4 284,299 79.1

Ⅲ　経費 81,578 6.5 58,043 16.2

(うち人件費) (53,440) (55,251)

当期総工事費用 1,252,180 100.0 359,287 100.0

期首未成工事支出高 228,758 27,825

　合計 1,480,938 387,113

期末未成工事支出高 27,825 9,481

他勘定振替高 ※３ 67,272 52,493

当期完成工事原価 1,385,840 325,137

      

　（注）１．原価計算の方法は、実際原価に基づく個別原価計算によっております。

 ２．直接雇用の直傭作業員に対する賃金等および外注契約の大部分が労務費に該当するものがないため、労務費の記載はありません。

※３．他勘定振替高は、自社物件工事に係る有形固定資産および販売費及び一般管理費等への振替であります。

その他売上原価明細書

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　販売用不動産売上原価

当期仕入高  － －

他勘定受入高 ※１ － 10,780

　　計  － 10,780

期首販売用不動産棚卸高  907,057 907,057

　合計  907,057 917,837

期末販売用不動産棚卸高 907,057 59,471

他勘定振替高  － －

販売用不動産売上原価 － － 858,365 77.9

Ⅱ　不動産賃貸料原価 214,471 100.0 243,587 22.1

当期その他売上原価 214,471 100.0 1,101,953 100.0

      

　（注）※１．他勘定受入高の内訳は次のとおりであります。

項目 前事業年度 当事業年度

　土地（千円） － －

　建物（千円） － －

　工具器具備品（千円） － －

　その他（千円） － 10,780
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(3) キャッシュ・フロ－計算書

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（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（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 

税引前当期純利益又は
当期純損失（△）

△1,256,891 562,055 1,818,946

減価償却費 3,633,649 2,578,659 △1,054,990

減損損失 － 528,439 528,439

賞与引当金の増減額 5,386 60,557 55,170

貸倒引当金の増加額 254,821 △197,583 △452,405

レンタル収入原価 42,048 3,607 △38,440

スワップ評価益 △219,823 △145,333 74,490

固定資産売却益 △469 △57,535 △57,066

投資有価証券売却益 △746 － 746

投資有価証券評価益 － △34 △34

固定資産売却損 949,724 178,267 △771,456

固定資産除却損 130,128 30,250 △99,877

投資有価証券売却損 0 － 0

投資有価証券評価損 18 － △18

和解金 2,500 1,113 △1,386

レンタル資産評価損 286,655 － △286,655

賃貸借契約解約違約金 38,097 － △38,097

受取利息及び受取配当
金

△47,016 △50,669 △3,653

支払利息 414,157 252,322 △161,835

売上債権の増減額 1,438,130 △1,244,208 △2,682,338

たな卸資産の増減額 394,174 498,164 103,990

仕入債務の増減額 △1,413,979 △419,520 994,459

未払消費税等の増加額 37,798 1,061 △36,737

前受レンタル料の減少
額

△1,034,431 944,944 1,979,376

その他の増減額 △118,969 1,475,592 1,594,562

　小計 3,534,962 5,000,150 1,465,187

和解金の支払額 △2,500 △1,113 1,386

法人税等の支払額 △912,214 113,689 1,025,903

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

2,620,248 5,112,726 2,492,478

18



前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（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（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 

定期預金の純増減額 － 32,020 32,020

投資有価証券の売却に
よる収入

4,354 － △4,354

有形固定資産の取得に
よる支出

△3,328,007 △3,283,126 44,880

有形固定資産の売却に
よる収入

36,566 429,985 393,419

利息及び配当金の受取
額

47,543 21,319 △26,224

敷金保証金の支出 △235,753 △107,086 128,666

敷金保証金の回収によ
る収入

251,831 218,512 △33,319

貸付金の回収による収
入

－ 2,072,380 2,072,380

その他の増減額 △21,569 10,486 32,056

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△3,245,034 △605,507 2,639,526

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 

短期借入金の増減額 2,700,000 △4,500,000 △7,200,000

社債の発行による収入 1,938,570 3,456,600 1,518,030

社債の償還による支出 △60,000 △350,000 △290,000

長期借入金の借入によ
る収入

－ 1,500,000 1,500,000

長期借入金の返済によ
る支出

△3,064,400 △1,635,900 1,428,500

利息及び配当金の支払
額

△744,656 △251,782 492,874

自己株式の取得による
支出

△29,232 △6,432 22,799

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

740,281 △1,787,514 △2,527,796

Ⅳ　現金及び現金同等物の増
減額

115,495 2,719,703 2,604,207

Ⅴ　現金及び現金同等物の期
首残高

3,279,387 3,394,883 115,495

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
末残高

3,394,883 6,114,587 2,719,703
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(4) 利益処分案

区分

前事業年度
株主総会承認年月日
（平成17年６月23日）

当事業年度
株主総会承認年月日
（平成18年６月20日）

対前年比

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　当期未処分利益  2,583,601  2,773,632  

Ⅱ　利益処分額      

１．配当金 － －  157,990  

Ⅲ　次期繰越利益  2,583,601  2,615,641
 

      

20



重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価法

（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）

(1）その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

　移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

(1）デリバティブ

　時価法

(1）デリバティブ

同左

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）販売用不動産

　　個別法による原価法

(1）販売用不動産

同左

(2）商品

　総平均法による原価法

(2）商品

同左

(3) 未成工事支出金

　個別法による原価法

(3）未成工事支出金

同左

(4）貯蔵品

　総平均法による原価法

(4）貯蔵品

同左

４．固定資産の減価償却の方法  (1）有形固定資産

　定率法

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

アミューズメント施設機器３～５年

レンタル資産　　　　　３～５年

建物　　　　　　　　　６～47年

 (1）有形固定資産

定率法（但し、貸与資産のうち当事業年

度よりレンタルを開始した周辺機器およ

びリース事業用資産については定額法を

採用しております。）

 なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

 アミューズメント施設機器３～５年

 貸与資産　　　　　　　　２～５年

 建物　　　　　　　　　　６～47年

 なお、貸与資産のうち当事業年度にレ

ンタルを開始した周辺機器に係る減価償

却方法を定率法より定額法に変更してお

ります。この変更は、当該周辺機器の購

入先との間で締結された再販売先紹介義

務契約により、概ね５年間のレンタル契

約期間における契約の継続が見込まれる

こととなった事に伴い、減価償却費を期

間に応じて適正に配分することにより、

費用と収益を合理的に対応させるための

ものであります。この変更により、従来

の方法によった場合に比べてレンタル収

入原価は34,456千円減少し、営業利益、

経常利益および税引前当期純利益は同額

増加しております。

また、当事業年度よりリース事業を開始

しております。従来、固定資産の減価償

却は定率法を採用しておりましたが、

リース事業に係る貸与資産については定

額法を採用しております。 
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項目
前事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 (2）無形固定資産

　定額法

　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（５年）

に基づいております。

 (2）無形固定資産

同左

(3）長期前払費用

　定額法

(3）長期前払費用

同左

５．繰延資産の処理方法  社債発行費

支出時に全額を費用として計上してお 

 ります。

 社債発行費

支出時に全額を費用として計上してお 

 ります。

６．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、

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。

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員賞与の支払に備えるため、支払

見込額のうち当期に負担すべき額を計上

しております。

(2）賞与引当金

同左

７．収益及び費用の計上基準 完成工事高 

①請負高10億円以上、かつ工期一年以上

のもの

工事進行基準

（1）完成工事高 

①請負高10億円以上、かつ工期一年以上

のもの

同左

②上記以外のもの

工事完成基準

 

②上記以外のもの

同左

（2）割賦売上高および割賦原価 

 割賦債権の入金日基準により、対応する

売上高および原価を計上しております。

８．リース取引の処理方法 　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。

同左
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項目
前事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

９．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　金利スワップについて、特例処理の条

件を充たしているため特例処理を採用し

ております。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針

　借入金の金利の低減及び金融収支改善

のため、将来の金利変動リスクをヘッジ

しております。

　なお、金利スワップ取引の実施にあ

たっては、事前に契約条件、想定元本の

上限等につき取締役会の承認を得た範囲

内で実施しております。

　当事業年度にヘッジ会計を適用した

ヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおり

であります。

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針

同左

①ヘッジ手段

金利スワップ

②ヘッジ対象

借入金

(3）ヘッジの有効性評価の方法

　金利スワップ取引は、ヘッジ手段と

ヘッジ対象取引に関する重要な条件が同

一であり、金利変動リスクを相殺すると

認められるため、ヘッジの有効性の判定

は省略しております。

(3）ヘッジの有効性評価の方法

同左

10．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およ

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ヶ月以内に償還期日の到来する短

期投資からなっております。

同左

11．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

(1）消費税等の会計処理

同左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

────── （固定資産の減損に係る会計基準）

 　当事業年度から「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））および「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　

平成15年10月31日　企業会計基準適用指針第６号）を適用

しております。

 これにより税引前当期純利益は528,439千円減少しており

ます。なお、減損損失累計額については各資産の金額から

直接控除しております。
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表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 ──────  当事業年度より開始したリース事業に係る貸与資産を、

前事業年度まで貸借対照表上の有形固定資産に掲記して

おりました「レンタル資産」とあわせて、「貸与資産」

として表示しております。

追加情報

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（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

表示方法）

 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）が公表

されたことに伴い、当期から同実務対応報告に基づき、

法人事業税の付加価値割及び資本割54,221千円を販売費

及び一般管理費として処理しております。

　────── 

 

25



注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

※１　担保に供している資産及びこれらに対応する債務は

次のとおりであります。

※１　担保に供している資産及びこれらに対応する債務は

次のとおりであります。

(イ）担保に供している資産 (イ）担保に供している資産

現金及び預金 40,000千円

販売用不動産 847,585千円

建物 704,602千円

土地 2,701,710千円

敷金保証金 4,885,568千円

合計 9,179,466千円

投資その他の資産　その他 40,000千円

販売用不動産 －千円

建物 102,489千円

土地 587,190千円

敷金保証金 4,195,510千円

合計 4,925,190千円

(ロ）上記に対応する債務 (ロ）上記に対応する債務

長期借入金 2,448,900千円

（１年内返済予定額を含む）

長期借入金 2,313,000千円

（１年内返済予定額を含む）

※２　会社が発行する株式の総数

普通株式 130,000,000株

発行済株式の総数

普通株式 63,778,796株

※２　会社が発行する株式の総数

普通株式 130,000,000株

発行済株式の総数

普通株式 63,778,796株

※３　自己株式 ※３　自己株式

　自社が保有する自己株式の数は、普通株式557,936

株であります。

　自社が保有する自己株式の数は、普通株式582,662

株であります。

　４　受取手形裏書譲渡高　 　　　　　       756千円 　４　　　　　　　────── 

５　配当制限

商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価を

付したことにより増加した純資産額は7,193千円であ

ります。

５　配当制限

旧商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は12,940千円で

あります。
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 ※１　固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。  ※１　固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。

アミューズメント施設機器 323千円

車輌運搬具 145千円

 合計 469千円

   

 ※２　固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。

レンタル資産 2,193千円

建物 10,052千円

土地 45,290千円

 合計 57,535千円

 ※２　固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。

アミューズメント施設機器 119,594千円

レンタル資産 829,200千円

車両運搬具 290千円

工具器具備品 619千円

無形固定資産その他 19千円

合計 949,724千円

アミューズメント施設機器 178,267千円

合計 178,267千円

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

アミューズメント施設機器 1,578千円

レンタル資産 99,291千円

建物 25,358千円

構築物 795千円

工具器具備品 3,105千円

車両運搬具 －千円

合計 130,128千円

アミューズメント施設機器 －千円

レンタル資産 15,079千円

建物 14,607千円

構築物 11,315千円

工具器具備品 481千円

車両運搬具 82千円

合計 41,565千円

 　──────  ※４　減損損失の内訳は、次のとおりであります。

場所 主な用途 種類

神奈川県相模原市他 
店舗および賃貸用不

動産等 
建物・土地等

東京都新宿区他 店舗等 建物等

その他 遊休資産等 
建物・土地・その他

有形固定資産等

 当社は店舗ごとに収支の把握を行っていることから、

各店舗をグルーピングの最小単位とし、また賃貸用不動

産および遊休資産については各資産をグルーピングの最

小単位としております。

 その中で、市場価格の著しい下落および賃貸・損益収

支が低下している資産グループについて帳簿価額を回収

可能額まで減額し、当該減少資産を減損損失（528,439

千円）として特別損失に計上しております。

　その内訳は土地119,002千円、建物278,592千円、ア

ミーズメント施設機器55,524千円、貸与資産32,064千、

工具器具備品30,512千円、無形固定資産12,742千円であ

ります。

 店舗および賃貸用不動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3.5%で割り

引いて算出しております。遊休資産については、回収可

能価額を正味売却価額により測定しており、土地および

建物については、売却を前提とした鑑定評価額により評

価しております。
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（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貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

　現金及び現金同等物の期末残高と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） （平成18年３月31日現在）

現金及び預金 3,466,904千円

預入期間３ケ月を超える定期預金 △72,020千円

現金及び現金同等物 3,394,883千円

現金及び預金 6,114,587千円

預入期間３ケ月を超える定期預金 －千円

現金及び現金同等物 6,114,587千円
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①　リース取引

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18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るもの

以外のファイナンス・リース取引

１．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

 （１）借主側

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

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、減損損失累計額相当額および期末

残高相当額（転貸リースを除く）

取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額相
当額
(千円)

期末残高
相当額
(千円)

アミューズメ
ント施設機器

254,241 12,801 241,440

工具器具備品 70,613 15,011 55,602

ソフトウェア 19,254 8,889 10,365

合計 344,109 36,701 307,408

取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額相
当額
(千円)

期末残高
相当額
(千円)

アミューズメ
ント施設機器

1,458,287 234,578 1,223,708

貸与資産 48,600 5,670 42,930

工具器具備品 10,214 5,758 4,455

ソフトウェア 18,486 12,790 5,695

合計 1,535,587 258,797 1,276,790

　なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定しております。

同左

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 71,802千円

１年超 235,605千円

合計 307,408千円

１年内 493,449千円  ( 34,580千円)

１年超 964,803千円  (141,608千円)

合計 1,458,253千円  (176,189千円)

　なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法により算定しております。

 

　　　　　　　　 　────── 

 

 　ただし、上記のうち転貸リース取引に係る未経過リー

ス料期末残高相当額は、（　）内に内数で示しておりま

す。

③　当期の支払リース料及び減価償却費相当額 ③　当期の支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、

減価償却費相当額および減損損失額（転貸リースを除く）

支払リース料 29,239千円

減価償却費相当額 29,239千円

支払リース料 231,145千円

減価償却費相当額 224,316千円

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、残存価額を零とする定額

法によっております。

同左

  （２）貸主側

未経過リース料期末残高相当額等 

 未経過リース料期末残高相当額

１年内 60,011千円

１年超 164,269千円

合計 224,281千円

　上記は、すべて転貸リース取引に係る貸主側の未経過

リース料期末残高相当額であります。 

 （減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はありません。 
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前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

  ２．所有権移転外ファイナンス・リース取引

 （１）貸主側

 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、減損損失累計額相当額および期

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)

期末残高
相当額
(千円)

貸与資産 964,665 53,868 910,796

合計 964,665 53,868 910,796

 ②　未経過リース料期末残高相当額

１年内 493,227千円

１年超 447,003千円

合計 940,230千円
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②　有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類

前事業年度（平成17年３月31日） 当事業年度（平成18年３月31日）

取得原価
（千円）

貸借対照
表計上額
（千円）

差額
（千円）

取得原価
（千円）

貸借対照
表計上額
（千円）

差額
（千円）

貸借対照表計上

額が取得原価を

超えるもの

(1）株式 4,068 16,302 12,234 4,068 26,075 22,007

(2）債券

①国債・地方債等 － － － － － －

②社債 － － － － － －

③その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 4,068 16,302 12,234 4,068 26,075 22,007

貸借対照表計上

額が取得原価を

超えないもの

(1）株式 981 806 △174 981 841 △140

(2）債券

①国債・地方債等 － － － － － －

②社債 － － － － － －

③その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 981 806 △174 981 841 △140

合計 5,049 17,109 12,059 5,049 26,916 21,867

 

２．前事業年度及び当事業年度中に売却したその他有価証券

前事業年度
（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

当事業年度
（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

売却額
（千円）

売却益の合計額
（千円）

売却損の合計額
（千円）

売却額
（千円）

売却益の合計額
（千円）

売却損の合計額
（千円）

4,354 746 0 － － －

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円）

　その他有価証券

非上場株式 34,897 34,897
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③　デリバティブ取引

１．取引の状況に関する事項

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．取引の内容

　当社の利用しているデリバティブ取引は、金利関連の

金利スワップ取引であります。

１．取引の内容

同左

２．取引に対する取組方針

　当社のデリバティブ取引は、将来の金利の変動による

リスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない

方針であります。

２．取引に対する取組方針

同左

３．取引の利用の目的

　当社のデリバティブ取引は、借入金利の将来の金利市

場における利率上昇による変動リスクを回避する目的で

利用しております。

　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ております。

３．取引の利用の目的

同左

(1）ヘッジ会計の方法

　金利スワップについて、特例処理の条件を充たして

いるものについては特例処理を採用しております。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

①ヘッジ手段　　金利スワップ

②ヘッジ対象　　借入金

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

①ヘッジ手段　　同左

②ヘッジ対象　　同左

(3）ヘッジ方針

　金利リスクの低減及び金融収支改善のため、対象債

務の範囲内でヘッジを行っております。

(3）ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段とヘッジ対象取引に関する重要な条件が

同一であり、金利変動リスクを相殺すると認められる

ため、ヘッジの有効性の判定は省略しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

４．取引に係るリスクの内容

　受取変動支払固定の金利スワップには金利下落による

リスクを有しております。

　なお、取引相手は高格付を有する金融機関に限定して

いるため、信用リスクはほとんどないものと認識してお

ります。

４．取引に係るリスクの内容

同左

５．取引に係るリスク管理体制

　金利スワップ取引の実施に当たっては、事前に契約条

件、想定元本の上限等につき取締役会の承認を得ており

ます。取締役会により承認された範囲内で、金利スワッ

プ取引の実行は担当役員の承認のうえ、経理財務課で行

なっております。また、その後のデリバティブ取引の時

価を含むポジションの管理は経理財務課で行い、定期的

に担当役員に報告しております。

５．取引に係るリスク管理体制

　金利スワップ取引の実施に当たっては、事前に契約条

件、想定元本の上限等につき取締役会の承認を得ており

ます。取締役会により承認された範囲内で、金利スワッ

プ取引の実行は担当役員の承認のうえ、経理財務課で行

なっております。また、その後のデリバティブ取引の時

価を含むポジションの管理は経理財務課で行い、定期的

に担当役員に報告しております。

６．取引の時価等に関する事項についての補足説明

　取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あ

くまでもデリバティブ取引における計算上の想定元本で

あり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大き

さを示すものではありません。

６．取引の時価等に関する事項についての補足説明

同左
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２．取引の時価等に関する事項

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

金利関連

区分 種類

前事業年度(平成17年３月31日) 当事業年度(平成18年３月31日)

契約額等
（千円）

契約額等
のうち１
年超
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

契約額等
（千円）

契約額等
のうち１
年超
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

市場取

引以外

の取引

金利スワップ

取引

変動受取・固

定支払
8,000,000 － △145,333 △145,333 － － － －

合計 8,000,000 － △145,333 △145,333 － － － －

　（注）１．時価の算定方法

　取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

33



④　税効果会計

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（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

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

（短期）繰延税金資産

滞留製品等評価損 79,672千円

販売用不動産評価損 8,389千円

未払事業所税 8,627千円

賞与引当金 22,660千円

未払法定福利費 2,835千円

繰越欠損金 438,175千円

   

   

小計 560,360千円

（長期）繰延税金資産

投資有価証券評価損 794千円

ゴルフ会員権評価損 1,030千円

減価償却費 55,982千円

貸倒引当金 123,091千円

   

小計 180,898千円

評価性引当額 △120,193千円

小計 60,704千円

繰延税金資産合計 621,064千円

   

（短期）繰延税金負債

未収事業税 △614千円

（長期）繰延税金負債

　その他有価証券評価差額金 △5,040千円

繰延税金負債合計 △5,654千円

繰延税金資産の純額 615,410千円

（短期）繰延税金資産

滞留製品等評価損 10,941千円

販売用不動産評価損 8,389千円

未払事業所税 9,599千円

賞与引当金 47,609千円

未払法定福利費 5,862千円

未払雇用促進納付金 1,236千円

未払事業税 14,542千円

繰越欠損金 136,633千円

小計 234,813千円

（長期）繰延税金資産

投資有価証券評価損 788千円

ゴルフ会員権評価損 1,030千円

減価償却費 74,040千円

貸倒引当金 1,916千円

減損損失 195,325千円

小計 273,100千円

評価性引当額 △156,788千円

小計 116,312千円

繰延税金資産合計 351,125千円

   

 

   

（長期）繰延税金負債

　その他有価証券評価差額金 △9,066千円

繰延税金負債合計 △9,066千円

繰延税金資産の純額 342,058千円

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

との間の重要な差異の原因となった主要な項目別の内訳

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

との間の重要な差異の原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 41.2％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 △0.8

住民税均等割額 △3.0

繰延税金資産に係る評価性引当額の増減 △9.6

留保金課税 －

その他 △0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 27.7

法定実効税率 41.2％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2

住民税均等割額 6.8

繰延税金資産に係る評価性引当額の増減 6.6

留保金課税 11.2

その他 0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率 66.2
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⑤　関連当事者との取引

前事業年度（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

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権の
所有(被
所有）割
合

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

役員
の兼
任等

事業上の関係

親会社 アルゼ㈱
東京都

江東区
3,446,850

遊技機器の

開発・製造

・販売

(被所有)

直接

64.3％

兼任

４名

遊戯機器の購入
固定資産の購入

（注１）
292,331

買掛金 52,887

裏書譲渡手形 756

債務保証契約
貸付金の債務保

証(注1)
2,074,000 － －

　（注）１．取引条件ないし取引条件の決定方針等

(1）固定資産の購入については、一般の取引先と同様の取引条件によっております。

(2）親会社から購入する固定資産のうちレンタル資産については、レンタル先から回収した手形により支払っ

ております。

(3）債務保証契約は、当社元取締役　真鍋勝紀氏に対しての貸付金2,074,000千円に対するものであります。

２．取引金額には、消費税等は含まれておりません。

当事業年度（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

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権の
所有(被
所有）割
合

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

役員
の兼
任等

事業上の関係

その他

関係会

社

アルゼ㈱
東京都

江東区
3,446,850

遊技機器の

開発・製造

・販売

(被所有)

直接

30.8％

兼任

２名
遊技機器の購入

固定資産の購入

（注１）
1,398,895

未払金

買掛金

1,014,990

35,897

その他

関係会

社の子

会社 

㈱セタ 
東京都

江東区 
1,787,350

遊技器周辺

機器に開発

製造・販売

 －  － 遊技機器の購入
固定資産の購入

（注１） 
1,156,063  未払金 670,658

　（注）１．取引条件ないし取引条件の決定方針等

固定資産の購入については、一般の取引先と同様の取引条件によっております。

２．取引金額には、消費税等は含まれておりません。また平成18年３月31日現在、上記の他にＧＦ投資ファンド

投資事業有限責任組合が「その他関係会社」として該当しております。
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（１株当たり情報）

項目
前事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（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    214円79銭 217円87銭

１株当たり当期純利益又は当期純損失

（△）
  △14円37銭     ３円01銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、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又は当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前事業年度
(自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日)

当事業年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

当期純利益又は当期純損失（△）　

（千円）
△909,126 190,030

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

（うち利益処分による役員賞与金） － －

普通株式に係る当期純利益又は当期純

損失（△）　　　　　　（千円）
△909,126 190,030

期中平均株式数（千株） 63,249 63,209

（重要な後発事象）

　　該当事項はありません。
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５．生産、受注及び販売の状況

１．生産実績

当社は、生産活動を行っておりませんので該当事項はありません。 

２．商品等仕入実績 

 （単位：千円）

品目
当事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

前年同期比

貯蔵品 2,378,715 98.3％

合計 2,378,715   98.3

（注）１．金額は仕入価格によっております。

２．上記金額には、消費税は含まれておりません。 

３．業務用固定資産購入実績

 （単位：千円）

品目
当事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

前年同期比

店舗施設用アミューズメント機器 1,547,738 67.0％

レンタル用パチスロ機器等 2,172,589 1233.7

合計 3,720,327 149.7

（注）１．金額は購入価格によっております。

２．上記金額は、固定資産に計上した金額であります。 

３．上記金額には、消費税は含まれておりません。 

４．受注状況 

該当事項はありません。 

５．販売実績 

 （単位：千円）

区分
当事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

前年同期比

アミューズメント施設運営事業 16,030,654 98.9％

パチスロ機・周辺機器レンタル事業 334,084 40.0

各種施設開発・設計・施工事業 362,732 23.1

不動産事業 1,160,178 387.5

合計 17,887,650 94.6

（注）１．上記金額には、消費税は含まれておりません。
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６.役員の異動

　　１．新任取締役・監査役候補

（１）新任取締役候補　　

　　　取締役　　　　　横川　敏憲　

　　　取締役　　　　　小泉　基靖

　　　取締役　　　　　石田　政三　　

　　　取締役　　　　　中川　健男　

　　　取締役　　　　　八多川　昭一

（２）新任監査役候補　板谷　嘉之　

　　　(注) 板谷嘉之氏は、社外監査役候補者であります。

２．退任予定取締役

　　　取締役　　　　　田原　正彦　

　　　取締役　　　　　小林　輝彦　　

３．取締役・監査役の選任事由

　　当社はアミューズメント施設総合開発企業としての業容拡大を目指しております。組織・体制及び人員の強化を図

　り、今後、新しい経営管理体制で、更なる売上増加と利益拡大および財務体質の改善を達成するため、今回の候補者

　を選任することと致しました。
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