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決算取締役会開催日

アルゼ株式会社（コード番号：６４２５） 親会社における当社の株式保有比率

米国会計基準採用の有無 無

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 (記載金額は、表示単位未満切捨）

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

１８年９月中間期 （ ） （ ） （ ）
１７年９月中間期 （ ） （ ） （ ）

１８年３月期

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
百万円 ％ 円 銭 円 銭

１８年９月中間期 （ ）
１７年９月中間期 （ ）

１８年３月期
(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    －百万円  18年３月期     －百万円
　　②期中平均株式数(連結) 18年９月中間期 13,186,034株　17年９月中間期 9,757,567株　18年３月期  9,898,421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
総　資　産 純　資　産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

１８年９月中間期

１７年９月中間期

１８年３月期
(注)期末発行済株式数(連結) 18年９月中間期 13,184,880株　17年９月中間期 9,757,540株　18年３月期 13,186,380株

(3) 連結キャッシュ・フローの状況
営業活動による

キャッシュ・フロー
投資活動による

キャッシュ・フロー
財務活動による

キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物

期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

１８年９月中間期

１７年９月中間期

１８年３月期

(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項
 連結子会社数　１社　　持分法適用非連結子会社数　－社　　持分法適用関連会社数　－社

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

２．１９年３月期の連結業績予想（平成１８年４月１日～平成１９年３月３１日）
売　　上　　高 経　常　利　益 当 期 純 利 益

百万円 百万円 百万円

通　　　　　期
(参考) １株当たり予想当期純利益（通期）　48円09銭

　業績予想につきましては、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
起こりうる様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。
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１．企業集団の状況 

当企業集団は、株式会社セタ（当社）、アルゼ株式会社（親会社）及び日本将棋ネットワーク株式会社（子

会社）により構成されており、次の事業を行っております。 

 ①遊技機関連周辺機器及びソフトウェアの開発・販売 

 ②ゲーム機器及びソフトウェアの開発・販売 

 ③通信関連機器及びソフトウェアの開発・販売 

  

当企業集団の関係を図示しますと次のとおりであります。 

 

  

・遊技機関連機器の製造委託   ・通信対局将棋システムのリース 

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

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

 アルゼ株式会社         当社   ・セタアミューズメントシステム機器の    日本将棋 

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

                                                          株式会社 

             

             

 

・携帯電話ポータルサイト向けコンテンツの提供 

                       

２．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

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

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

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

会に更なる貢献を行うことを基本方針としております。 

 

（２）利益配当に関する基本方針 

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

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

 

（３）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

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

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

慮し検討してまいりたいと考えております。 

 

（４）目標とする経営指標 

 当社グループは、高付加価値製品の提供を通じて市場における優位性を確保することを経営方針としてい

ることから、長期的には株主資本当期純利益率 10%以上、売上高営業利益率 15%以上を経営指標としており

ます。 
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（５）中長期的な会社の経営戦略 

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

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

化をはかってまいります。 

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

の強化をはかるとともに、親会社アルゼ株式会社が持つアミューズメント分野における総合技術力と当社の周

辺機器事業の技術力との融合と相乗効果により、他社にない製品開発に取り組み、また加盟店の増加により

市場での優位性を高めてまいります。 

 

（６）当社グループの対処すべき課題 

 ①遊技機関連事業 

ホール間の競争激化やみなし機（検定切れの機種）の入替えに伴う設備投資負担が見込まれることか

ら、ホール経営は依然として厳しい状況に置かれております。 

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

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

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

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

既存製品につきましては、現行品の品質向上とコストダウンを推進するため、親会社であるアルゼ株式

会社の全面的な協力を仰ぎ、アルゼ製造部で製造及び品質管理を行う事により、高品質で安価な製品を

調達し供給できるように努めてまいります。 

新規製品につきましては、当社には同業他社にはない情報通信と映像コンテンツの技術を保有してお

り、優秀な技術員を確保し、研究開発活動を通じ高度な技術力を維持しております。今後は、それら技術

を融合させ次世代サンドを開発させる構想を進めてまいります。 

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

直販体制強化のための営業拠点の構築を完了いたしました。今後は、営業要員の拡充に努め営業力強

化をはかるとともに、技術サポート要員を増員させ、代行店や協力メーカーを含めた流通体制の整備や保

守メンテ体制の整備を行い、増加する加盟店のサービスに迅速に対応できるよう努めてまいります。 

また、当社は遊技機周辺機器の事業につきましては、後発ではありますが順調に加盟店を増加させて

おり、加盟店の諸問題に迅速に対処できる体制を構築することが急務とされていたため、社内組織の一

部変更を行い、管理体制を強化いたしました。今後は、営業部門と連携し事態の変化に迅速に対応し、

不測の事態が発生したときには早急に適切な処置を講じ、損失を最小限に抑えることができるよう、リスク

管理を徹底してまいります。 

 

②ゲーム機器関連事業 

遊技機向けの映像開発としては、ゲーム性の高い遊技機に対する需要は、市場でますます増加してお

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

を確保するよう努めてまいります。 

また、家庭用ゲームの分野では、次世代ゲーム機が大手メーカーより発売されましたが、当社としても

エンターテイメントの進化に対応し、常に最新の映像技術を取り込み、映像開発受託を継続して行い、事

業の安定化をはかってまいります。 
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③通信機器関連事業 

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

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

し、市場への導入を進めてまいりました。 

この度、「ＢａＭＢｏｏ Ｌｉｎｋ」を本格的な企業向けコンピューター・テレフォニー・インテグレーションシス

テムのプラットフォームシステムとして開発し、アルゼ株式会社に納入いたしました。 

 

（７）内部管理体制の整備・運用状況 

当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的

な考え方及びその整備状況」に記載しております。 

 

（８）その他、会社の経営上の重要な事項 

該当事項はありません。 

 

３．経営成績及び財務状態 

(１)経営成績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、世界経済の情勢や原油価格の動向等の不透明要因はある

ものの、好調な企業収益を背景に設備投資が増加し、民間需要に支えられ、穏やかな回復基調で推移しまし

た。 

遊技ホールにつきましては、お客様の旧基準機に対するニーズが依然として根強く、旧基準機のパチスロ

機から新基準機への入替えが停滞し、資金が留保されているものの、新基準機に対する多額の設備投資は、

旧基準機の撤去期限である平成 19 年 6 月末までに見込まれていることから、周辺機器に対する設備投資が

抑制され、同業各社の競争は激化しております。 

このような事業環境のもと、当社では昨年７月から全国に９ヶ所の営業拠点を設置し、自社ブランド製品の

直販体制を確立いたしました。営業活動におきましては、直販を基本とした提案型営業活動を推進し、加盟

店の獲得に努めるとともに、代行店等の協力会社とより密接な連携をはかり、新たな販売ルートの開拓に積極

的に取り組みました。 

その結果、当社の主力商品であるパチンコ・パチスロ機向け多機能セタＩＣカードシテムの加盟店舗数は、

同業他社の加盟店舗数が減少している中で、前期末の 158 店舗から当期末には 217 店舗へと増加し、遊技

機関連事業の売上高は 1,998 百万円（前年同期比 356.4%）となりました。 

ゲーム機器関連事業につきましては、当社の高い映像技術力が評価され、Ｘbox360 向けゲームソフトを受

託し納品を完了したこと、及び遊技機向け映像コンテンツの開発をアルゼ株式会社より受託したこと等により、

当事業の売上高は 102 百万円（前年同期比 61.8%）となりました。 

通信関連事業につきましては、連結子会社である日本将棋ネットワーク株式会社は、インターネットコンテン

ツ会員制将棋対局「将棋通信対局ネット」の運営において魅力あるコンテンツサービス向上に注力し、平成 16

年７月より切り替えた新対局システムへの会員増強策を推し進めるとともに、将棋関連の携帯サイト向けにコン

テンツ素材を定期的に提供し、収益の安定化をはかっております。 

また、「BaMBoo Link」を本格的な企業向けコンピューター・テレフォニー・インテグレーションシステムのプラ

ットフォームシステムとして開発し、アルゼ株式会社に納入したことにより、当事業の売上高は1,308百万円（前

年同期比 1,343.9%）となりました。 
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特別利益としては、貸倒引当金戻入 10 百万円を計上し、特別損失としては、滞留しておりました売掛金債

権、たな卸資産等の償却費を 84 百万円を計上することといたしました。 

これらの結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高 3,333 百万円（前年同期実績 794 百万円）となり、

経常利益 641 百万円（前年同期経常損失 444 百万円）、中間純利益 560 百万円（前年同期純損失 980 百万

円）となりました。 

  

また、セグメント別の業績は次のとおりであります。 

[遊技機関連事業] 

当部門の売上高は、1,998 百万円（前年同期実績 560 百万円）となりました。 

主なものは、パチンコ・パチスロ機向け多機能セタＩＣカードシステム関連機器の販売であります。 

これによる営業利益は、273 百万円（前年同期営業損失 212 百万円）となりました。 

 

[ゲーム機器関連事業] 

当部門の売上高は、102 百万円（前年同期実績 165 百万円）となりました。 

主なものは、映像開発受託によるものであります。 

これによる営業利益は、5 百万円（前年同期営業利益 4 百万円）となりました。 

 

[通信関連事業] 

当部門の売上高は、1,308 百万円（前年同期実績 97 百万円）となりました。 

主なものは、企業向けコンピューター・テレフォニー・インテグレーションシステムのプラットフォームシステム

のアルゼ株式会社への納入、パチンコ・パチスロ機向け多機能セタＩＣカードシステム第三者管理料、通信関

連機器の販売及び将棋ネットワーク使用料であります。 

これによる営業利益は、544 百万円（前年同期営業損失 101 百万円）となりました。 

 

(2)財政状態 

当中間連結会計期間における現金および現金同等物（以下「資金」という）は、前中間連結会計期間末と比

較し 167 百万円増加し、当中間連結会計期間末には 298 百万円となりました。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は、113 百万円となりました。 

これは、税金等調整前中間純利益が 567 百万円発生したこと、企業向けコンピューター・テレフォニー・イン

テグレーションシステムのプラットフォームシステムのアルゼ株式会社への納入により売上債権が1,480百万円

増加したこと、たな卸資産が 531 百万円減少したこと、差入保証金が 460 百万円発生したこと、固定資産が

198 百万円減少したことが主な要因です。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果得られた資金は、25 百万円となりました。 

これは主に、有形固定資産の売却によるものです。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、186 百万円となりました。 
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これは、短期借入金の返済として 84 百万円、長期借入金の返済として 51 百万円、社債の償還として 50 百

万円を支出したことによるものです。 

 

(3)通期の見通し 

遊技機関連事業につきましては、周辺機器への設備投資は今後も抑制傾向で推移するものと見込まれて

おり、非常に厳しい事業環境が継続するものと予想されます。このような環境下、営業体制をより強化し、積極

的な訪店活動及び提案営業を展開するとともに、代行店等の協力企業とより密接な連携をし、成約率の更な

る向上をはかることにより、平成 19 年３月期は新規導入店 200 店舗、売上高 4,216 百万円を見込んでおりま

す。 

ゲーム機器関連事業につきましては、映像コンテンツの受託開発を中心に堅実な事業を行い、売上高 132

百万円を見込んでおります。 

通信機器関連事業につきましては、アルゼ株式会社に納入した企業向けコンピューター・テレフォニー・イ

ンテグレーションシステムのプラットフォームシステムの売上に加え、パチンコ・パチスロ機向け多機能セタＩＣカ

ードシステム第三者管理料収入の増加に伴い、当事業の売上高は 1,459 百万円を見込んでおります。 

以上の結果、平成 19 年３月期の連結売上高は 5,807 百万円、連結経常利益は 783 百万円、連結当期純

利益は 666 百万円を見込んでおります。 

 

(4)事業等のリスク 

当社グループの業績、株価及び財務状況に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあり

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

てのリスクを網羅するものではありません。 

①市場での競争激化について 

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

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

ステム機器は、同業他社の製品と比較して、機能面、価格面ともに市場での競争力を確保はしております

が、今後予想を上回るスピードで市場価格の下落が進行し、且つ顧客である遊技場の価格選好指向が強

いと判断された場合には、当社グループとしても現状の販売価格の維持が困難になる状況も想定されます。

開発、購買及び製造段階においてバリューエンジニアリングを導入し、より一層のコストダウンに努めますも

のの、価格の下落幅がコストダウンを上回った場合には、売上高のみならず営業利益の減少が避けられず、

当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

②法的規制について 

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

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

承認を受けなければなりません。 

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

等から、遊技場業界が自主規制を行うことがあります。 

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

制約が課せられた場合、ホールの設備投資の状況により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性が

あります。 

③消費税対応について 

消費税の引き上げが行われた場合、遊技場における消費税の取扱いに関し、プリペイドカードシステム
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業界として対応策を検討中ですが、消費税の徴収方法によっては、大幅なシステム変更が必要になるほか、

利便性、コスト面から市場におけるプリペイドカードシステム関連製品の競争力が低下し、売上高の減少は

避けられず、開発負担の増加とあいまって当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

④VoIP 市場における通信環境の整備について 

国内の通信関連市場において、企業向け VoIP（Voice Over IP）市場は、近年順調に成長し 2006 年には、

900 億円を超える市場規模に達するものと予測されております。当社グループは、当期より本格的に企業向

け IP-PBX（交換機）の販売を開始する予定ですが、IP 電話の普及に関しては、インターネット関連のインフ

ラ等環境整備が不可欠であり、企業の固定電話から IP 電話への切り替え需要に加え、大手通信業者によ

る通信環境の整備が当初の見込より遅れた場合には、販売計画の見直しが避けられず、当社グループの

業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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６　中間連結財務諸表等

　（1）中間連結貸借対照表

平成17年９月30日 平成18年９月30日 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
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部）

Ⅰ　流動資産

　１　現金及び預金 130,219 298,044 573,271

　２　受取手形及び
      売掛金

※２ 250,251 2,534,128 1,058,780

　３　たな卸資産 2,141,383 1,494,726 2,026,459

　４　その他 132,399 89,662 204,554

　 　 貸倒引当金 △17,786 △24,635 △18,641

　　流動資産合計 2,636,467 79.7 4,391,926 84.2 3,844,424 85.3

Ⅱ　固定資産

　１　有形固定資産

 　(1) 建物及び構築物 142,548 143,965 143,537

　　　 減価償却累計額 96,737 45,811 99,614 44,351 97,776 45,760

   (2) 機械装置及び
       運搬具

2,612 － －

　　　 減価償却累計額 1,786 826 － － － －

   (3) 工具器具備品 598,026 359,151 571,127

　　　 減価償却累計額 411,119 186,907 315,935 43,215 465,058 106,068

   (4) 貸与機器 － 83,798 127,119

　　　 減価償却累計額 － － 20,090 63,707 8,422 118,697

   (5) 土地 118,433 118,433 118,433

      有形固定資産合計 351,978 10.6 269,708 5.2 388,959 8.6

　２　無形固定資産

   (1) 営業権 114,032 － 97,742

   (2) のれん － 8,235 －

   (3) ソフトウエア 137,539 13,946 103,871

   (4) その他 2,693 2,693 2,693

      無形固定資産合計 254,265 7.7 24,874 0.5 204,306 4.5

　３　投資その他の資産

 　(1) 投資有価証券 5,758 6,921 8,103

   (2) 延滞債権 ※１ 96,055 86,055 96,055

   (3) 差入保証金 47,325 510,970 48,393

   (4) その他 5,101 5,051 5,051

   (5) 貸倒引当金 △96,055 △86,055 △96,055

　　　投資その他の資産
　　　合計

58,184 1.8 522,942 10.0 61,548 1.4

　　固定資産合計 664,428 20.1 817,525 15.7 654,814 14.5

Ⅲ　繰延資産

　１　新株発行費 － 3,106 4,142

　２　社債発行費 6,137 3,200 4,266

　　繰延資産合計 6,137 0.2 6,306 0.1 8,408 0.2

　　資産合計 3,307,033 100.0 5,215,758 100.0 4,507,647 100.0

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表

前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末
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平成17年９月30日 平成18年９月30日 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
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部）

Ⅰ　流動負債

　１　支払手形及び
      買掛金

698,927 893,417 748,049

　２　１年内償還予定
      社債

100,000 100,000 100,000

  ３　短期借入金 1,400,000 1,715,100 1,800,000

　４　１年内返済予定
　　　長期借入金

79,752 100,000 101,500

　５　未払金 75,820 29,429 58,833

　６　未払法人税等 7,895 20,620 17,986

　７　賞与引当金 12,116 28,250 14,015

　８　その他 33,956 185,465 32,037

　　流動負債合計 2,408,468 72.8 3,072,283 58.9 2,872,421 63.7

Ⅱ　固定負債

　１　社債 400,000 300,000 350,000

　２　長期借入金 226,816 125,000 175,000

　３　預り保証金 12,000 123,400 74,500

　４　繰延税金負債 1,931 2,404 2,885

　　固定負債合計 640,747 19.4 550,804 10.6 602,385 13.4

　　負債合計 3,049,215 92.2 3,623,087 69.5 3,474,807 77.1

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表

前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末
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平成17年９月30日 平成18年９月30日 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
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

（資本の部）

Ⅰ　資本金 1,894,975 57.3 － － 2,495,050 55.4

Ⅱ　資本剰余金 2,222,205 67.2 － － 2,822,280 62.6

Ⅲ　利益剰余金 △3,858,983 △116.7 － － △4,285,436 △95.1

Ⅳ　その他有価証券
　　評価差額金

2,815 0.1 － － 4,205 0.1

Ⅴ　自己株式 △3,193 △0.1 － － △3,259 △0.1

　　資本合計 257,817 7.8 － － 1,032,840 22.9

　　負債・資本合計 3,307,033 100.0 － － 4,507,647 100.0

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 － － 2,495,050 47.8 － －

　２　資本剰余金 － － 2,822,280 54.1 － －

　３　利益剰余金 － － △3,724,492 △71.4 － －

　４　自己株式 － － △3,671 △0.1 － －

　　株主資本合計 － － 1,589,166 30.4 － －

Ⅱ　評価・換算差額等

　１　その他有価証券
　　　評価差額金

－ － 3,504 0.1 － －

　　評価・換算差額等
    合計

－ － 3,504 0.1 － －

　　純資産合計 － － 1,592,670 30.5 － －

　　負債・純資産合計 － － 5,215,758 100.0 － －

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表

前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末
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　（2）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
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 自　平成18年４月１日 自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日 至　平成18年９月30日 至　平成18年３月31日

区分
注記
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高 794,431 100.0 3,333,243 100.0 2,705,553 100.0

Ⅱ　売上原価 665,986 83.8 2,083,447 62.5 2,274,057 84.1

　　　売上総利益 128,445 16.2 1,249,796 37.5 431,496 15.9

Ⅲ　販売費及び
    一般管理費

※１ 560,836 70.6 592,889 17.8 1,139,588 42.1

　　　営業利益又は
　　　営業損失(△)

△432,391 △54.4 656,906 19.7 △708,091 △26.2

Ⅳ　営業外収益

　１　受取利息 0 597 0

　２　受取配当金 48 49 48

　３　賃貸料収入 3,420 3,420 6,840

　４　その他 963 4,431 0.5 1,313 5,379 0.1 2,224 9,112 0.3

Ⅴ　営業外費用

　１　支払利息 16,025 17,345 26,329

　２　その他 557 16,583 2.1 3,111 20,457 0.6 13,857 40,186 1.4

　　　経常利益又は
　　　経常損失(△)

△444,543 △56.0 641,829 19.2 △739,165 △27.3

Ⅵ　特別利益

　１　貸倒引当金戻入額 － － － 10,330 10,330 0.3 10 10 0.0

Ⅶ　特別損失

　１　固定資産除却損 ※２ 56,765 － 64,952

　２　減損損失 ※３ 128,975 － 128,975

　３　たな卸資産評価損 104,028 31,830 175,468

　４　製品改良対策費 207,785 － 242,618

　５　貸倒引当金繰入額 16,496 － 25,360

　６　債権償却損 － 514,050 64.7 52,652 84,482 2.5 － 637,374 23.6

　　　税金等調整前中間
      純利益又は税金等
      調整前中間(当期)
      純損失(△)

△958,594 △120.7 567,676 17.0 △1,376,530 △50.9

　　　法人税、住民税
　　　及び事業税

1,180 6,733 9,696

　　　法人税等調整額 20,907 22,087 2.7 － 6,733 0.2 20,907 30,604 1.1

　　　中間純利益又は
　　　中間(当期)純損失
　　　(△)

△980,682 △123.4 560,943 16.8 △1,407,135 △52.0
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　（3）中間連結剰余金計算書

前中間連結会計期間 前連結会計年度

自　平成17年４月１日 自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日 至　平成18年３月31日

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円)

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 2,222,205 2,222,205

Ⅱ　資本剰余金増加高

　１　増資による
　　　新株の発行

－ － 600,075 600,075

Ⅲ　資本剰余金
　　中間期末（期末）残高

2,222,205 2,822,280

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 △2,878,301 △2,878,301

Ⅱ　利益剰余金減少高

　１　中間（当期）純損失 980,682 980,682 1,407,135 1,407,135

Ⅲ　利益剰余金
　　中間期末（期末）残高

△3,858,983 △4,285,436
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　（4）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）

株主資本 評価・換算差額等

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本
合計

その他
有価証券

評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高
（千円）

2,495,050 2,822,280 △4,285,436 △3,259 1,028,634 4,205 4,205 1,032,840

中間連結会計期間中の
変動額

　中間純利益 560,943 560,943 560,943

　自己株式の取得 △411 △411 △411

　株主資本以外の項目
　の当期変動額(純額)

△701 △701 △701

中間連結会計期間中の
変動額合計（千円）

－ － 560,943 △411 560,053 △701 △701 559,830

平成18年９月30日残高
（千円）

2,495,050 2,822,280 △3,724,492 △3,671 1,589,166 3,504 3,504 1,592,670

純資産
合計

 

 － 13 －



　（5）中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
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 自　平成18年４月１日 自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日 至　平成18年９月30日 至　平成18年３月31日

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ　営業活動による
　　キャッシュ・フロー

　　　税金等調整前中間純利益
　　　又は税金等調整前中間
　　　(当期)純損失(△)

△958,594 567,676 △1,376,530

　　　減価償却費 87,373 51,852 196,440

　　　営業権償却 16,290 － 32,580

　　　のれん償却額 － 16,290 －

　　　差入保証金償却 557 － －

　　　新株発行費償却 － 1,035 172

　　　社債発行費償却 － 1,066 1,600

　　　減損損失 128,975 － 128,975

　　　貸倒引当金の増減額 16,496 △4,006 17,351

　　　賞与引当金の増減額 12,116 14,235 14,015

　　　受取利息及び受取配当金 △48 △646 △48

　　　支払利息 16,025 17,345 35,982

　　　為替差損益 △150 △54 △264

　　　有形固定資産除却損 56,765 － 64,952

　　　債権償却損 － 52,652 －

　　　前渡金の増減額 100,800 △337 72,492

　　　売上債権の増減額 1,065,917 △1,480,197 257,389

　　　たな卸資産の増減額 △726,163 531,732 △611,239

　　　前受金の増減額 △189,000 － △189,000

　　　差入保証金の増減額 － △460,030 －

　　　仕入債務の増減額 △409,284 147,362 △344,350

　　　未払金の増減額 36,777 △27,098 42,457

　　　未払消費税等の増減額 △5,205 91,854 △5,308

　　　未収消費税等の増減額 △62,347 70,602 △70,602

　　　その他流動資産の増減額 △9,983 11,270 △45,997

　　　その他固定資産の減少額 － 198,411 －

　　　その他流動負債の増減額 △589 112,954 61,620

　　　　小計 △823,271 △86,028 △1,717,311

　　　利息及び配当金の受取額 48 646 48

　　　利息の支払額 △16,966 △18,697 △37,281

　　　法人税等の支払額 △2,362 △9,578 △2,360

　　　営業活動による
　　　キャッシュ・フロー

△842,552 △113,659 △1,756,904
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前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
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 自　平成18年４月１日 自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日 至　平成18年９月30日 至　平成18年３月31日

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

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

△120,527 △25,152 △280,214

　　　有形固定資産の売却による
　　　収入

－ 58,805 686

　　　無形固定資産の取得による
　　　支出

△1,000 △5,823 △1,000

　　　保証金の差入による支出 △7,133 △4,786 △8,705

　　　保証金の返還による収入 － 2,145 1,283

　　　その他 － － 50

　　　投資活動による
　　　キャッシュ・フロー

△128,661 25,188 △287,901

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 1,600,000 1,100,000 3,150,000

　　　短期借入金の返済による
　　　支出

△1,722,000 △1,184,900 △2,872,000

　　　長期借入れによる収入 300,000 － 300,000

　　　長期借入金の返済による
　　　支出

△2,376 △51,500 △32,444

　　　新株の発行による収入 － － 1,195,710

　　　社債の発行による収入 493,305 － 494,257

　　　社債の償還による支出 － △50,000 △50,000

　　　自己株式の取得による支出 △98 △411 △163

　　　財務活動による
　　　キャッシュ・フロー

668,830 △186,811 2,185,360

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
　　換算差額

150 54 264

Ⅴ　現金及び現金同等物
　　の増減額

△302,232 △275,227 140,819

Ⅵ　現金及び現金同等物
　　の期首残高

432,451 573,271 432,451

Ⅶ　現金及び現金同等物の
　　中間期末(期末)残高

※ 130,219 298,044 573,271
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　継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

自　平成17年４月１日 自　平成18年４月１日 自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日 至　平成18年９月30日 至　平成18年３月31日

　当社は、当中間連結会計期間にお 　当社は、当中間連結会計期間にお 　当社は､当連結会計年度において､

いて、432 百万円の営業損失を計上 いて、656 百万円の営業利益を計上 708 百万円の営業損失を計上し、営

し、営業キャッシュ・フローについ いたしましたが、営業キャッシュ・ 業キャッシュ・フローについても前

ても前期のマイナス 169百万円に引 フローにおいては、マイナス113百　 連結会計年度のマイナス 169百万円

き続き当期は 842百万円のマイナス 万円と前期より大幅に改善したもの に引き続き当連結会計年度は 1,756

となっており、継続企業の前提に重 の引続きマイナスとなっており、継 百万円のマイナスとなっており、継

要な疑義を抱かせる事象又は状況に 続企業の前提に重要な疑義を抱かせ 続企業の前提に関する重要な疑義を

該当します。 る事象又は状況が存在しています。 抱かせる事象又は状況が存在してい

　当社は、本年第２四半期より遊技 当期における営業状況は、当社の主 ます。

場向けプリペイドカードシステムの 力商品である、遊技ホール向多機能 　当社は、当連結会計年度第２四半

直販体制を整備するとともに、紙幣 型ＩＣカードシステム導入の積極的 期より遊技場向けプリペイドカード

収納型カードユニットの機能充実を な受注活動の結果、当社加盟店舗数 システムの直販体制を整備するとと

はかるため抜本的改良を実施し、第 も前期末の１５８店舗から当中間期 もに、紙幣収納型カードユニットの

３四半期以降市場導入することとい 末で２１７店舗へと増加し、順調な 機能充実をはかるため抜本的改良を

たしました。 販売活動を実施しております。 実施し、第３四半期以降市場導入い

　この改良した製品を中心に、下期 　又、通信機器関連事業においても、 たしました。

は積極的な受注活動を行うことによ BaMBoo Link を企業向けコンピュー 　この改良した製品を中心に、来期

り、売上高、営業利益を確保し、更 ター・テレフォニー・インテグレー は積極的な受注活動を行うことによ

に購買・製造管理体制の強化を親会 ションシステムのプラットフォーム り、売上高、営業利益を確保し、更

社であるアルゼ㈱の協力を得て、よ システムとして親会社であるアルゼ に購買・製造管理体制の強化を親会

り一層のコストダウンを実現するこ ㈱に納入し、大きく売上・利益の拡 社であるアルゼ㈱の協力を得て推進

とにより、収益力の向上とキャッ 大を図っております。 し、より一層のコストダウンを実現

シュ・フローの改善を図ってまいり 　連結財務諸表は、継続企業を前提 することで収益力の向上とキャッ

ます。 として作成されており、このような シュ・フローの改善を図ってまいり

　通信機器関連事業においても 重要な疑義の影響を連結財務諸表に ます。

BaMBoo Link 関連製品の開発活動が は反映しておりません。 　通信機器関連事業においても

一巡し、下期より販売活動を本格化 BaMBoo Link 関連製品の開発活動が

することによる業績の改善を計画し 一巡し、来期より販売活動を本格化

ております。 することによる業績の改善を計画し

　また、当社の親会社であるアルゼ ております。

㈱からは、当社の業績改善のために 　また、当社の親会社であるアルゼ

必要な支援をする旨の了解を頂いて ㈱からは、当社の業績改善のために

おります。 必要な支援をする旨の了解を頂いて

　中間連結財務諸表は、継続企業を おり、平成18年３月にはアルゼ㈱か

前提として作成されており、このよ ら12億円の第三者割当増資を受け、

うな重要な疑義の影響を中間連結財 財務内容を強化しております。

務諸表に反映しておりません。 　連結財務諸表は、継続企業を前提

として作成されており、このような

重要な疑義の影響を連結財務諸表に

は反映しておりません。
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　中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

自　平成17年４月１日 自　平成18年４月１日 自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日 至　平成18年９月30日 至　平成18年３月31日

１　連結の範囲に 連結子会社の数       １社 同左 同左

  　関する事項 連結子会社の名称

　日本将棋ネットワーク

　株式会社

２　持分法の適用に 　該当事項はありません。 同左 同左

  　関する事項

３　連結子会社の 　連結子会社の中間期の末日 同左 　連結子会社の事業年度の末

　　中間決算日 は、中間連結決算日と一致し 日は、連結決算日と一致して

　　（決算日）に ております。 おります。

　　関する事項

４　会計処理基準に イ 有価証券 イ 有価証券 イ 有価証券

  　関する事項    その他有価証券    その他有価証券    その他有価証券

 (1) 重要な資産の 　   時価のあるもの 　   時価のあるもの 　   時価のあるもの

　　 評価基準及び 　　   中間決算日の市場価格 　　   中間決算日の市場価格 　　   決算日の市場価格等に

　　 評価方法 　　 等に基づく時価法（評価 　　 等に基づく時価法（評価 　　 基づく時価法（評価差額

　   差額は部分資本直入法に 　   差額は部分純資産直入法 　   は部分資本直入法により

　   より処理し、売却原価は 　   により処理し、売却原価 　   処理し、売却原価は移動

　   移動平均法により算定） 　   は移動平均法により算定) 　   平均法により算定）に

　　 によっております。 　　 によっております。 　　 よっております。

　   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 同左 同左

　   法によっております。

ロ たな卸資産 ロ たな卸資産 ロ たな卸資産

   製品・原材料    製品・原材料    製品・原材料

　　 総平均法による原価法に 同左 同左

　 よっております。

   仕掛品    仕掛品    仕掛品

　　 個別法による原価法によ 同左 同左

　 っております。

 (2) 重要な減価償 イ 有形固定資産 イ 有形固定資産 イ 有形固定資産

　　 却資産の償却 　 　定率法によっておりま 　 　定率法によっておりま 　 　定率法によっておりま

　　 償却の方法 　 す。 　 す。 　 す。

　 　なお、主な耐用年数は以 　 　なお、主な耐用年数は以 　 　なお、主な耐用年数は以

 　下のとおりであります。  　下のとおりであります。  　下のとおりであります。

　 　建物及び構築物 　 　建物及び構築物 　 　建物及び構築物

　　　　　　　　　 10～47年 　　　　　　　　　 10～47年 　　　　　　　　　 10～47年

　　 機械装置及び運搬具 　 　工具器具備品 　　 機械装置及び運搬具

　　　　　　　　　　　 ４年 　　 及び貸与機器 　　　　　　　　　　　 ４年

　 　工具器具備品 　　　　　　　　　 ２～15年 　 　工具器具備品

　　　　　　　　　 ２～15年 　　 及び貸与機器

　　　　　　　　　 ２～15年

ロ 無形固定資産 ロ 無形固定資産 ロ 無形固定資産

　 　定額法によっておりま 同左 同左

　 す。

　 　なお、自社利用ソフトウ

 　ェアについては社内におけ

 　る利用可能期間（３年又は

 　５年）に基づく定額法によ

 　っております。

項目

 

 － 17 －



前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

自　平成17年４月１日 自　平成18年４月１日 自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日 至　平成18年９月30日 至　平成18年３月31日

ハ 長期前払費用 ハ 長期前払費用 ハ 長期前払費用

　 　定額法によっておりま 同左 同左

　 す。

　 　なお、償却期間について

 　は法人税法に規定する方法

 　と同一の基準によっており

　 ます。

 (3) 繰延資産の処 イ 　　―――――――― イ 新株発行費 イ 新株発行費

　　 理方法      ３年間で均等償却してお 　   商法施行規則に規定する

　 ります。    最長期間（３年間）で均等

   償却しております。

ロ 社債発行費 ロ 社債発行費 ロ 社債発行費

　   商法施行規則に規定する      ３年間で均等償却してお 　   商法施行規則に規定する

   最長期間（３年間）で均等 　 ります。    最長期間（３年間）で均等

   償却しております。    償却しております。

 (4) 重要な引当金 イ 貸倒引当金 イ 貸倒引当金 イ 貸倒引当金

　　 の計上基準 　   債権の貸倒による損失に 同左 同左

   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。

ロ 賞与引当金 ロ 賞与引当金 ロ 賞与引当金

　   従業員に対する賞与の支 　   従業員に対する賞与の支 　   従業員に対する賞与の支

   給に充てるため、支給見込    給に充てるため、支給見込    給に充てるため、支給見込

   額のうち当中間連結会計期    額のうち当中間連結会計期    額のうち当連結会計年度の

   間の負担額を計上しており    間の負担額を計上しており    負担額を計上しておりま

   ます。    ます。 　 す。

 （追加情報）  （追加情報）

　 　従来、従業員の給与支給 　 　従来、従業員の給与支給

 　額は、年間給与総額で決定  　額は、年間給与総額で決定

 　する方法であったため、賞  　する方法であったため、賞

 　与引当金の計上は不要でし  　与引当金の計上は不要でし

 　たが、給与規程の改定に伴  　たが、一部の従業員につい

 　い、一部の従業員について  　ては営業成績に連動した賞

 　は営業成績に連動した賞与  　与を別途支給することに

 　を別途支給することになっ  　なったため、当連結会計年

 　たため、当中間連結会計期  　度より賞与引当金を計上す

 　間より賞与引当金を計上す 　 ることにいたしました。

　 ることにいたしました。 　 　この結果、営業損失、経

　 　この結果、営業利益、経  　利益及び税金等調整前当期

 　利益及び税金等調整前中間  　純損失が、それぞれ14,015

 　純利益が、それぞれ12,116  　千円増加しております。

 　千円減少しております。

項目
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前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

自　平成17年４月１日 自　平成18年４月１日 自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日 至　平成18年９月30日 至　平成18年３月31日

 (4) 重要なリース    リース物件の所有権が借主 同左 同左

　　 取引の処理方  に移転すると認められるもの

　　 法  以外のファイナンス・リース

 取引については、通常の賃貸

 借取引に係る方法に準じた会

 計処理によっております。

 (5) その他中間連 　 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

　　 結財務諸表(連 　 　税抜方式によっておりま 同左 同左

　　 結財務諸表)作  　す。

　　 成のための重

　　 要な事項

５　中間連結キャッ 　手許現金、随時引き出し可能 同左 同左

　　シュ・フロー計 な預金及び容易に換金可能であ

　　算書（連結 り、かつ、価値の変動について

　　キャッシュ・フ 僅少なリスクしか負わない取得

　　ロー計算書）に 日から３ケ月以内に償還期限の

　　おける資金の範 到来する短期投資からなってお

　　囲 ります。

項目
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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 当中間連結会計期間 前連結会計年度

自　平成17年４月１日 自　平成18年４月１日 自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日 至　平成18年９月30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）

　当中間連結会計期間から「固定資 　当連結会計年度から「固定資産の

産の減損に係る会計基準」（「固定 減損に係る会計基準」（「固定資産

資産の減損に係る会計基準の設定に の減損に係る会計基準の設定に関す

関する意見書」（企業会計審議会　 る意見書」（企業会計審議会　平成

平成14年８月９日))及び「固定資産 14年８月９日））及び「固定資産の

の減損に係る会計基準の適用指針」 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 企業会計基準委員会　企業会計基準

成15年10月31日）を適用しておりま 適用指針第６号　平成15年10月31日）

す。 を適用しております。

　この結果、税金等調整前中間純利 　この結果、税金等調整前当期純損

益が128,975千円減少しております。 失が 128,975千円増加しておりま

　なお､減損損失累計額については､ す。

改正後の中間連結財務諸表規則に基 　なお､減損損失累計額については､

づき当該各資産の金額から直接控除 当該各資産の金額から直接控除して

しております。 おります。

――――――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に ―――――――――

関する会計基準等）

　当中間連結会計期間から「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」（企業会計基準委員会　平

成17年12月９日　企業会計基準第５

号）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」（企業会計基準委員会　平成17

年12月９日　企業会計基準適用指針

第８号）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 1,592,670千円でありま

す。

　なお、中間連結財務諸表規則の改

正により、当中間連結会計期間にお

ける中間連結財務諸表は改正後の中

間連結財務諸表規則により作成して

おります。

―――――――――
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　表示方法の変更

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間

自　平成17年４月１日 自　平成18年４月１日
至　平成17年９月30日 至　平成18年９月30日

（中間連結損益計算書） （中間連結貸借対照表）

　前中間連結会計期間までは「製品評価損」として表示 　前中間連結会計期間までは「営業権」として表示して

しておりましたが、前連結会計年度において、仕掛品の おりましたが、中間連結財務諸表規則の改正に伴い、当

評価損が発生し、製品の評価損と一括して「たな卸資産 中間連結会計期間より「のれん」として表示しておりま

評価損」として表示することといたしました。 す。

　当中間連結会計期間においても継続して「たな卸資産

評価損」として表示することにいたしました。 （中間連結キャッシュ・フロー計算書）

　前中間連結会計期間までは「営業権償却」として表示

しておりましたが、中間連結財務諸表規則の改正に伴い、

当中間連結会計期間より「のれん償却額」として表示し

ております。
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　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 当中間連結会計期間末 前連結会計年度
平成17年９月30日 平成18年９月30日 平成18年３月31日

※１ 延滞債権 ※１ 延滞債権 ※１ 延滞債権

　　　 延滞債権は、財務諸表等規 同左 同左

　　 則第32条第１項第10号に規定

　   する債権であります。

※２　　―――――――― ※２ 中間連結会計期間末日満期 ※２　　――――――――

　　 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、

　　 手形交換日をもって決済処理

　　 しております。

　　　 なお、当中間連結会計期間

　　 末日が金融機関の休日であっ

　　 たため、次の中間連結会計期

　　 間末日満期手形が、中間連結

　　 会計期間末残高に含まれてお

　　 ります。

　　　 受取手形 5,921 千円

　３ 偶発債務 　３ 偶発債務 　３ 偶発債務

　　　 提出会社が一部周辺機器の 　　　 提出会社が一部周辺機器の 同左

　　 開発製造を委託していた東和 　　 開発製造を委託していた東和

     メックス㈱より、平成17年７      メックス㈱より、平成17年７

　　 月29日付で東京地方裁判所に 　　 月29日付で東京地方裁判所に

     おいて、代金等支払請求訴訟      おいて、代金等支払請求訴訟

　　 （請求額29,610千円）が提起 　　 （請求額29,610千円）が提起

　　 され､現在係争中であります｡ 　　 されております。

　　　 これに対して当社は平成18

　　 年１月25日付で、支払済み委

     託料返還請求訴訟（訴額

　　 67,011千円）を反訴提起して

     おり､現在係争中であります｡

　４ 受取手形割引高 　４ 受取手形割引高

59,988 千円 18,620 千円
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　　(中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度
自　平成17年４月１日 自　平成18年４月１日 自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日 至　平成18年９月30日 至　平成18年３月31日

※１ 販売費及び一般管理費の主要 ※１ 販売費及び一般管理費の主要 ※１ 販売費及び一般管理費の主要

　 な費目及び金額は次のとおり 　 な費目及び金額は次のとおり 　 な費目及び金額は次のとおり

   であります。    であります。    であります。

     研究開発費 156,777 千円      研究開発費 23,889 千円      研究開発費 227,032 千円

     役員報酬 26,732      役員報酬 35,086      役員報酬 60,383

     給料手当 147,919      給料手当 162,662      給料手当 289,315

     賃借料 32,214      賃借料 43,945      賃借料 90,627

     広告宣伝費 7,400      広告宣伝費 3,305      広告宣伝費 15,264

     支払手数料 44,864      支払手数料 46,130      支払手数料 80,598

     減価償却費 8,187      減価償却費 6,586      減価償却費 15,765

　　 営業権償却 16,290 　　 のれん償却額 16,290 　　 営業権償却 32,580

     旅費交通費 56,759      旅費交通費 82,639

     賞与引当金      賞与引当金

     繰入額      繰入額

※２ 固定資産除却損の内訳は次の ※２　　―――――――― ※２ 固定資産除却損の内訳は次の

　 とおりであります。 　 とおりであります。

     工具器具備品 56,765 千円      工具器具備品 64,870 千円

 　　機械装置及び

　　 運搬具

※３ 減損損失 ※３ 　 ―――――――― ※３ 減損損失

　 ①減損損失の内容 　 ①減損損失の内容

　　 1)用途…役員社宅 　　 1)用途…賃貸用住宅

　　 2)場所…東京都世田谷区 　　 2)場所…東京都世田谷区

　　 3)金額…土地 86,744 千円 　　 3)金額…土地 86,744 千円

　　　　　　 建物 42,231 　　　　　　 建物 42,231

　　　　　　 計 128,975 　　　　　　 計 128,975

　 ②減損損失を認識するに至った 　 ②減損損失の内容を認識するに

　　 経緯 　　 至った経緯

　　　 地価が著しく下落したため 　　　 地価が著しく下落したため

　　 減損損失を認識しました。 　　 減損損失を認識しました。

　 ③グルーピングの方法 　 ③グルーピングの方法

       原則として事業部別に区分        原則として事業所別に区分

　　 し、社宅については、個々の 　　 し、賃貸用住宅については、

　　 物件を単位としております。 　　 個々の物件を単位としており

　 ④回収可能価額の算定方法等 　　 ます。

　　　 当該資産の回収可能価額 　 ④回収可能価額の算定方法等

　　 は、使用価値により測定して 　　　 当該資産の回収可能価額

　　 おり、将来キャッシュ・ 　　 は、使用価値により測定して

　　 フローを 3.6％で割り引いて 　　 おり、将来キャッシュ・

　　 算定しております。 　　 フローを 3.6％で割り引いて

　　 算定しております。

14,015

81

28,250
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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（株）

発行済株式

　普通株式 13,190,450 － － 13,190,450

合計 13,190,450 － － 13,190,450

自己株式

　普通株式（注） 4,070 1,500 － 5,570

合計 4,070 1,500 － 5,570

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加1,500株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

　　　  ２　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　　　　　　該当事項はありません。

　　　  ３　配当に関する事項

　　　　　　　該当事項はありません。

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

 

　　(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 当中間連結会計期間 前連結会計年度
自　平成17年４月１日 自　平成18年４月１日 自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日 至　平成18年９月30日 至　平成18年３月31日

※ 現金及び現金同等物の中間期末 ※ 現金及び現金同等物の中間期末 ※ 現金及び現金同等物の期末残高

 残高と中間連結貸借対照表に掲載  残高と中間連結貸借対照表に掲載  と連結貸借対照表に掲載されてい

 されている科目の金額との関係  されている科目の金額との関係  る科目の金額との関係

　 現金及び 　 現金及び 　 現金及び

　 預金勘定 　 預金勘定 　 預金勘定

　 現金及び 　 現金及び 　 現金及び

　 現金同等物 　 現金同等物 　 現金同等物

千円573,271

573,271

千円130,219 298,044千円

298,044130,219
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　　(リース取引関係）

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度
自　平成17年４月１日 自　平成18年４月１日 自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日 至　平成18年９月30日 至　平成18年３月31日

　リース物件の所有権が借主に移 　リース物件の所有権が借主に移 　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 転すると認められるもの以外のフ 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 ァイナンス・リース取引 ァイナンス・リース取引

 (1)リース物件の取得価額相当額､  (1)リース物件の取得価額相当額､  (1)リース物件の取得価額相当額､

    減価償却累計額相当額、減損     減価償却累計額相当額、減損     減価償却累計額相当額、減損

    損失累計額相当額及び中間期     損失累計額相当額及び中間期     損失累計額相当額及び期末残

　　末残高相当額 　　末残高相当額 　　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)

中間期末
残高
相当額
(千円)

取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

中間期末
残高
相当額
(千円)

取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

期末残高
相当額
(千円)

工具器具
備品

55,969 2,575 53,393
工具器具
備品

238,569 38,414 200,154
工具器具
備品

238,569 14,557 224,011

ソフト
ウェア

3,167 1,847 1,319
ソフト
ウェア

3,167 2,481 686
ソフト
ウェア

3,167 2,164 1,003

合計 59,137 4,423 54,713 合計 241,737 40,895 200,841 合計 241,737 16,722 225,014

 (2)未経過リース料中間期末残高  (2)未経過リース料中間期末残高  (2)未経過リース料期末残高相当

    相当額等     相当額等     額等

　　　未経過リース料中間期末残 　　　未経過リース料中間期末残 　　　未経過リース料期末残高相

　　　高相当額 　　　高相当額 　　　当額

　　 千円 千円 千円

　　１年内 14,244 　　１年内 43,403 　　１年内 41,639

　　１年超 52,499 　　１年超 163,628 　　１年超 185,780

　　 合計 66,774 　　 合計 207,031 　　 合計 227,419

 (3)支払リース料、リース資産減  (3)支払リース料、リース資産減  (3)支払リース料、リース資産減

　　損勘定の取崩額、減価償却費 　　損勘定の取崩額、減価償却費 　　損勘定の取崩額、減価償却費

　　相当額及び支払利息相当額及 　　相当額及び支払利息相当額及 　　相当額及び支払利息相当額及

　　び減損損失 　　び減損損失 　　び減損損失

千円 千円 千円

　　支払リース料 2,111 　　支払リース料 29,675 　　支払リース料 17,212

　　減価償却費相当額 1,863 　　減価償却費相当額 24,173 　　減価償却費相当額 14,324

　　支払利息相当額 435 　　支払利息相当額 9,287 　　支払利息相当額 5,390

 (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  (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､ 同左 同左

　  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  (5)利息相当額の算定方法  (5)利息相当額の算定方法

　　　リース料総額とリース物件 同左 同左

　　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。

　（減損損失について） 　（減損損失について） 　（減損損失について）

　　　リース資産に配分された減 同左 同左

　　損損失はありません。
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　　(有価証券関係）

　前中間連結会計期間（平成17年９月30日現在）

　　１　その他有価証券で時価のあるもの

中間連結貸借対照表
計上額(千円)

差額(千円)

(1) 株式 1,012 5,758 4,746

(2) 債券

　国債･地方債等 － － －

　社債 － － －

　その他 － － －

(3) その他 － － －

合計 1,012 5,758 4,746

　　２　時価のない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券

　非上場株式 0

　当中間連結会計期間（平成18年９月30日現在）

　　１　その他有価証券で時価のあるもの

中間連結貸借対照表
計上額(千円)

差額(千円)

(1) 株式 1,012 6,921 5,908

(2) 債券

　国債･地方債等 － － －

　社債 － － －

　その他 － － －

(3) その他 － － －

合計 1,012 6,921 5,908

　　２　時価のない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券

　非上場株式 0

取得原価(千円)

取得原価(千円)
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前連結会計年度（平成18年３月31日現在）

　　１　その他有価証券で時価のあるもの

連結貸借対照表
計上額(千円)

差額(千円)

(1) 株式 1,012 8,103 7,091

(2) 債券

　国債･地方債等 － － －

　社債 － － －

　その他 － － －

(3) その他 － － －

合計 1,012 8,103 7,091

　　２　時価のない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券

　非上場株式 0

　　(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）

　　当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

　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）

　　当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

　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、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

　　(ストック・オプション等関係）

　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）

　　該当事項はありません。

取得原価(千円)
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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）

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 537,121 165,122 92,187 794,431 － 794,431

(2)セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

23,430 － 5,200 28,630 (28,630) －

560,551 165,122 97,387 823,061 (28,630) 794,431

営業費用 773,188 160,745 199,237 1,133,171 93,651   1,226,823

営業利益又は営業損失(△) △212,636 4,376 △101,849 △310,110 (122,281) △432,391

(注) １  事業区分の方法

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

    　   連事業と、家庭用および業務用ゲーム関連製品を取り扱うゲーム機器関連事業、通信・ネットワーク機器関連

      　 製品・サービスを取り扱う通信関連事業の３つに区分しております。

 　　２  各事業区分の主な製品および事業内容

      　 遊技機関連事業……………遊技場向周辺機器の製造・販売

         ゲーム機器関連事業………映像開発及び家庭用ゲームおよび業務用ゲームの開発・販売ならびにこれら開発に

　　　　　　　　　　　　　　　　 係るロイヤリティの供与

      　 通信関連事業………………通信・ネットワーク機器の開発、将棋の通信対局、ハウスカードシステムの第三者

　　　　　　　　　　　　　　　　 管理料

 　　３  営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は 122,281千円であり、主なものは役

　　　　 員及び総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

　　　 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）

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 1,923,472 102,157 1,307,614 3,333,243 － 3,333,243

(2)セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

74,670 － 1,200 75,870 (75,870) －

1,998,142 102,157 1,308,814 3,409,114 (75,870) 3,333,243

営業費用 1,724,484 96,784 764,402 2,585,671 90,665   2,676,337

営業利益 273,657 5,372 544,411 823,442 (166,536) 656,906

(注) １  事業区分の方法

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

    　   連事業と、家庭用および業務用ゲーム関連製品を取り扱うゲーム機器関連事業、通信・ネットワーク機器関連

      　 製品・サービスを取り扱う通信関連事業の３つに区分しております。

計

計
（千円）

連結
（千円）

消去又は
全社

（千円）

遊技機
関連事業
（千円）

ゲーム機器
関連事業
（千円）

通信関連
事業

（千円）

連結
（千円）

計

遊技機
関連事業
（千円）

ゲーム機器
関連事業
（千円）

通信関連
事業

（千円）

計
（千円）

消去又は
全社

（千円）
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 　　２  各事業区分の主な製品および事業内容

      　 遊技機関連事業……………遊技場向周辺機器の製造・販売

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

　　　　　　　　　　　　　　　　 係るロイヤリティの供与

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

　　　　　　　　　　　　　　　　 三者管理料

 　　３  営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は 166,536千円であり、主なものは役

　　　　 員及び総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

　　　 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）

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 2,232,519 278,531 194,502 2,705,553 － 2,705,553

(2)セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

65,469 － 6,400 71,869 (71,869) －

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

営業費用 2,472,412 281,872 423,207 3,177,492 236,153 3,413,645

営業利益又は営業損失（△） △174,423 △3,340 △222,304 △400,069 (308,022) △708,091

(注) １  事業区分の方法

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

    　   連事業と、家庭用および業務用ゲーム関連製品を取り扱うゲーム機器関連事業、通信・ネットワーク機器関連

      　 製品・サービスを取り扱う通信関連事業の３つに区分しております。

 　　２  各事業区分の主な製品および事業内容

      　 遊技機関連事業……………遊技場向周辺機器の製造・販売

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

　　　　　　　　　　　　　　　　 るロイヤリティの供与

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

　　　　　　　　　　　　　　　　 三者管理料

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

　　　　 員及び総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

　　 【所在地別セグメント情報】

　　　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に

    所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

　　 【海外売上高】

　　　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、海外売上高がないため、

    該当事項はありません。

消去又は
全社

（千円）

連結
（千円）

計

遊技機
関連事業
（千円）

ゲーム機器
関連事業
（千円）

通信関連
事業

（千円）

計
（千円）
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　　(重要な後発事象）

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

自　平成17年４月１日 自　平成18年４月１日 自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日 至　平成18年９月30日 至　平成18年３月31日

――――――――― ――――――――――――――――――
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７　生産、受注および販売の状況

　（1）生産実績

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度
自　平成17年４月１日 自　平成18年４月１日 自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日 至　平成18年９月30日 至　平成18年３月31日

金額(千円) 前年同期比(％) 金額(千円) 前年同期比(％) 金額(千円)

遊技機関連事業 1,301,985 166.8 1,526,898 117.3 3,433,678

ゲーム機器関連事業 161,822 1,868.4 103,202 63.8 280,516

通信関連事業 40,003 15.0 1,094,932 2,737.1 49,070

合計 1,503,810 142.4 2,725,034 181.2 3,763,265

 (注  １　金額は販売価格によっております。

　　  ２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　（2）受注状況

     　　当連結グループは、受注生産を行っておりません。

　（3）販売実績

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度
自　平成17年４月１日 自　平成18年４月１日 自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日 至　平成18年９月30日 至　平成18年３月31日

金額(千円) 前年同期比(％) 金額(千円) 前年同期比(％) 金額(千円)

遊技機関連事業 537,121 99.1 1,923,472 358.1 2,232,519

ゲーム機器関連事業 165,122 339.3 102,157 61.9 278,531

通信関連事業 92,187 29.9 1,307,614 1,418.4 194,502

合計 794,431 88.3 3,333,243 419.6 2,705,553

 (注  １　セグメント間の取引については相殺消去しております。

　　　２　前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販

　　　　　売実績に対する割合は次のとおりであります。

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
自　平成17年４月１日 自　平成18年４月１日
至　平成17年９月30日 至　平成18年９月30日

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％)

アルゼ㈱ 90,043 11.3 1,201,364 36.0

アドアーズ㈱ 140,691 17.7 56,634 1.7

オリックス㈱ － － 1,407,088 42.2

　　  ３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

相　　手　　先

事業の種類別
セグメントの名称

事業の種類別
セグメントの名称

)

)

 

 － 31 －


