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決算取締役会開催日  平成18年10月13日                  米国会計基準採用の有無  無 
（注）平成17年３月期第３四半期より新たに連結決算を開始したため、前年中間期の対前年中間期増減率は記載して

おりません。 
 

１．18年９月中間期の連結業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）   
(1) 連結経営成績                                 （百万円未満切捨て） 

 売上高 営業利益 経常利益 
 
18年９月中間期 
17年９月中間期 

百万円   ％
9,332（36.7）
6,826（ －）

百万円   ％
1,101（39.9）
787（ －）

百万円   ％
1,101（41.9）
776（ －）

18年３月期 14,826    1,845    1,837    
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益 

 
18年９月中間期 
17年９月中間期 

百万円   ％
564（34.3）
420（ －）

円   銭
5,102    10 
3,795    99 

円   銭
－    － 
－   － 

18年３月期 1,048    9,470    50 －    － 
(注)①持分法投資損益     18年９月中間期  －百万円   17年９月中間期 △12百万円   18年３月期 △10百万円 

②期中平均株式数(連結) 18年９月中間期 110,730株  17年９月中間期  110,730株   18年３月期  110,730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、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

 

(2) 連結財政状態                                 （百万円未満切捨て） 
 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 
18年９月中間期 
17年９月中間期 

百万円 
7,257    
4,933       

百万円
3,984   
3,068     

％ 
54.9  

 62.2  

円   銭
35,987      86 
27,715      57 

18年３月期 5,748       3,475   60.5  31,390      08 
(注)期末発行済株式数(連結)   18年９月中間期 110,730株  17年９月中間期 110,730株  18年３月期 110,730株 
 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況                         （百万円未満切捨て） 

 
営業活動による 
キャッシュ・フロー 

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期 末 残 高

 
18年９月中間期 
17年９月中間期 

百万円 
△129    
368    

百万円
590   

△562      

百万円 
124      

 △357      

百万円
2,740     
1,630      

18年３月期 1,200       △648      △578      2,155     
 

(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   ２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)   １社   (除外)   －社    持分法 (新規)   －社   (除外)   １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 

 
通 期 

百万円 
20,303    

百万円
2,708   

百万円 
1,391    

（参考）１株当たり予想当期純利益(通期)      12,562円08銭 
 

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

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

算短信（連結）添付資料７頁「通期の見通し」をご参照ください。 

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


１．企業集団の状況
  当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（ゲンダイエージェンシー株式会社）及び連結

子会社２社で構成されております。 

(1)広告事業 

当社において、パチンコホールに特化した折込広告、販促物、媒体等の企画制作を行っておりま 

す。品目別の内容は以下のとおりであります。 

品 目 内  容 

折込広告 新聞折込広告の企画制作 

販促物 ダイレクトメール、店舗内外装飾用ポスター・ＰＯＰ等の印刷物、ノベルティー等の

企画制作 

媒 体 テレビ、ラジオ、新聞及び雑誌等のマスメディアを利用した広告の企画制作 

その他 店舗イベントの企画運営、プロモーション映像等の企画制作 

(2)中古遊技機売買仲介事業 

子会社㈱バリュー・クエストにおいて、ウェブサイト（VQnet.com）上で、中古パチンコ機、パチ 

スロ機の売買情報の提供及び売買仲介を行っております。 

 (3)その他事業 

   子会社㈱ランドサポートにおいて、パチンコホールに特化した不動産の賃貸、仲介等を行ってお

ります。 

 

 [事業系統図] 

事業系統図は、以下のとおりであります。 

 パチンコ、パチスロユーザー 
 

（グループ外の協力会社） 

印刷会社／新聞折込会社／各種媒体社／イベント運営会社 

折込広告、メディア掲出、イベント運営  

 

 

 印刷、新聞折込、媒体広告枠、イベント運営の発注 

広告の発注 広告企画の提案 販促物の納品 

パチンコホール 

ゲンダイエージェンシー株式会社（広告事業） 

 

 

 

 

 

不動産の賃貸、仲介 

（連結子会社）株式会社ランドサポート

（その他事業） 

ウェブサイトで中古遊技機の売買仲介

（連結子会社）株式会社バリュー・クエスト 

（中古遊技機売買仲介事業） 

 

 

 

 

 

[関係会社の状況] 

名称 住所 
資本金 

（百万円）
主要な事業の内容 

議決権の

所有割合
関係内容 

（連結子会社）    

㈱バリュー・クエスト 

（注）２． 

東京都 

新宿区 
203

中古遊技機売買仲介

事業 
60.0％ 役員の兼任あり 

㈱ランドサポート 
東京都 

新宿区 
200 その他事業 100.0％ 役員の兼任あり 

（注）１．主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

２．当中間連結会計期間において、㈱バリュー・クエストの株式を追加取得（子会社化）したた

め、持分法の適用範囲から除外し、新たに連結の範囲に含めております。 

－  － 
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２．経営方針
（1）経営の基本方針 

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

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

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

客・顧客創造・顧客満足のための効果的な広告戦略を提供することで、パチンコユーザーはもちろん

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

いります。 

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

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

 

（2）利益配分に関する基本方針 

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

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

に実施することにより中長期的な株主価値の 大化を図ることを基本方針としております。 

また、目標配当性向についてはキャッシュ・フローの状況等を勘案し、当面50％（連結ベース）を

目安として考えております。 

  なお、内部留保資金につきましては、新たなサービスの開発、新規事業に向けた投資等に有効に役

立て、将来の収益向上をとおして株主の皆様に還元できるものと考えております。 

 

（3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

  当社は、投資単位の引下げにより、投資家層の拡大を促し、株式の流動性を高めることが有用な施

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

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

株式分割等の投資単位引下げ実施を検討してまいります。 

 

（4）目標とする連結経営指標 

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

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

・ 社内の生産性とサービスの付加価値を測定する指標として売上高営業利益率 

（≒経常利益率）10％以上 

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

成長率20～40％（年率） 

  

－  － 
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（5）中長期的な経営戦略及び対処すべき課題 

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

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

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

平成20年３月期を 終年度とする３ヵ年中期経営計画(ＮＳ2006)を策定し平成17年３月25日付で公表

しております。 

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

げ、個別の戦略課題を設定しておりますが、平成18年９月までの進捗状況は、以下のとおりでありま

す。 

戦略課題 平成18年９月までの進捗状況 

～攻めの戦略課題～ 

①平成22年３月期売上高300億円に向けたシェア拡

大 

②サービスの付加価値向上 

③業界上位企業との関係強化のための事業検証 

④Ｍ＆Ａ、アライアンスによる新規事業参入とパ

チンコホール向けサービスライン拡充の検証 

 

 

 

 

 

 

 

～守りの戦略課題～ 

①事業規模に応じた効率化と適正コストの追求 

②事業規模拡大を支えるバックオフィス体制整備 

③企業価値の持続的な増大のためのコーポレー

ト・ガバナンスの強化 

～攻めの戦略課題～ 

既存事業における営業拠点の展開は、平成18年９

月末時点で20拠点となり、また10月１日開設の北

九州、高崎、岐阜の営業所開設準備は完了してお

ります。また、サービスの質的向上のため研修体

系の整備と集中的な研修を実施しております。さ

らに、品質向上のため既設の全営業所においてＩ

ＳＯ９００１の認証を取得しております。 

新事業については、業界ナンバーワンの中古遊技

機の売買仲介実績を誇る㈱バリュー・クエストを

子会社化したほか、新規出店用地取得のサポート

のため、㈱ランドサポートを設立し、営業を開始

しております。 

 

～守りの戦略課題～ 

印刷コストの見直しや、非効率な社内生産販促物

の外注シフトをすすめてまいりました。また、人

事部の設置、情報システム部、内部監査室の増員

をはじめとした管理部門強化、社外取締役の招聘

によるガバナンス強化等を実施しております。 

当期においては、教育・研修制度をさらに充実させ、広告事業における全社的なサービスの質的向上

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

㈱バリュー・クエストにおける中古遊技機売買仲介事業の取扱シェア拡大を中心とする新たなサービス

ラインの拡充を積極的に推進してまいりたいと考えております。 

  

（6）親会社等に関する事項 

   該当事項はありません。 

 

－  － 
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３．経営成績及び財政状態
（1）経営成績 

当中間連結会計期間における日本経済は、企業業績の改善により設備投資が増加するとともに、個

人消費も堅調に推移しており、景気は順調な回復を見せてまいりました。 

当社グループの主要顧客であるパチンコホール業界では、ユーザー数の減少に伴い企業間の競争が

激化しており、中小ホール企業を中心とした廃業・淘汰がすすんでおります。また遊技機の規則改正

に伴う遊技機入替費用の増加や、ヘビーユーザーの客離れが懸念されており業界の先行きに不透明感

が漂っております。 

このような環境下で、当社グループは、引き続き中核事業である広告事業における更なるシェア拡

大に取り組む一方で、広告事業の将来的な成長の鈍化に備え、事業領域を早期に拡大していく目的で、

中古遊技機売買仲介事業のリーディングカンパニーとして今後の成長が見込まれる、㈱バリュー・ク

エスト（以下、ＶＱ社）の株式を追加取得（子会社化）し、グループの持続的成長に向け積極的な事

業活動を展開してまいりました。 

その結果、当中間連結会計期間の売上高は9,332百万円（対前年同期比36.7％増）、経常利益は

1,101百万円（同41.9％増）、中間純利益は564百万円（同34.3％増）となりました。 

なお、セグメント別の業績は以下のとおりであります。 

 

①広告事業 

当中間会計期間においては、有力パチンコホール企業のグランドオープン（※１）や大規模なリ

ニューアルオープン（※２）に伴う広告需要や、「ＣＲスーパー海物語」、「北斗の拳ＳＥ」を中心

とする新台入替（※３）告知の広告需要は堅調に推移したものの、業績不振や遊技機入替コストの負

担増加等の影響を受け、一部のクライアントにおける閉店や広告費抑制の傾向も見え始めております。 

こうした環境下で、広告事業においては、本年４月の神戸営業所の新設、旧姫路営業所の岡山移転

を行い、同営業エリアにおける優良顧客開拓を強化し、また既設営業所においても、大口優良顧客の

新規開拓および既存大口顧客との取引拡大を推進し受注が増加したことから、当中間会計期間の売上

高は8,766百万円、営業利益は1,313百万円となりました。 

 

※１グランドオープン   ：パチンコホールの新規店舗開店であります。 

※２リニューアルオープン ：パチンコホール店舗の内外装を大幅に改装した開店であります。 

※３新台入替       ：パチンコホール店舗に設置された遊技機（パチンコ機、パチスロ

機）を撤去し、新規に購入した遊技機を設置することであります。 

 

②中古遊技機売買仲介事業 

 当中間会計期間においては、「ＣＲぱちんこ冬のソナタ」等の人気機種の取引や、パチスロ４．

７号機入替に伴う撤去台取引増加等により、取扱台数は概ね堅調に推移したものの、遊技機の規則

改正に伴う旧基準パチスロ機の短命化により、平均取引単価は下落傾向となりました。 

このような環境下で、ＶＱ社は「中立・公正・健全な中古遊技機マーケットを創出する」という

理念の下、社内業務フローの改善、アウトバウンドによる営業、ホールへの訪問営業等、従来の待

受型営業スタイルから能動的営業スタイルへの転換に向けて積極的に取り組んでまいりました。な

お、当中間連結会計期間の成約台数は85千台となり、売上高は566百万円、営業利益はのれんの償却

額を63百万円計上したことにより５百万円となりました。 

 

③その他事業 

 当中間会計期間においては、大手ホールの新規出店支援の目的で設立し、本年３月に宅地建物取

引業免許を取得した㈱ランドサポートが当期初より営業を開始しましたが、その後の業界環境の悪

化に伴い、一部の大手ホール企業において、これまでの積極出店の傾向から出店ペースの抑制へと

転じた影響もあり成約が遅れております。なお、当中間会計期間は、売上高－百万円、営業損失24

百万円となりました。 

 

－  － 
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（注）当中間連結会計期間より、新たに事業の種類別セグメントを作成しているため、前年同期と

の比較は行っておりません。 

 

（2）財政状態 

   営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益1,034百万円を計上する一方で、

売上高の増加に伴う売上債権の増加△420百万円及び下請法への対応に伴う支払サイトの短縮により、

仕入債務の減少△249百万円があったこと、並びに前期決算に係る法人税等の確定納付が△543百万

円発生したこと等により、△129百万円の支出（前年同期は368百万円の収入）となりました。 

   投資活動によるキャッシュ・フローは、㈱バリュー・クエストの株式取得による子会社化により、

連結範囲の変更を伴う株式取得による収入839百万円が発生したこと等により、590百万円の収入

（前年同期は△562百万円の支出）となりました。 

   財務活動によるキャッシュ・フローは、一時的な運転資金の調達で短期借入による収入600百万円

が発生する一方、長短借入金の返済△254百万円及び前期決算に係る期末配当金の支払△221百万円、

があったことにより124百万円の収入（前年同期は△357百万円の支出）となりました。 

   これらの結果、現金及び現金同等物は当中間連結会計期間において585百万円増加し、2,740百万

円となりました。 

 

キャッシュ・フロー指標 

 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 

 中間 期末 中間 期末 中間 

自己資本比率（％） 61.5 61.2 62.2 60.5 54.9

時価ベースの自己資本比率（％） 478.7 773.0 839.43 872.6 537.9

債務償還年数（年） 0.2 0.0 － － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍） 
346.4 409.2 26,219.2 85,469.8 －

（注）時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

   債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

   インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

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

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

３．平成17年３月期末より連結財務諸表を作成しているため、平成17年３月期中間については中間財務諸表の数値により算出

しております。 

４．「利払い」は、（中間）連結キャッシュ・フロー計算書（平成17年３月期中間については中間キャッシュ・フロー計算

書）の利息の支払額を使用しております。 

５．当中間連結会計期間における債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては、営業活動によるキャッ

シュ・フローがマイナスであるため記載しておりません。 

 

（3）事業等のリスク 

①パチンコホール業界への依存について  

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

高はパチンコホール業界に大きく依存しております。 

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

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

よる規制を受けるとともに、上記の法的規制以外にも、過度な射幸性を抑制する目的や遊技機の不正

改造を防止する目的等から、パチンコホールの業界団体が自主規制を行うことがあります。 

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

行為や、中古遊技機の流通に制限が課せられた場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

また、当社グループでは、パチンコホールの広告需要及び中古遊技機需要は今後も堅調に推移する

－  － 
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ものと予測しておりますが、パチンコホールの集客戦略の変化等を理由に、広告需要が当社の予測を

下回った場合や、遊技機市場の変化等を理由に、中古遊技機需要が当社の予測を下回った場合、更に

はパチンコホールに対して当社グループと同様のサービスを提供する競合との競争が新規参入等によ

り激化した場合等には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

②広告事業における遊技機キャラクターの著作権使用について 

  当社グループの広告事業においては、パチンコホールからの依頼を受けて広告物を制作する際、遊

技機メーカーもしくは第三者が著作権を有する遊技機キャラクターを使用しております。当該キャラ

クターを広告に使用するにあたり遊技機メーカーは、一定の制限（著作権者の明記、広告に使用可能

な図柄の指定、改変の禁止等）を課していることから、当社グループは、これらの制限を充分確認し

た上で制作作業を行っております。そのため過去において、著作権侵害に係る損害賠償請求や使用差

し止め等の訴えを起こされた事実はありません。 

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

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

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

当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

③中古遊技機売買仲介事業の収益モデルと中古遊技機流通市場について 

 当社グループが行う、中古遊技機売買仲介事業の中核は、インターネット上における中古遊技機の

売買情報の提供及び売買仲介サービスであり、主たる収益源は売買契約成立時における相場価格（成

約価格）に応じて定められた仲介手数料収入であります。当社グループは「中立・公正・健全な中古

遊技機マーケットの創出」を志向しており、相場に対して中立の立場を堅持し恣意的な価格操作を一

切排除しております。そのため、業界の景気動向、人気機種の市場動向や、中古遊技機の移動に関す

る制約条件等の外部要因により、相場価格が急激に変動した場合、中古遊技機売買仲介事業の収益も

これと連動することから、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

また、中古遊技機流通市場における相場価格及び流通量は、特にパチンコ・スロットを販売する各

メーカーの新製品の人気度や、その供給状況等に大きく影響を受けることから、これらに著しい変化

があった場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

④中古遊技機売買仲介事業の基幹システム（トレード・システム）について 

 中古遊技機売買仲介事業においては、顧客（会員）情報、物件情報、取引履歴、売買に係る計数を

一元管理するインターネットとデータベースによる基幹システム（トレード・システム）を構築し、

日々の業務を処理しております。今後、事業の成長に応じたシステムの強化・拡張を予定しておりま

すが、不測の理由により、これらが円滑に実施されない場合、あるいは災害等によりシステムが損傷

した場合には、業務を円滑に処理することができず、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

 

⑤企業買収、資本提携について 

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

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

いますが、買収・提携後の事業計画が当初計画どおりに進捗しない場合には、当社グループの業績に

影響を及ぼす可能性があります。 
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（4）通期の業績見通し 

当下期におけるパチンコホール業界は、引き続き、競争激化に伴う廃業・淘汰や、遊技機の規則改

正に伴う遊技機入替費用の増加による収益性の悪化が予想されることから、新規出店の抑制や、広告

宣伝支出の抑制等、当社グループの事業活動への悪影響が懸念されます。そうした厳しい環境下では

ありますが、当社グループは、平成18年10月新設及びサテライトからの昇格の３営業所（北九州、高

崎、岐阜）の営業エリアにおける新規優良顧客の開拓と既設営業所における既存顧客との更なる取引

密着度向上、連結子会社バリュー･クエストにおける中古遊技機の売買仲介件数増加により、引き続き

増収増益を達成してまいりたいと考えております。 

なお、通期の業績予想については以下のとおりを見込んでおり、平成18年６月8日公表（連結）及び

平成18年４月8日公表（個別）の数値からの変更はありません。 

 連結業績予想 個別業績予想 

 金額（百万円） 対前期比（％） 金額（百万円） 対前期比（％） 

売上高 20,303 136.9 18,500 125.0

営業利益 2,739 148.5 2,381 125.8

経常利益 2,708 147.4 2,385 125.7

当期純利益 1,391 132.7 1,383 124.8

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

さまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。  

－  － 
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１【中間連結財務諸表等】 

(1)【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

  
前中間連結会計期間末 

（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年９月30日） 

対前中間 

期比 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成18年３月31日） 

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） 
金額（百万円）

構成比

（％）

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産     

１．現金及び預金 ※１  1,634 2,748   2,162

２．受取手形及び売掛金 ※２  1,714 2,440   1,997

３．たな卸資産   14 8   10

４．繰延税金資産   28 39   43

５．その他   55 64   39

貸倒引当金   △10 △22   △21

流動資産合計   3,436 69.7 5,279 72.7 1,843  4,232 73.6

Ⅱ 固定資産     

(1)有形固定資産     

1．建物及び構築物  35 67  45 

減価償却累計額  4 30 12 55  7 38

2．機械装置及び運搬具  120 133  122 

  減価償却累計額  49 71 66 67  60 61

3．器具及び備品  358 380  356 

減価償却累計額  168 190 222 157  194 162

有形固定資産合計   291 5.9 280 3.9 △11  261 4.5

(2)無形固定資産     

1．のれん   － 575   －

2．ソフトウェア   58 121   63

3．ソフトウェア仮勘定   － 106   －

4．その他   － 0   －

無形固定資産合計   58 1.2 803 11.1 745  63 1.1

(3)投資その他の資産     

1．投資有価証券   502 127   508

2．繰延税金資産   16 21   26

3．長期性預金   500 500   500

4．差入敷金・保証金   122 231   153

5．その他   37 19   10

貸倒引当金   △32 △5   △7

投資その他の資産合計   1,146 23.2 894 12.3 △252  1,190 20.8

固定資産合計   1,496 30.3 1,977 27.3 481  1,516 26.4

資産合計   4,933 100.0 7,257 100.0 2,324  5,748 100.0

     

 

 

－  － 

 

 

8



 

  
前中間連結会計期間末 

（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年９月30日） 

対前中間 

期比 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成18年３月31日） 

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） 
金額（百万円）

構成比

（％）

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

１．支払手形及び買掛金 ※１  1,328 1,222   1,466

２．短期借入金   － 420   －

３．１年内返済予定長期借入金   － 47   －

４．未払法人税等   366 477   543

５．中古遊技機売買仲介顧客預り金   － 711   －

６．その他   169 348   263

流動負債合計   1,864 37.8 3,226 44.5 1,362  2,272 39.5

Ⅱ 固定負債     

１．長期借入金   － 40   －

２．その他   － 5   －

固定負債合計   － － 45 0.6 45  － －

負債合計   1,864 37.8 3,272 45.1 1,408  2,272 39.5

     

（少数株主持分）     

少数株主持分   － － － － －  － －

     

（資本の部）     

Ⅰ 資本金   751 15.2 － － △751  751 13.1

Ⅱ 資本剰余金   1,063 21.6 － － △1,063  1,063 18.5

Ⅲ 利益剰余金   1,254 25.4 － － △1,254  1,661 28.9

資本合計   3,068 62.2 － － △3,068  3,475 60.5

負債、少数株主持分及び 

資本合計 
  4,933 100.0 － － △4,933  5,748 100.0

     

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

１．資本金   － － 751 10.3 751  － －

２．資本剰余金   － － 1,063 14.7 1,063  － －

３．利益剰余金   － － 2,004 27.6 2,004  － －

株主資本合計   － － 3,819 52.6 3,819  － －

Ⅱ 少数株主持分   － － 165 2.3 165  － －

純資産合計   － － 3,984 54.9 3,984  － －

負債純資産合計   － － 7,257 100.0 7,257  － －
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②【中間連結損益計算書】 

  

前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日

至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日）

対前中間 

期比 

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

（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（百万円）

百分比

（％）
金額（百万円）

百分比

（％）

増減 

（百万円） 
金額（百万円）

百分比

（％）

Ⅰ 売上高   6,826 100.0 9,332 100.0 2,506  14,826 100.0

Ⅱ 売上原価   5,012 73.4 6,464 69.3 1,452  10,851 73.2

売上総利益   1,814 26.6 2,868 30.7 1,054  3,975 26.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  1,026 15.0 1,766 18.9 741  2,130 14.4

営業利益   787 11.5 1,101 11.8 313  1,845 12.4

Ⅳ 営業外収益      

１．受取利息  2 2  5 

２．受取配当金  0 0  0 

３．その他  1 4 0.1 2 4 0.1 0 1 7 0.1

Ⅴ 営業外費用     

１．支払利息  0 3  0 

２．持分法による投資損失  12 －  10 

３．原状回復費用  － 1  3 

４．その他  3 16 0.2 0 4 0.1 △12 0 15 0.1

経常利益   776 11.4 1,101 11.8 324  1,837 12.4

Ⅵ 特別利益     

１．保険解約返戻金  － 4  － 

２．償却債権取立益  － 2  － 

３．固定資産売却益 ※２ － － － 0 7 0.1 7 － － －

Ⅶ 特別損失     

１．固定資産除却損 ※３ 5 1  6 

２．投資有価証券評価損  － －  30 

３．固定資産売却損 ※４ － 0  － 

４．連結子会社役員退職金  － 24  － 

５．連結子会社本社移転費用  － 5 0.1 48 75 0.8 70 － 37 0.3

税金等調整前中間（当期）純利益   770 11.3 1,034 11.1 263  1,799 12.1

法人税、住民税及び

事業税 
 348 456  774 

法人税等調整額  1 350 5.1 13 469 5.0 119 △23 750 5.0

少数株主利益（△損失）   － － △0 △0.0 △0  － －

中間（当期）純利益   420 6.2 564 6.1 143  1,048 7.1
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③【中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書】 

中間連結剰余金計算書 

 

 

  

前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

 至 平成17年９月30日）

前連結会計年度の 

連結剰余金計算書 

（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（百万円） 金額（百万円） 

（資本剰余金の部）      

Ⅰ 資本剰余金期首残高   1,063  1,063 

Ⅱ 資本剰余金中間期末 

（期末）残高 
  1,063  1,063 

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   1,166  1,166 

Ⅱ 利益剰余金増加高      

  中間（当期）純利益  420 420 1,048 1,048 

Ⅲ 利益剰余金減少高      

配当金  332  553 553 

Ⅳ 利益剰余金中間期末 

（期末）残高 
  1,254  1,661 

      

   中間連結株主資本等変動計算書 

   当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日）         （単位：百万円） 

株主資本 

 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 

株主資本 

合計 

少数株主 
持分 

純資産合計 

平成18年３月31日 残高 751 1,063 1,661 3,475 － 3,475

中間連結会計期間中の変動額   

 剰余金の配当  △221 △221  △221

 中間純利益  564 564  564

 株主資本以外の項目の中間連結会

計期間中の変動額（純額） 
 165 165

中間会計期間中の変動額合計 － － 343 343 165 509

平成18年９月30日 残高 751 1,063 2,004 3,819 165 3,984

 

－  － 
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④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

前中間連結会計期間

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日）

対前中間期比 

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

（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（百万円） 金額（百万円） 

金額 

（百万円） 
金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

税金等調整前中間（当期）純利益  770 1,034  1,799 

減価償却費  63 72  133 

のれんの償却額  － 63  － 

貸倒引当金の増加額（△減少額）  17 △1  4 

受取利息及び受取配当金  △2 △2  △5 

支払利息  0 3  0 

持分法による投資損失  12 －  10 

固定資産除却損  5 1  6 

連結子会社本社移転費用  － 27  － 

売上債権の減少額（△増加額）  △188 △420  △444 

たな卸資産の減少額（△増加額）  3 1  6 

仕入債務の増加額（△減少額）  120 △249  258 

中古遊技機売買仲介顧客預り金の増加額（△減少額）   － △134  － 

その他  △69 17  51 

小計  733 414 △319 1,822 

利息及び配当金の受取額  2 2  5 

利息の支払額  △0 △2  △0 

法人税等の支払額  △368 △543  △627 

営業活動によるキャッシュ・フロー  368 △129 △497 1,200 

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  △88 △105  △111 

有形固定資産の売却による収入  － 18  6 

無形固定資産の取得による支出  △25 △126  △27 

投資有価証券の取得による支出  △440 △18  △475 

敷金・保証金の預入による支出  △16 △36  △47 

敷金・保証金の返還による収入  8 19  8 

連結範囲の変更を伴う子会社株式取得による収入   － 839  － 

 その他  0 △0  △3 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △562 590 1,152 △648 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

短期借入れによる収入  － 600  － 

短期借入金の返済による支出  △25 △180  △25 

長期借入金の返済による支出  － △74  － 

配当金の支払額  △332 △221  △553 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △357 124 481 △578 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 

（△減少額） 
 △551 585 1,136 △26 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  2,182 2,155 △27 2,182 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末 

（期末）残高 
※ 1,630 2,740 1,110 2,155 

      

－  － 
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中間連結財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事

項 

連結子会社の数 １社 

 連結子会社の名称 ㈱プラクト

なお、非連結子会社はありませ

ん。 

連結子会社の数 ２社 

連結子会社の名称 ㈱ランドサ

ポート、㈱バリュー・クエスト

㈱バリュー・クエストは、当中

間連結会計期間において株式を追

加取得（子会社化）したため、連

結の範囲に含めております。 

なお、非連結子会社はありませ

ん。 

連結子会社の数 １社 

 連結子会社の名称 ㈱ランド 

サポート 

㈱ランドサポートについては、

当連結会計年度において新たに設

立したため、連結の範囲に含めて

おります。 

なお、㈱プラクトについては、

平成18年３月27日付で提出会社と

合併したため、連結の範囲から除

いております。 

２．持分法の適用に関する

事項 

持分法適用の関連会社数 １社 

 関連会社の名称 ㈱バリュー・

クエスト 

 ㈱バリュー・クエストは、当中

間連結会計期間において株式を取

得し、関連会社となったため、持

分法を適用しております。 

なお、持分法を適用していない

関連会社はありません。 

持分法適用の関連会社数 －社 

㈱バリュー・クエストは、当中

間連結会計期間において株式を追

加取得し、連結子会社となったた

め、持分法の範囲から除外してお

ります。 

なお、持分法を適用していない

関連会社はありません。 

持分法適用の関連会社数 １社 

 関連会社の名称 ㈱バリュー・

クエスト 

 ㈱バリュー・クエストは、当連

結会計年度において株式を取得

し、関連会社となったため、持分

法を適用しております。 

なお、持分法を適用していない

関連会社はありません。 

３．連結子会社の中間決算

日（事業年度）等に関

する事項 

連結子会社の中間決算日は、中間

連結決算日と一致しております。

同左 連結子会社の決算日は、連結決算

日と一致しております。 

４．会計処理基準に関する

事項 

（1）重要な資産の評価基

準及び評価方法 

 

 

イ 有価証券 

 （イ）その他有価証券 

    時価のないもの 

    移動平均法による原価法

ロ たな卸資産 

（イ）仕掛品 

個別法による原価法 

（ロ）材 料 

    終仕入原価法 

 

 

イ 有価証券 

 （イ）その他有価証券 

    時価のないもの 

同左 

ロ たな卸資産 

（イ）商品 

    移動平均法による原価法 

（ロ）仕掛品 

個別法による原価法 

（ハ）材 料 

終仕入原価法 

 

 

イ 有価証券 

 （イ）その他有価証券 

    時価のないもの 

同左 

ロ たな卸資産 

（イ）仕掛品 

  個別法による原価法 

（ロ）材 料 

   終仕入原価法 

－  － 
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項目 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

（2）重要な減価償却資産

の減価償却の方法 

イ 有形固定資産 

   当社及び連結子会社は定率

法を採用しております。 

   また、主要な耐用年数は以

下のとおりであります。 

    機械装置及び運搬具 

 ２～10年

    器具及び備品   ４～20年

ロ 無形固定資産 

   当社及び連結子会社は定額法

を採用しております。 

   自社利用ソフトウェアについ

ては社内における利用可能期

間(5年)に基づいております。

イ 有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

ロ 無形固定資産 

同左 

 

イ 有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

ロ 無形固定資産 

同左 

 

（3）重要な引当金の計上

基準 

貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備える

ため、当社及び連結子会社は、一般

債権については貸倒実績率により、

また貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しておりま

す。 

貸倒引当金 

同左 

貸倒引当金 

同左 

 

（4）重要なリース取引の

処理方法 

＿＿＿＿＿ 連結子会社は、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

る処理に準じた会計処理方法によっ

ております。 

＿＿＿＿＿ 

（5）その他中間連結（連

結）財務諸表作成の

ための重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 

５．中間連結（連結）

キャッシュ・フロー

計算書における資金

の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３か月以

内に償還期限の到来する短期投資か

らなっております。 

同左 同左 

 

－  － 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 

（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） 

当中間連結会計期間より、固定資産の減損

に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会

計基準の設定に関する意見書」（企業会計審

議会平成14年８月９日））及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第６号 平成15年10月31日）を

適用しております。これによる損益に与える

影響はありません。 

 

＿＿＿＿＿＿＿ （固定資産の減損に係る会計基準） 

当連結会計年度より、固定資産の減損に係

る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基

準の設定に関する意見書」（企業会計審議会

平成14年８月９日））及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第６号 平成15年10月31日）を適用

しております。これによる損益に与える影響

はありません。 

＿＿＿＿＿＿＿ （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

当中間連結会計期間より、｢貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準｣（企業会計

基準第５号 平成17年12月９日）及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号 

平成17年12月９日）を適用しております。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は、

3,819百万円であります。 

＿＿＿＿＿＿＿ 

 

 

 

－  － 

 

 

15



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 

（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年９月30日） 

前連結会計年度末 

（平成18年３月31日） 

※１．担保提供資産及び担保付債務 

   担保に供している資産 

   現金及び預金（定期預金）3百万円 

   担保付債務 

買掛金         3百万円 

※１．担保提供資産及び担保付債務 

   担保に供している資産 

    現金及び預金（定期預金）7百万円

   担保付債務 

買掛金          3百万円

※１．担保提供資産及び担保付債務 

   担保に供している資産 

    現金及び預金（定期預金）6百万円

   担保付債務 

買掛金         1百万円

＿＿＿＿＿＿＿ ※２．中間連結会計期間末日満期手形 

    中間連結会計期間末日満期手形の

会計処理については、当中間連結会

計期間の末日が休日でしたが、満期

日に決済が行われたものとして処理

しております。当中間連結会計期間

末日満期手形の金額は、次のとおり

であります。 

    受取手形       88百万円 

＿＿＿＿＿＿＿ 

 

（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。 

従業員給与手当    474百万円 

福利厚生費          64百万円 

貸倒引当金繰入額    17百万円 

旅費交通費         61百万円 

消耗品費          19百万円 

地代家賃          82百万円 

減価償却費        31百万円 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。

従業員給与手当    823百万円 

福利厚生費         115百万円 

貸倒引当金繰入額     2百万円 

旅費交通費         62百万円 

消耗品費          32百万円 

地代家賃         131百万円 

減価償却費        46百万円 

のれんの償却額     63百万円 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。

従業員給与手当   1,001百万円 

福利厚生費         132百万円 

旅費交通費        132百万円 

消耗品費          52百万円 

地代家賃         169百万円 

減価償却費        65百万円 

＿＿＿＿＿＿＿ ※２．固定資産売却益の内訳 

車両                 0百万円 

＿＿＿＿＿＿＿ 

※３．固定資産除却損の内訳 

    機械装置及び運搬具    0百万円 

    器具及び備品      0百万円 

ソフトウェア        4百万円 

     計           5百万円 

※３．固定資産除却損の内訳 

    建物及び構築物      0百万円 

    機械装置及び運搬具     0百万円 

器具及び備品        0百万円 

     計            1百万円 

※３．固定資産除却損の内訳 

    建物及び構築物      0百万円 

    機械装置及び運搬具    0百万円 

    器具及び備品      1百万円 

ソフトウェア        4百万円 

     計           6百万円 

＿＿＿＿＿＿＿ ※４．固定資産売却損の内訳 

車両                 0百万円 

＿＿＿＿＿＿＿ 

 

－  － 
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（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前連結会計年度末 

株式数 
当中間会計期間増加 

株式数 
当中間会計期間減少 

株式数 
当中間会計期間末 

株式数 

発行済株式   

普通株式 (株) 110,730 － － 110,730

合計 110,730 － － 110,730

 

 ２．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（百万円） 

１株当たり配当額 

（円） 
基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 
定時株主総会 

普通株式 221 2,000 平成18年３月31日 平成18年６月29日 

 

（２）基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間期末後となるもの 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（百万円） 
配当の原資 

１株当たり配当額

（円） 
基準日 効力発生日 

平成18年10月13日 
取締役会 

普通株式 332 利益剰余金 3,000 平成18年９月30日 平成18年12月7日

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

※現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

（平成17年９月30日現在） 

※現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

（平成18年９月30日現在）

※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との

関係 

（平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定        1,634百万円 

担保に供している定期預金  △3百万円 

 現金及び現金同等物     1,630百万円

現金及び預金勘定        2,748百万円

担保に供している定期預金  △7百万円

 現金及び現金同等物     2,740百万円

現金及び預金勘定        2,162百万円

担保に供している定期預金  △6百万円

 現金及び現金同等物     2,155百万円

 

－  － 
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（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 

（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)リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当

額 

 

  

 

取得価
額相当
額 
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

器具及び備品 96 29 67

ソフトウェア 20 1 19

合計 117 30 87

  

 

 (2)未経過リース料中間期末残高相当額  
  

１年内 23百万円

１年超 65百万円

合計 89百万円
  

 

 (3)支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

 

   
支払リース料 11百万円

減価償却費相当額 10百万円

支払利息相当額 1百万円
  

 

 (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。 

 

 (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

おります。 

 

 

    

 

－  － 
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（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在） 

  時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券 

 非上場株式 105       

 

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在） 

  時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券 

 非上場株式 127       

 

前連結会計年度末（平成18年３月31日現在） 

  時価評価されていない主な有価証券の内容 

 連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券 

 非上場株式 109       

 

 

（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月

１日 至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

    当社及び連結子会社は、デリバティブ取引をまったく行っておりませんので、該当事項はありません。 

    

（ストック・オプション等） 

 当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

         該当事項はありません。 

－  － 
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日） 

  当社及び連結子会社は、パチンコホールを対象とする広告事業を行っており、当該事業以外に事業の種類

がないため、該当事項はありません。 

 

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日）             （百万円） 

 広告事業

中古遊技

機売買仲

介事業 

その他事

業 
計 

消去又は

全社 
連結 

  売上高 

(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 

8,766 

－ 

566 

－ 

－ 

－ 

 

9,332  

－  

 

－  

－  

9,332 

－ 

計  8,766  566  －  9,332  －   9,332 

営業費用 7,453 561 24 8,038  (193) 8,231 

  営業利益 1,313 5 △24 1,294  (193) 1,101 

１．事業区分の方法 

  事業はサービスの種類を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要なサービス 

事業区分 主要なサービス 

広告事業 パチンコホール向け広告の企画、制作 

中古遊技機売買仲介事業 インターネットを利用した、中古パチンコ、パチスロ機の売買仲介 

その他事業 パチンコホール向け不動産の賃貸、仲介 

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 

 当中間連結会計期間（百万円） 主な内容 

消去又は全社の項目に含めた

配賦不能営業費用の金額 
193   親会社の本社費用であります。 

 

 

 

前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

  当社グループは、主としてパチンコホールを対象とする広告事業を行っており、当該事業以外の事業の重

要性がないため、該当事項はありません。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月

１日 至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

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

 

【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月

１日 至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

  海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

－  － 
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（１株当たり情報） 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

 

１株当たり純資産額 27,715.57円 

１株当たり中間純利益 3,795.99円 

  
なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益金額については、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。 

 

 

１株当たり純資産額 35,987.86円 

１株当たり中間純利益 5,102.10円 

  
同左 

 

１株当たり純資産額 31,390.08円 

１株当たり当期純利益 9,470.50円 

  
なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額については、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。 

 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

 至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日）

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

１株当たり中間(当期)純利益金額    

中間(当期)純利益（百万円） 420 564 1,048 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － － 

普通株式に係る中間(当期)純利益（百万円） 420 564 1,048 

期中平均株式数（株） 110,730 110,730 110,730 

 

（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿ （株式会社バリュー・クエストの子会社化）

平成18年６月８日開催の当社取締役会に

おいて、同社の事業がグループの事業領域

拡大によるクライアント向けトータルサー

ビスの実現に向けて大きく貢献するものと

判断し、同社株式の追加取得を決定し、実

行いたしました。 

１．株式を取得する会社の名称 

㈱バリュー・クエスト 

２．事業内容 

インターネットを利用したパチンコ機、

パチスロ機、遊技場設備機器の情報提供及

び売買仲介業務並びにそれに付随する業務

３．資本金  203百万円 

４．売上高 1,203百万円（平成18年３月期）

５．株式取得の時期 平成18年６月15日 

６．取得する株式の数 815株 

７．取得価額 489百万円 

８．取得後の持分比率 60.0％ 

－  － 
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【生産、受注及び販売の状況】 

 

(1)生産実績 

事業の種類別セグメント 

の名称 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

（百万円） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

（百万円） 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

（百万円） 

広告事業（販促物） 859 733 1,587 

合計 859 733 1,587 

 （注）１．生産実績は、広告事業における販促物製作拠点である「コストコントロールセンター」の製作実績を記

載しており、金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

 

(2)受注状況 

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

 

(3)販売実績 

品目別 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

（百万円） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

（百万円） 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

（百万円） 

広告事業    

折込広告 4,620 5,857 9,990 

販促物 1,652 2,172 3,536 

媒体 356 409 809 

その他 197 326 489 

広告事業計 6,826 8,766 14,826 

中古遊技機売買仲介事業 － 566 － 

その他事業 － － － 

合計 6,826 9,332 14,826 

（注） 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

 

－  － 
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