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平成 18年３月期     個別財務諸表の概要           平成18年５月24日 

会 社 名 アルゼ株式会社                    上場取引所     JASDAQ 

コード番号  ６４２５                       本社所在都道府県  東京都 

（ＵＲＬ http://www.aruze.com） 

代  表  者     役  職  名  代表取締役会長兼社長 

            氏    名  岡田 和生 

問い合わせ先    責任者役職名  執行役員管理本部長 

            氏    名  小林 輝彦      ＴＥＬ（０３）５５３０－３０５５（代表） 

決算取締役会開催日 平成18年５月24日           中間配当制度の有無 有 

配当支払開始予定日 平成18年６月30日           定時株主総会開催日 平成18年６月29日 

単元株制度採用の有無 有（１単元100株） 
 

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）   

(1) 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    ％

29,165 （△41.1）

49,526 （△37.7）

百万円    ％

△5,613 （ － ）

3,354 （△59.0）

百万円    ％

△5,805 （ － ）

3,313 （△66.0）
 

 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    ％ 

△13,891  （ － ） 

△7,019 （ － ） 

円  銭

△173 86 

△87 85 

円  銭

－ － 

－ － 

％

△11.0 

△5.0 

％ 

△3.2  

1.8  

％

△19.9 

6.7 

(注)①期中平均株式数      18年３月期 79,903,255株   17年３月期 79,903,681株 

②会計処理の方法の変更   無 

③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    （百万円未満切捨て） 

１株当たり年間配当金 
 

 中 間 期 末 

配当金総額 

(年 間) 
配当性向 

株主資本 

配当率 
 

18年３月期 

17年３月期 

円  銭 

20 00  

30 00  

円  銭

－ － 

－ － 

円  銭

20 00 

30 00 

百万円

1,598  

2,397  

％ 

－ 

－ 

％

1.3 

1.8 
 

(3) 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 

173,286   

188,004   

百万円

118,560  

134,831  

％ 

68.4  

71.7  

円   銭

1,483  81 

1,687  43 

(注)①期末発行済株式数   18年３月期  79,903,124株   17年３月期 79,903,482株 

②期末自己株式数    18年３月期    291,876株   17年３月期     291,518株 
 
２．19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） 

１株当たり年間配当金 
 売上高 経常利益 当期純利益 

中 間 期 末  
 

中間期 

通 期 

百万円 

32,000   

－ 

百万円

3,100  

－ 

百万円

1,800  

－ 

円  銭

0 00 

－ － 

円  銭 

－ －  

20 00  

円  銭

－ － 

20 00 

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)  －円－銭 

(注)当社は、平成18年10月1日付で、純粋持株会社体制に移行する予定であり、平成19年３月期通期の単独の業績予

想につきましては、本資料の発表において的確な予測が困難であるため、配当予想を除き開示を控えさせて頂

きます。 

※ 上記の予想は本資料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係る本資料発表時現在における
仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる可能性があります。 



２【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

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（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   50,187 36,050  

２．受取手形   3,595 6,218  

３．売掛金 ※１  2,122 4,472  

４．製品   905 388  

５．原材料   16,129 16,040  

６．仕掛品   5,222 4,049  

７．貯蔵品   101 106  

８．前渡金   2,348 383  

９．前払費用   257 246  

10．繰延税金資産   4,029 2,810  

11．短期貸付金   2,340 3,221  

12．追徴税額未決算勘
定 

※４  1,998 1,998  

13. 未収入金   － 1,882  

14．未収消費税等   436 93  

15. 供託金   － 3,303  

16．その他   1,112 35  

17．貸倒引当金   △28 △1,187  

流動資産合計   90,759 48.3 80,113 46.2 △10,645

－  － 
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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（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

増減 
（百万円）

Ⅱ 固定資産     

(1)有形固定資産     

１．建物  6,406 6,460   

減価償却累計額  2,927 3,478 3,136 3,323  

２．構築物  452 452   

減価償却累計額  214 237 243 208  

３．機械及び装置  4,912 4,644   

減価償却累計額  2,323 2,589 2,668 1,975  

４．車両運搬具  335 335   

減価償却累計額  138 196 201 134  

５．貸与資産  － 3,381   

減価償却累計額  － － 155 3,226  

６．工具器具備品  9,451 8,840   

減価償却累計額  7,338 2,112 6,969 1,870  

７．土地   6,735 6,251  

８．建設仮勘定   938 499  

有形固定資産合計   16,289 8.7 17,489 10.1 1,200

(2)無形固定資産     

１．特許権   31 26  

２．商標権   0 0  

３．ソフトウェア   981 813  

４．ソフトウェア仮
勘定 

  120 －  

５．電話加入権   24 24  

無形固定資産合計   1,159 0.6 864 0.5 △294

－  － 
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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（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

増減 
（百万円）

(3)投資その他の資産     

１．投資有価証券   86 118  

２．関係会社株式   65,500 61,671  

３．出資金   400 447  

４．関係会社長期貸
付金 

  11,213 10,420  

５．破産更生債権等   1,050 3,072  

６．長期前払費用   38 7  

７．繰延税金資産   2,374 116  

８．敷金保証金   768 736  

９．その他   710 1,738  

10．貸倒引当金   △2,456 △3,605  

投資その他の資産
合計 

  79,685 42.4 74,724 43.1 △4,960

固定資産合計   97,134 51.7 93,079 53.7 △4,055

Ⅲ 繰延資産     

社債発行費   110 93  

繰延資産合計   110 0.0 93 0.1 △17

資産合計   188,004 100.0 173,286 100.0 △14,718

     

－  － 
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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（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  3,494 3,897  

２．買掛金  3,266 3,042  

３．短期借入金  17,800 15,750  

４.１年以内返済予定
の長期借入金 

 1,408 1,408  

５.１年以内償還予定
の社債 

 1,700 2,700  

６．未払金  2,081 1,088  

７．未払費用  166 318  

８．未払法人税等  49 56  

９．前受金  47 2,299  

10．預り金  50 146  

11．前受収益  14 3,882  

12．賞与引当金  316 188  

13．債務保証損失引当
金 

 2,074 －  

14．その他  21 6  

流動負債合計  32,491 17.3 34,784 20.1 2,293

Ⅱ 固定負債    

１．社債  7,800 8,100  

２．長期借入金  12,459 10,985  

３．預り保証金  422 855  

固定負債合計  20,681 11.0 19,940 11.5 △740

負債合計  53,172 28.3 54,725 31.6 1,552

    

－  － 

 

 

54



  
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（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

増減 
（百万円）

（資本の部）     

Ⅰ 資本金 ※２  3,446 1.8 3,446 2.0 －

Ⅱ 資本剰余金     

資本準備金  7,503 7,503   

資本剰余金合計   7,503 4.0 7,503 4.3 －

Ⅲ 利益剰余金     

１．利益準備金  861 861   

２．任意積立金     

(1)別途積立金  115,040 115,040   

(2)特別償却準備金  67 49   

３．当期未処分利益又
は未処理損失
（△） 

 9,731 △6,539   

利益剰余金合計   125,700 66.9 109,411 63.2 △16,288

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

  17 0.0 36 0.0 19

Ⅴ 自己株式 ※３  △1,836 △1.0 △1,837 △1.1 △0

資本合計   134,831 71.7 118,560 68.4 △16,270

負債・資本合計   188,004 100.0 173,286 100.0 △14,718

     

 

－  － 
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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（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

増減 
（百万円）

Ⅰ 売上高  49,526 100.0 29,165 100.0 △20,360

Ⅱ 売上原価 ※３ 27,451 55.4 15,522 53.2 △11,929

売上総利益  22,074 44.6 13,643 46.8 △8,431

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※2,3 18,719 37.8 19,257 66.0 537

営業利益又は営業
損失（△） 

 3,354 6.8 △5,613 △19.2 △8,968

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息 ※１ 71 198   

２．受取配当金 ※１ 536 1   

３．還付加算金  159 －   

４．為替差益  － 63   

５．その他 ※１ 120 887 1.8 71 335 1.1 △552

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  170 323   

２. 社債利息  4 37   

３. 社債発行費償却  55 74   

４．たな卸資産処分損  549 74   

５．その他  149 929 1.9 17 526 1.8 △402

経常利益又は経常
損失（△） 

 3,313 6.7 △5,805 △19.9 △9,119

 

－  － 
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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（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

増減 
（百万円）

Ⅵ 特別利益     

１．投資有価証券売却
益 

 － 2,172   

２．貸倒引当金戻入益   － 32   

３．その他  － － － 5 2,209 7.6 2,209

Ⅶ 特別損失     

１．固定資産除却損 ※４ 64 80   

２．減損損失 ※５ － 1,171   

３．子会社株式評価損  990 845   

４. 子会社整理損  420 －   

５．たな卸資産処分損  4,123 －   

６. たな卸資産評価損  7,015 2,968   

７. 出資損失  652 －   

８．貸倒引当金繰入額  1,537 312   

９．業務委託精算損  － 1,364   

10．その他  324 15,129 30.5 44 6,787 23.3 △8,342

税引前当期純損失   11,816 △23.8 10,382 △35.6 △1,433

法人税、住民税及
び事業税 

 35 45   

法人税等調整額  △4,832 △4,796 △9.7 3,463 3,508 12.0 8,305

当期純損失   7,019 △14.1 13,891 △47.6 6,872

前期繰越利益   16,751 7,352  △9,398

中間配当額   － －  －

当期未処分利益又
は未処理損失(△) 

  9,731 △6,539  △16,270

     

 

－  － 
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－  － 
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 ③【利益処分案】 

  
前事業年度 

（平成17年３月期） 
当事業年度 

（平成18年３月期） 
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 当期未処分利益又は未処
理損失（△） 

  9,731  △6,539 △16,270

Ⅱ 任意積立金取崩額      

別途積立金取崩額  －  9,118  

特別償却準備金取崩額  18 18 18 9,137 9,119

合計   9,749  2,598 △7,151

Ⅲ 利益処分額      

配当金  2,397 2,397 1,598 1,598 △799

Ⅳ 次期繰越利益   7,352  1,000 △6,352

      

 

 



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）子会社株式及び関連会社株式 (1）子会社株式及び関連会社株式 １．有価証券の評価基準及び

評価方法 移動平均法による原価法 同左 

 (2)その他の有価証券 (2）その他の有価証券 

 時価のあるもの 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しておりま

す。） 

同左 

 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 同左 

(1）製品・原材料及び仕掛品 (1）製品・原材料及び仕掛品 ２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 総平均法による原価法 同左 

 (2）貯蔵品 (2）貯蔵品 

 最終仕入原価法 同左 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ３．固定資産の減価償却の方

法 定率法 同左 

  耐用年数及び残存価額について

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。ただし、

平成10年４月１日以降取得した建物

（建物附属設備を除く）について、

定額法を採用しております。 

 また、平成10年４月１日以降取得

した取得価額10万円以上20万円未満

の資産については、３年間で均等償

却する方法を採用しております。 

 

 耐用年数及び残存価額について

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。ただし、

平成10年４月１日以降取得した建物

（建物附属設備を除く）について、

定額法を採用しております。 

なお、貸与資産については、契約

期間を償却年数として、当該期間で

均等償却しております。 

 また、平成10年４月１日以降取得

した取得価額10万円以上20万円未満

の資産については、３年間で均等償

却する方法を採用しております。 

 (2)無形固定資産 (2)無形固定資産 

 定額法 同左 

  耐用年数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。 

 ただし、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用可能

期間（５年）に基づく定額法を採用

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） 

４. 繰延資産の処理方法   社債発行費   社債発行費 

    商法施行規則の規定に基づき、３

年間で均等償却しております。 

同左 

５．外貨建ての資産及び負債

の本邦通貨への換算基準 

────── 外貨建金銭債権債務は、決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しており

ます。 

６．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 (1)貸倒引当金 

  債権の貸倒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。 

同左 

 (2)賞与引当金 (2)賞与引当金 

  従業員の賞与の支払に備えて、将

来の賞与支給見込額を計上しており

ます。 

同左 

 

 

(追加情報) 

 当期より支給対象期間を変更して

おり、この変更に伴い、従来の支給

対象期間によった場合と比較して、

賞与引当金繰入額が82百万円減少

し、営業損失、経常損失及び税引前

当期純損失が82百万円減少しており

ます。 

 (3)債務保証損失引当金  

  債務保証等に係る損失に備えるた

め、被保証者の財政状態等を勘案

し、損失見込額を計上しておりま

す。 

────── 

７．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 

(1)消費税等の会計処理方法 (1)消費税等の会計処理方法 ８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項  税抜方式によっております。 同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

－  － 
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財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

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。これにより税引前当期純損失は1,171百

万円増加しております。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸

表等規則に基づき各資産の金額から直接控除しており

ます。 

 

－  － 
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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．       ────── 

 
 

※１．関係会社に対するものが次のとおり含まれており

ます。 

売掛金 1,498 百万円
 

※２．会社が発行する株式の総数 ※２．会社が発行する株式の総数 
 

 普通株式 324,820,000株

発行済株式の総数 普通株式 80,195,000株
  

 
 普通株式 324,820,000株

発行済株式の総数 普通株式 80,195,000株
  

 ただし、定款の定めにより、株式の消却が行われ

た場合には、これに相当する株式数を減ずることと

なっております。 

 ただし、定款の定めにより、株式の消却が行われ

た場合には、これに相当する株式数を減ずることと

なっております。 

※３．自己株式 ※３．自己株式 

 当社が保有する自己株式の数は、普通株式

291,518株であります。 

 当社が保有する自己株式の数は、普通株式 

291,876株であります。 

※４．偶発債務 ※４．偶発債務 

① 保証債務残高 ① 保証債務残高 

(1) 関係会社の賃借人からの差入敷金・保証金の返

還に対する保証 

(1)        同左 

 
㈱システムスタッフ 454百万円

  

 

②        ────── ② 受取手形裏書譲渡高 2,264百万円
 

③ 平成10年度に係る税務更正処分の審査請求につ

き、東京国税不服審判所で審理されてまいりました

が、平成16年１月29日付で裁決がおりました。当該

裁決の結果、更正所得金額は、当初の2,949百万円

より16百万円減額された2,932百万円となりました

が、当社は本裁決を不服として、平成16年４月27日

付で東京地方裁判所へ法人税更正処分取消訴訟を提

起いたしました。訴訟の結果によっては上記金額に

住民税及び事業税を加えた1,998百万円が損失にな

る可能性があります。 

③         同左 

－  － 
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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） 

５．訴訟事件 ５．訴訟事件 

① 当社の元役員真鍋勝紀の個人資産管理会社である

ケイエム企業㈱より、当社と締結していた「株式売

買予約契約書」に基づく同社所有のSigma Game, 

Inc．株式の譲渡に関して、当社が米国ゲーミング

ボードの許可を得られなかったために、株式の譲渡

ができなかったとする違約金請求訴訟（請求額

3,000万米＄）を平成14年10月31日付で東京地方裁

判所に提起され、現在訴訟中であります。 

① 当社の元役員真鍋勝紀の個人資産管理会社である

ケイエム企業㈱より、当社と締結していた「株式売

買予約契約書」に基づく同社所有のSigma Game, 

Inc. 株式の譲渡に関して、当社が米国ゲーミング

ボードの許可を得られなかったために、株式の譲渡

ができなかったとする違約金請求訴訟（請求額

3,000万米＄）を平成14年10月31日付で東京地方裁

判所に提起され、平成18年1月17日付でケイエム企

業㈱の請求を全面的に認める判決が出されました。

これに対して当社は、本判決を不服とし平成18年1

月18日付で控訴しております。 

また、上記訴訟に関連して、アドアーズ㈱が真鍋

氏に対して、貸付金2,074百万円の支払請求訴訟を

提起し、第一審はアドアーズ㈱勝訴の判決が下され

ました。当社は、上記貸付金につき、債務保証をし

ておりましたが、平成18年3月30日、上記貸金債権

2,074百万円を譲り受けたため、当該貸付金の債権

者となり、同時に保証債務(2,074百万円)は消滅し

ました。また、当社は、同貸付金債権の譲り受けを

原因として、上記訴訟に訴訟参加し、原告の地位を

アドアーズ㈱から承継しました。なお、当該訴訟の

結果によっては、当該債権2,074百万円と上記訴額

との差額が損失となる可能性があります。 

 

②  当社の元子会社㈱エス・エヌ・ケイ（現在破産

手続中）のオーナーであった川崎英吉氏等より、

当社が同氏等を連帯保証人として㈱エス・エヌ・

ケイに貸付けた10億円の保証債務は存在しないと

して、平成14年10月17日付で大阪地方裁判所に債

務不存在確認請求訴訟を提起されております。こ

れに対して当社は保証債務履行請求訴訟として反

訴しております。なお、上記貸付金10億円は前期

までに貸倒償却を完了しており、これによる損益

ヘの影響はありません。 

また、同氏等より㈱エス・エヌ・ケイが破産し

たのは当社が資金援助を打ち切ったことによるも

のとして、平成14年10月28日付で大阪地方裁判所

に損害賠償請求訴訟(請求額 6,791百万円)を提起

されております。これに対して㈱エス・エヌ・ケ

イの破産による当社の60億円以上の損失は同氏等

による意図的なもであるとして、平成15年４月21

日付で大阪地方裁判所に損害賠償請求訴訟を提起

しております。 

② 当社の元子会社㈱エス・エヌ・ケイ（現在破産手

続中）のオーナーであった川崎英吉氏等より、当社

が同氏等を連帯保証人として㈱エス・エヌ・ケイに

貸付けた10億円の保証債務は存在しないとして、平

成14年10月17日付で大阪地方裁判所に債務不存在確

認請求訴訟が提起されておりましたが、平成17年10

月13日付の第一審判決で訴えの利益を欠くものとし

て同氏等の訴えは却下されております。また、当社

の当該保証債務の履行を求める請求についても棄却

されたため当社は平成17年10月31日付で控訴してお

ります。なお、上記貸付金10億円は前期までに貸倒

償却を完了しており、これによる損益ヘの影響はあ

りません。また、同氏等より㈱エス・エヌ・ケイが

破産したのは当社が資金援助を打ち切ったことによ

るものとして、平成14年10月28日付で大阪地方裁判

所に損害賠償請求訴訟(請求額 6,791百万円) を提

起されておりましたが、平成17年10月13日付の第一

審判決において同氏等の請求は棄却され、当社が勝

訴しております。なお、同氏等は本判決を不服と

し、平成17年10月27日付で控訴しております。 

－  － 
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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） 

③ 当社の元子会社である㈱エス・エヌ・ケイ（現在破

産手続中）から全ての知的財産権を譲り受けたと主張

する㈱ＳＮＫプレイモアは、当社が企画・開発・製

造・販売したパチスロ機及びゲームソフト等に関し

て、著作権等侵害に基づく損害賠償請求訴訟５件（請

求額9,632百万円）を平成14年２月28日から同年10月

28日にかけて大阪地方裁判所に提起しております。当

該訴訟について平成16年１月15日付の中間判決におい

て、当社の行為が著作権等の侵害に当たるとの判断が

下され、平成16年12月27日付で判決が出されました。

当該判決の結果、損害賠償額は請求額9,632百万円に

対して41百万円となりましたが、当社は著作権等の侵

害に当たるとの判決を不服として同日控訴しておりま

す。尚、㈱ＳＮＫプレイモアは平成17年１月７日付で

敗訴部分（請求額9,591百万円）について控訴してお

ります。 

③ 当社は平成14年２月28日から同年10月28日にかけ

て㈱ＳＮＫプレイモアより著作権等侵害に基づく

損害賠償請求訴訟５件（請求額9,632百万円）を大

阪地方裁判所に提起されております。当該訴訟に

ついて平成16年１月15日付の中間判決において、

当社の行為が著作権等の侵害に当たるとの判断が

下されましたが、平成16年12月27日付の判決の結

果、損害賠償額は請求額 9,632百万円に対して41

百万円となりました。これに対して、当社は著作

権等の侵害に当たるとの判決を不服として同日控

訴しております。一方、㈱ＳＮＫプレイモアは平

成17年１月７日付で敗訴部分（請求額9,591百万

円）について控訴しております。 

④ 当社が平成16年２月６日に㈱ＳＮＫプレイモアの製

造販売するパチスロ機は当社保有の特許権を侵害す

るとして同機の製造販売を差し止める仮処分を東京

地方裁判所に申し立てた事に対し、同社及び㈱ＳＮ

Ｋネオジオは当社が当該仮処分の申し立ての事実を

当社ホームページへ記載した行為が不法行為である

として、平成16年８月26日付で大阪地方裁判所に損

害賠償請求訴訟(請求額3,349百万円)を提起しており

ます。 

④ 当社が平成16年２月６日に㈱ＳＮＫプレイモア

の製造販売するパチスロ機は当社保有の特許権を

侵害するとして同機の製造販売を差し止める仮処

分を東京地方裁判所に申し立てた事を当社ホーム

ページヘ記載した行為が不法行為であるとして、

同社及び㈱ＳＮＫネオジオは平成16年８月26日付

で大阪地方裁判所に損害賠償請求訴訟（請求額 

3,349百万円）を提起しておりましたが、平成17

年10月31日付の第一審判決において同社及び㈱Ｓ

ＮＫネオジオの請求は棄却され、当社が勝訴して

おります。なお、同社は吸収合併した㈱ＳＮＫネ

オジオの地位を継承した上で、本判決を不服と

し、平成17年11月11日付で控訴しております。 

 ⑤ 平成15年６月に当社が発売したパチスロ機「ゴー

ルドＸ」においてプログラム上の不具合があったこ

とに起因して、パチスロ機設置場所の閉鎖に伴う逸

失利益等の損害を被ったとして、販売先38社が平成

16年８月から平成17年１月にかけて損害賠償請求訴

訟４件（請求額合計261百万円）を東京地方裁判所に

提起しております。 

 ⑤ 平成15年６月に当社が発売したパチスロ機

「ゴールドＸ」においてプログラム上の不具合が

あったことに起因して、パチスロ機設置場所の閉

鎖に伴う逸失利益等の損害を被ったとして、販売

先38社が平成16年８月から平成17年１月にかけて

損害賠償請求訴訟４件（請求額合計261百万円）

を東京地方裁判所に提起しております。なお、16

社が訴訟を取下げており、期末時点で提訴してい

る販売先は22社であります。また、損害賠償請求

額合計は210百万円となります。 

 ６．配当制限  ６．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17百万円で

あります。 

 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36百

万円であります。 

－  － 
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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．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 
 

受取利息 63百万円

受取配当金 534 

その他 94 
  

 
売上高 2,233百万円

受取利息 192 

雑収入 43 
  

※２．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。 

※２．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。 
 

研究開発費 6,063百万円

給与手当 2,258 

地代家賃 1,196 

広告宣伝費 992 

支払手数料 978 

報酬 952 

減価償却費 329 

賞与引当金繰入額 86 

貸倒引当金繰入額 55 
  

 
研究開発費 7,409百万円

給与手当 1,976 

地代家賃 1,218 

支払手数料 1,070 

報酬 1,099 

減価償却費 206 

賞与引当金繰入額 41 

貸倒引当金繰入額 24 
  

 販売費に属する費用と一般管理費に属する費用

の割合は、概ね次のとおりであります。 

 販売費に属する費用と一般管理費に属する費用

の割合は、概ね次のとおりであります。 
 

販売費に属する費用 約16% 

一般管理費に属する費用 約84% 
  

 
販売費に属する費用 約12% 

一般管理費に属する費用 約88% 
  

※３．研究開発費の総額 ※３．研究開発費の総額 

 一般管理費及び当期総製造費用に含まれる研究

開発費 

 一般管理費に含まれる研究開発費 

6,482百万円 7,409百万円

※４．固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

※４．固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。 
 

<除却損> 

建物 19百万円

構築物 0 

車両運搬具 0 

工具器具備品 45 

計 64 
 

 
<除却損> 

建物 1百万円

工具器具備品 78 

計 80 
  

  
 

 

 

－  － 
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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） 

 ５．       ────── ※５．減損損失 

当会計期間において、当社は以下の資産グループ

について減損損失を計上しました。 

  

用途 種類 場所 減損損失 

遊休 土地 
伊東市 
伊豆市他 

484百万円 

遊休 
機械装置

他 
四街道市 345百万円 

ゲーム機
器事業 

機械装置

他 
米子市他 342百万円 

合計 1,171百万円

 
 （経緯） 

遊休不動産については、著しい地価の下落により

投資額の回収が困難と見込まれるため、回収可能価

額まで減額し､当該減少額を減損損失（484百万円）

として特別損失に計上しました。 

遊休資産については、今後の利用予定がないと見

込まれるため、回収可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失（345百万円）として特別損失に計上

しました。 

ゲーム機器事業については、収益性低下により投

資額の回収が困難と見込まれるため、回収可能価額

まで減額し、当該減少額を減損損失（342百万円）

として特別損失に計上しました。 

（グルーピングの方法） 

当社は、事業別セグメント区分を考慮し、資産グ

ループを決定しております。なお、将来の使用が未

確定の遊休資産については、個々の物件単位でグ

ルーピングをしております。 

 

（回収可能価額の算定方法） 

当該資産グループの回収可能価額は正味売却価額

により測定しており、土地については不動産鑑定士

による鑑定評価額により評価し、その他の資産につ

いては税法規定等に基づく残存価額により評価して

おります。 

 



（リース取引関係） 

 ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 

 

（有価証券関係） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 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 
（百万円） 

時価 
（百万円）

差額 
（百万円）

貸借対照表
計上額 
（百万円）

時価 
（百万円） 

差額 
（百万円）

子会社株式 8,775 14,262 5,487 1,872 3,205 1,333

関連会社株式 － － － 3,920 4,610 690

合計 8,775 14,262 5,487 5,792 7,816 2,023

 

－  － 
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（税効果会計関係） 

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．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 
 
繰延税金資産（流動） 

賞与引当金繰入超過額 130百万円

中古機評価損否認 23 

未払事業所税 8 

債務保証損失引当金 844 

未払事業税 12 

たな卸資産評価損 2,626 

繰越欠損金 390 

繰延税金資産（流動）計 4,036 

繰延税金負債（流動）  

ＰＣ特別償却準備金 △7 

繰延税金資産（流動）の純額 4,029 

  

繰延税金資産（固定）  

子会社株式評価損 1,879 

貸倒引当金超過額 645 

出資金評価損 122 

研究開発費 242 

その他 30 

繰延税金資産（固定）小計 2,919 

評価性引当額 △384 

繰延税金資産（固定）計 2,534 

繰延税金負債（固定）  

更正事業税 △135 

ＰＣ特別償却準備金 △12 

その他有価証券評価差額金 △11 

繰延税金負債（固定）計 △159 

繰延税金資産（固定）の純額 2,374 
  

 
繰延税金資産（流動） 

賞与引当金繰入超過額 76百万円

中古機評価損否認 23 

未払事業所税 7 

貸倒引当金繰入超過額 546 

未払事業税 9 

たな卸資産評価損 2,914 

業務委託精算損 555 

繰越欠損金 2,455 

その他 46 

繰延税金資産（流動）小計 6,634 

評価性引当額 △3,816 

繰延税金資産（流動）計 2,818 

繰延税金負債（流動）  

ＰＣ特別償却準備金 △7 

繰延税金資産（流動）の純額 2,810 

  

繰延税金資産（固定）  

子会社株式評価損 2,223 

貸倒引当金超過額 1,252 

出資金評価損 122 

研究開発費 430 

減損損失 476 

その他 30 

繰延税金資産（固定）小計 4,536 

評価性引当額 △4,254 

繰延税金資産（固定）計 281 

繰延税金負債（固定）  

更正事業税 △135 

ＰＣ特別償却準備金 △5 

その他有価証券評価差額金 △24 

繰延税金負債（固定）計 △165 

繰延税金資産（固定）の純額 116 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－  － 
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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） 

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 40.7％ 
  

 
法定実効税率 40.7％
  

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100分の５以下で

あるため注記を省略しております。 

（調整） 

評価性引当額 △74.0 

交際費損金不算入 △0.4 

住民税均等割 △0.4 

その他 0.3 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △33.8％
 

 

（１株当たり情報） 

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株当たり純資産額 1,687円43銭 

１株当たり当期純損失 87円85銭 

  

 

１株当たり純資産額 1,483円81銭 

１株当たり当期純損失 173円86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、1株あたり当期純損失であり、また、希薄化効果を

有している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、1株あたり当期純損失であり、また、希薄化効果を

有している潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

 （注） １株当たり当期純損失の算定上の基礎は、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） 

当期純損失(百万円) 7,019 13,891 

普通株主に帰属しない金額(百万円) － － 

(うち利益処分による役員賞与金) (－) (－)

普通株式に係る当期純損失(百万円) 7,019 13,891 

期中平均株式数(株) 79,903,681 79,903,255 

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 

平成14年６月27日定時株主総会決

議ストックオプション 

新株予約権１種類（500個） 

普通株式50,000株 

同左 

 

 

 

 ────── 平成16年６月29日定時株主総会決

議ストックオプション 

  新株予約権１種類（497個） 

  普通株式49,700株 

 

－  － 
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－  － 
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（重要な後発事象） 

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．平成17年６月13日開催の取締役会にて、商法第280条

ノ20及び商法第280条ノ21の規定に基づき、平成16年６

月29日の第31回定時株主総会において決議された新株予

約権の発行について、具体的な条件を決定いたしまし

た。 

       ────── 

①新株予約権の発行日  

平成17年６月20日  

②新株予約権の発行数  

497個  

③新株予約権の割当対象者  

当社及び当社子会社の取締役及び従業員 88名  

④新株予約権の発行価格  

無償  

⑤新株予約権の目的となる株式の種類及び数  

当社普通株式 49,700株  

⑥新株予約権の行使時の払込金額  

１個当たり243,400円（１株当たり2,434円）  

⑦新株予約権の行使により発行される株式の総額  

120,969,800円  

⑧新株予約権の行使期間  

自 平成18年７月１日 至 平成21年６月30日  

⑨新株予約権の行使により株式を発行する場合におい

て資本に組入れる額 

 

資本組入額 １株当たり 1,217円  

⑩新株予約権の行使の条件  

「第４ 提出会社の状況 １．株式等の状況 (7)ス

トックオプション制度の内容③」に記載 

 

⑪新株予約権の譲渡に関する事項  

「第４ 提出会社の状況 １．株式等の状況 (7)ス

トックオプション制度の内容③」に記載 

 

 

７【役員の異動】 

   役員の異動につきましては、記載が可能になり次第開示いたします。 


