
                                 

－  － 
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平成１９年３月期   個別中間財務諸表の概要      平成18年11月30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 代表取締役兼最高経営責任者(ＣＥＯ) 

氏    名 余語 邦彦 
問合せ先責任者 役 職 名 取締役 
        氏    名 堀 義人      ＴＥＬ（０３）５５３０－３０５５（代表） 
決算取締役会開催日   平成18年11月30日      
単元株制度採用の有無   有（１単元100株） 
 
１．18年９月中間期の業績（平成18年４月１日～平成18年９月30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９月中間期 
17年９月中間期 

百万円   ％

15,340  （36.1）
11,273 （△53.4）

百万円   ％

   △1,450   （－）
△4,891   （－）

百万円   ％

△1,590   （－）
△4,969   （－）

18年３月期 29,165      △5,613      △5,805      

 

 
中間(当期)純利益 

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   ％

△3,000   （－）
△9,153   （－）

円   銭

△37  55 
△114  56 

 

18年３月期 △13,891           △173  86  
(注)①期中平均株式数 18年９月中間期 79,903,120株 17年９月中間期 79,903,369株 18年３月期 79,903,255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、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) 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 

166,540    
169,243      

百万円

113,959   
123,290    

％ 

68.4  
72.8  

円   銭

  1,426    22 
1,543  00 

18年３月期   173,286    118,560   68.4  1,483  81 

(注)①期末発行済株式数 18年９月中間期 79,903,085株 17年９月中間期 79,903,170株 18年３月期 79,903,124株

 ②期末自己株式数 18年９月中間期  291,915株 17年９月中間期  291,830株 18年３月期   291,876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） 

 売 上 高 経 常 利 益 当期純利益 

 
通  期 

百万円 

 80,000     
百万円

 30,000    
百万円 

  20,000       

(参考) 1株当たり予想当期純利益（通期）250円 30銭   

 
３．配当状況 

・現金配当 １株当たり配当金（円）  

 中間配当 期末  年間  

18年３月期       ― 20.00  20.00 

19年３月期（実績）     ― ― 

19年３月期（予想）     ― 50.00 
50.00 

 
※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係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。業績予想の前提となる仮定及び業

績予想のご利用にあたっての注意事項等につきましては、添付資料の９ ～ 11ページを参照してください。 

 



－  － 
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【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

  
前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度の要約貸借対照表 
(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
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  38,908 21,710 36,050 

２．受取手形 ※2,5 1,953 3,071 6,218 

３．売掛金  1,510 5,395 4,472 

４．たな卸資産  20,742 21,092 20,585 

５．繰延税金資産  6,435 2,810 2,810 

６．追徴税額未決算勘
定 

※２ 1,998 1,998 1,998 

７．その他 
※ 

3,4,5
4,885 13,671 9,165 

貸倒引当金  △1,333 △1,171 △1,187 

流動資産合計   75,102 44.4 68,580 41.2  80,113 46.2

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１   

(1)建物  3,442 3,197 3,323 

(2)機械及び装置  2,281 1,839 1,975 

(3)土地  6,251 6,251 6,251 

(4)その他  3,083 7,841 5,938 

計  15,059 19,129 17,489 

２．無形固定資産  947 753 864 

３．投資その他の資産    

(1)投資有価証券  65,605 62,380 61,790 

(2)長期貸付金  10,756 10,192 10,420 

(3)破産更生債権等  1,024 3,103 3,072 

(4)繰延税金資産  198 118 116 

(5)その他 ※５ 1,909 5,718 2,931 

貸倒引当金  △1,441 △3,492 △3,605 

計  78,052 78,020 74,724 

固定資産合計   94,058 55.6 97,904 58.8  93,079 53.7

Ⅲ 繰延資産   82 0.0 56 0.0  93 0.1

資産合計   169,243 100.0 166,540 100.0  173,286 100.0

    

 



－  － 
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前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度の要約貸借対照表 
(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
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形 ※５ 2,968 2,036 3,897 

２．買掛金  712 1,042 3,042 

３．短期借入金  16,600 10,250 15,750 

４．1年以内返済予定
の長期借入金 

 1,408 1,408 1,408 

５．1年以内償還予定
の社債 

 1,700 2,700 2,700 

６．未払法人税等  32 31 56 

７．賞与引当金  221 175 188 

８．債務保証損失引当
金 

 2,074 － － 

９. 訴訟損失引当金 ※３ － 1,450 － 

10．その他  1,068 15,165 7,741 

流動負債合計   26,784 15.9 34,259 20.6  34,784 20.1

Ⅱ 固定負債    

１．社債  6,950 6,750 8,100 

２．長期借入金  11,755 10,146 10,985 

３．預り保証金  463 1,425 855 

固定負債合計   19,168 11.3 18,321 11.0  19,940 11.5

負債合計   45,953 27.2 52,581 31.6  54,725 31.6

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   3,446 2.0 － －  3,446 2.0

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  7,503 － 7,503 

資本剰余金合計   7,503 4.4 － －  7,503 4.3

Ⅲ 利益剰余金    

１．利益準備金  861 － 861 

２．任意積立金  115,089 － 115,089 

３．中間(当期)未処理
損失 

 1,801 － 6,539 

利益剰余金合計   114,149 67.4 － －  109,411 63.2

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

  27 0.0 － －  36 0.0

Ⅴ 自己株式   △1,837 △1.0 － －  △1,837 △1.1

資本合計   123,290 72.8 － －  118,560 68.4

負債資本合計   169,243 100.0 － －  173,286 100.0

    

 



－  － 
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前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度の要約貸借対照表 
(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
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   － － 3,446 2.1  － －

２ 資本剰余金    

(1)資本準備金  － 7,503 － 

資本剰余金合計   － － 7,503 4.5  － －

３ 利益剰余金    

(1)利益準備金  － 861 － 

(2)その他利益剰余
金 

   

特別償却準備金  － 31 － 

別途積立金  － 105,921 － 

繰越利益剰余金  － △2,000 － 

利益剰余金合計   － － 104,813 62.9  － －

４ 自己株式   － － △1,837 △1.1  － －

株主資本合計   － － 113,926 68.4  － －

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券評
価差額金 

  － － 33 0.0  － －

評価・換算差額等合
計 

  － － 33 0.0  － －

純資産合計   － － 113,959 68.4  － －

負債純資産合計   － － 166,540 100.0  － －

    

 



－  － 
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②【中間損益計算書】 

  
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（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
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   11,273 100.0 15,340 100.0  29,165 100.0

Ⅱ 売上原価   7,246 64.3 8,158 53.2  15,522 53.2

売上総利益   4,026 35.7 7,181 46.8  13,643 46.8

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

  8,918 79.1 8,632 56.2  19,257 66.0

営業損失   4,891 △43.4 1,450 △9.4  5,613 △19.2

Ⅳ 営業外収益 ※１  172 1.5 237 1.5  335 1.1

Ⅴ 営業外費用 ※２  250 2.2 376 2.5  526 1.8

経常損失   4,969 △44.1 1,590 △10.4  5,805 △19.9

Ⅵ 特別利益 ※３  17 0.2 260 1.7  2,209 7.6

Ⅶ 特別損失 ※4,5  4,418 39.2 1,644 10.7  6,787 23.3

税引前中間(当期)
純損失 

  9,370 △83.1 2,974 △19.4  10,382 △35.6

法人税、住民税及
び事業税 

 21 25 45 

法人税等調整額  △238 △216 △1.9 － 25 0.1 3,463 3,508 12.0

中間(当期)純損失   9,153 △81.2 3,000 △19.5  13,891 △47.6

前期繰越利益   7,352 －  7,352

中間(当期)未処理
損失 

  1,801 －  6,539

    



－  － 
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③【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間（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 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備
金 

資本剰余
金合計 

利益準備
金 別途積立

金 
特別償却
準備金 

繰越利益
剰余金 

利益剰余
金合計 

自己株式
株主資本
合計 

平成18年３月31日 残高 3,446 7,503 7,503 861 115,040 49 △6,539 109,411 △1,837 118,524

中間会計期間中の変動額    

利益処分による剰余金の配当  △1,598 △1,598 △1,598

利益処分による別途積立金取崩  △9,118 9,118 － －

特別償却準備金取崩  △18 18 － －

中間純利益又は純損失  △3,000 △3,000 △3,000

自己株式の取得    △0 △0

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額） 

   

中間会計期間中の変動額合計 － － － － △9,118 △18 4,538 △4,598 △0 △4,598

平成18年９月30日 残高 3,446 7,503 7,503 861 105,921 31 △2,000 104,813 △1,837 113,926

 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券評

価差額金 
評価・換算差額等合

計 

純資産合計 

平成18年３月31日 残高 36 36 118,560

中間会計期間中の変動額 

利益処分による剰余金の配当 △1,598

利益処分による別途積立金取崩 －

特別償却準備金取崩 －

中間純利益又は純損失 △3,000

自己株式の取得 △0

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額） 

△2 △2 △2

中間会計期間中の変動額合計 △2 △2 △4,601

平成18年９月30日 残高 33 33 113,959

 



－  － 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(1)有価証券 (1)有価証券 (1)有価証券 １．資産の評価基準及び評価

方法 子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式 

 移動平均法による原価法 同左 同左 

 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

  中間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。） 

 中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は部分純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平

均法により算定しておりま

す。） 

 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。） 

 時価のないもの 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 同左 

 (2)たな卸資産 (2)たな卸資産 (2)たな卸資産 

 製品・原材料及び仕掛品 製品・原材料及び仕掛品 製品・原材料及び仕掛品 

 総平均法による原価法 同左 同左 

 貯蔵品 貯蔵品 貯蔵品 

 最終仕入原価法 同左 同左 

(1)有形固定資産 (1)有形固定資産 (1)有形固定資産 ２．固定資産の減価償却の方

法 定率法 

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。 

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。 

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。 

同左 

 

 (2)無形固定資産 (2)無形固定資産 (2)無形固定資産 

 定額法 

 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。 

同左 同左 



－  － 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

３．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 (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 同左 

 (2)賞与引当金 (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、賞与支給見込額の当中間会

計期間負担額を計上しておりま

す。 

同左 従業員の賞与の支払に備え

て、賞与支給見込額の当事業年

度負担額を計上しております。

(追加情報) 

当事業年度より支給対象期間

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 (3)債務保証損失引当金 (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。 

同左 同左 

 (4)   ────── (4)訴訟損失引当金 (4)   ────── 

  訴訟に対する損失に備えるた

め、将来発生する可能性のある

損失を見積り、必要と認められ

る額を計上しております。 

 

４．繰延資産の処理方法 社債発行費 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 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、中間

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。 

同左 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．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 同左 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 ７．その他中間財務諸表（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 同左 
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中間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） 

当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前事業年度 

（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） ───── （固定資産の減損に係る会計基準） 

当中間会計期間より、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

り税引前中間純損失は826百万円増加して

おります。 

なお、減損損失累計額については、改正

後の中間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。 

 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。 

───── （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。 

これまでの資本の部の合計に相当する金

額は113,959百万円であります。 

なお、当中間会計期間における中間貸借

対照表の純資産の部については、中間財務

諸表等規則の改正に伴い、改正後の中間財

務諸表等規則により作成しております。 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 

前事業年度末 

（平成18年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 

13,709百万円 14,981百万円 13,374百万円

※２．偶発債務 ※２．偶発債務 ※２．偶発債務 

(1)保証債務残高 (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 

㈱システムスタッフ ㈱システムスタッフ ㈱システムスタッフ 

454百万円 454百万円 454百万円

②   ────── ②受取手形裏書譲渡高 ②受取手形裏書譲渡高 

 11,145百万円 2,264百万円

(2) 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。 

(2)      同左 (2)      同左 
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前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 

前事業年度末 

（平成18年３月31日） 

 ３．訴訟事件  ３．訴訟事件  ３．訴訟事件 

(1) 当社の元役員眞鍋勝紀氏の個人資産

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、現在係争中であり

ます。 

(1) 当社の元役員眞鍋勝紀氏の個人資産

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

に認める判決が下されました。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㈱が眞鍋氏に対して、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

付金債権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。 

その後、眞鍋氏は、平成18年7月

27日、ケイエム企業㈱より違約金債

権のうち、2,074百万円部分につい

て債権譲渡を受けたうえ、平成18年

8月7日、当社がアドアーズ㈱から譲

受けた貸付金債権との相殺を求めて

上記訴訟に訴訟参加しましたとこ

ろ、平成18年10月31日、東京高等裁

判所は、当該相殺の結果、ケイエム

企業㈱が有している残額1,180万880

米＄につき、同社の請求を認める判

決を言渡しましたが、当社は、当該

判決には審理不尽・理由不備の違法

があるものとして、上告受理の申立

を行っております。 

なお、上記判決に伴い、当中間会

計期間において訴訟損失引当金

1,450百万円を計上しております。 

(1) 当社の元役員眞鍋勝紀氏の個人資産

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

に認める判決が下されました。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㈱が眞鍋氏に対して、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

付金債権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

百万円と上記請求額との差額が損失

となる可能性があります。 



－  － 
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前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 

前事業年度末 

（平成18年３月31日） 

(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、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。 

(2)    ────── (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、当該保証債務の履行を

求める当社の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。 

(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。 

(3)      同左 (3)      同左 
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前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 

前事業年度末 

（平成18年３月31日） 

(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

こと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㈱ＳＮＫネオジオの請求は棄

却され、当社が勝訴しております。 

(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

こと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㈱ＳＮＫ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。 

(4)      同左 

(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、販売先38社がパチスロ機設

置場所の閉鎖に伴う逸失利益等の損

害を被ったとして、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、平成17年９月30日現

在４社が訴訟を取下げており、中間

期末時点で提訴している販売先は34

社であります。また、損害賠償請求

額合計は250百万円となります。 

(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、上記販売先38社のう

ち16社が訴訟を取下げており、中間

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。 

(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、上記販売先38社のう

ち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) 日本電動式遊技機特許㈱は当社に対

して、パテントプール方式による特

許の実施許諾に関する契約に基づき

特許実施料債権を有するとして、平

成10年度から平成17年度までの特許

実施料として約3,435百万円の支払

を求めて、平成18年５月26日付で東

京地方裁判所に訴訟を提起しまし

た。（なお、当社は平成18年６月８

日付で当該訴訟の訴状の送達を受け

ました。） 

これに対して当社は、本訴状の請求

の原因には理由がないものとして応

訴しております。 
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前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 

前事業年度末 

（平成18年３月31日） 

※４．消費税等の取扱い ※４．消費税等の取扱い ４．   ────── 

仮払消費税等及び仮受消費税等は相

殺のうえ、金銭的重要性が乏しいた

め、流動資産の「その他」に含めて

表示しております。 

同左   

５．   ────── ※５．中間会計期間末日満期手形 ５．   ────── 

 中間会計期間末日満期手形の会計

処理については、当中間会計期間の

末日は金融機関の休日でありました

が、満期日に決済が行われていたも

のとして処理しております。当中間

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  914百万円 

支払手形 2,429百万円 
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（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの 
 

受取利息 99百万円 

為替差益 35百万円 
  

 
受取利息 97百万円

受取配当金 89百万円
  

 
受取利息 198百万円

為替差益 63百万円
 

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの 
 

支払利息 147百万円 

たな卸資産処分損 36百万円 

社債発行費償却 27百万円 
  

 
支払利息 147百万円

たな卸資産処分損 97百万円

手形売却損 53百万円
  

 
支払利息 323百万円

たな卸資産処分損 74百万円

社債発行費償却 74百万円
 

３   ────── ※３．特別利益のうち主要なもの ※３．特別利益のうち主要なもの 

 償却債権取立益 260百万円
 

子会社株式売却益 2,172百万円
 

※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの 
 

たな卸資産評価損 1,914百万円 

業務委託精算損 1,364百万円 

減損損失 826百万円 
  

 
訴訟損失引当金繰

入額 

1,450百万円

  

 
たな卸資産評価損 2,968百万円

業務委託生産損 1,364百万円

減損損失 1,171百万円

子会社株式評価損 845百万円
 

※５．減損損失 ５．   ────── ※５．減損損失 

当中間会計期間において、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。 

 当事業年度において、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
484百万円

ゲーム機器

事業 
機械装置他 米子市他 342百万円

合計 826百万円
  

   
 用途 種類 場所 減損損失

遊休 土地 
伊東市 

伊豆市 
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）  （経緯） 

遊休不動産については、地価の下落が

著しく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。 

また、ゲーム機器事業については、収益

性低下等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。 

 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。 
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前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（グルーピングの方法）  （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。 

 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）  （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。 

 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。 

 ６．減価償却実施額  ６．減価償却実施額 ６．減価償却実施額 
 

有形固定資産 789百万円 

無形固定資産 201百万円 
  

 
有形固定資産 2,157百万円

無形固定資産 142百万円
  

 
有形固定資産 1,881百万円

無形固定資産 339百万円
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（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） 

前中間会計期間末（平成17年９月30日現在） 

 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 
中間貸借対照表計上額

（百万円） 
時価（百万円） 差額（百万円） 

子会社株式 8,775 11,231 2,456 

合計 8,775 11,231 2,456 

 

当中間会計期間末（平成18年９月30日現在） 

 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 
中間貸借対照表計上額

（百万円） 
時価（百万円） 差額（百万円） 

子会社株式 1,872 2,347 475 

関連会社株式 3,920 3,919 △0 

合計 5,792 6,266 474 

 

前事業年度末（平成18年３月31日現在） 

 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 
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 1,872 3,205 1,333 

関連会社株式 3,920 4,610 690 

合計 5,792 7,816 2,023 

 

（１株当たり情報） 

１株当たり純資産額、１株当たり中間（当期）純利益又は純損失、潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益については、中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

 

（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

────── 

 

────── 
 

１．当社は日本電動式遊技機特許株式会社

との間におけるパテントプール方式に

よる特許の実施許諾に関する契約に基

づき、同社に対し、当社の保有特許に

関する平成10年度分の特許実施料か

ら、当社及び子会社が同社に対して負

担する特許実施料債務と相殺した金額

を控除した残額金321百万円の支払を

求めて、平成18年5月31日付で訴訟を

提起いたしました。 
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前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  ２．日本電動式遊技機特許株式会社は当社

に対して、パテントプール方式による

特許の実施許諾に関する契約に基づき

特許実施料債権を有するとして、平成

10年度から平成17年度までの特許実施

料として金約3,435百万円の支払を求

めて、平成18年５月26日付で東京地方

裁判所に訴訟を提起しました。（な

お、当社は平成18年６月８日付で当該

訴訟の訴状の送達を受けました。）こ

れに対して当社は、本訴状の請求内容

に到底承服できるものではないと認識

しており、応訴の準備をしておりま

す。 

  ３．平成18年２月23日開催の取締役会にお

いて、平成18年10月１日付けをもっ

て、パチスロ・パチンコ事業部門を会

社分割することを決議しました。その

後、平成18年５月24日開催の取締役会

において、同事業を当社の100％子会

社であるアルゼ分割準備株式会社（分

割に伴い、アルゼ株式会社に商号変更

予定）に継承することを決議し、同

日、同社と会社分割契約を締結してお

りましたが、平成18年６月29日開催の

第33期定時株主総会において承認を得

ました。その概要は以下のとおりであ

ります。 

  ①分割理由 

当社の主力事業であるパチスロ・パ

チンコ事業部門を独立した事業会社と

することで、責任と権限を明確にし機

動的な業務執行を行える体制とする目

的から、分割することといたしまし

た。 

②分割する事業の概要 

(1)パチスロ・パチンコ事業の内容 

パチスロ・パチンコ機器の開発・製

造・販売 

(2)パチスロ・パチンコ事業の規模 

(平成17年４月１日～平成18年３月

31日) 

売上高 25,480百万円 

③会社分割の形態 

当社を分割会社とし、アルゼ分割

準備株式会社を承継会社とする分割

型吸収分割です。 

④承継会社の概要 

(1)名称 アルゼ分割準備株式会社 
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前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  (2)資産・負債及び資本の額 

(平成18年５月24日現在) 

資産 0百万円、負債 0百万円 

資本100百万円 

(3)従業員数 ０名 

⑤損益に与える影響 

会社分割後の収入としては、グ

ループ各社からの配当収入、利息収

入、事務代行収入等のグループ運営

収入及び業務用ゲーム機の販売、海

外事業部門等の本件分割の対象とな

る事業に該当しない部門からの売上

収入等を予定しております。 

 

(2)【その他】 

  該当事項はありません。  


