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（百万円未満切捨て） 
１．19年３月期の連結業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日） 

（１）連結経営成績                                                   （％表示は対前期増減率） 

 売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 
19年３月期 
18年３月期 

百万円   ％ 

19,306       30.2 

14,826       39.7 

百万円   ％

2,316        25.5 

1,845        48.8 

百万円   ％

2,307        25.6 

1,837        53.3 

百万円   ％

1,207        15.2 

1,048        53.9 

 
 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

自 己 資 本 
当期純利益率 

総 資 産 
経常利益率 

売 上 高 
営業利益率 

 
19年３月期 
18年３月期 

円 銭 

10,901  02  

9,470   50  

円 銭

－ － 

 － － 

％

31.7 

32.5 

％ 

33.2  

34.6   

％

12.0 

12.4  

(参考)  持分法投資損益     19年３月期       －百万円  18年３月期    △10百万円 
 
（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

 
19年３月期 
18年３月期 

百万円 

8,137    

5,748    

百万円

4,307   

3,475   

％

50.8 

60.5 

円 銭

37,319 90 

31,390 08 

 (参考)  自己資本     19年３月期    4,133百万円      18年３月期   3,475百万円 
 
（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

 
19年３月期 
18年３月期 

百万円 

1,010    

1,200    

百万円

△38   

△648   

百万円

110   

△578   

百万円

3,237   

2,155   

 
２．配当の状況 
 １株当たり配当金 

（基準日） 第１ 
四半期末 

中間期末 
第３ 

四半期末
期末 年間 

配当金 
総額 

（年間）

配当性向 
（連結） 

純資産 
配当率 

（連結）

 
18年３月期
19年３月期 

円 銭 

－ － 

－ － 

円 銭 

2,000 － 

3,000 － 

円 銭

－ －

－ －

円 銭

2,000 －

3,000 －

円 銭

4,000 －

6,000 －

百万円

442   

664   

％ 

42.2  

55.0  

％

13.7 

17.5 

20年３月期 
（予想） 

 

－ － 

 

2,000 － 

 

－ －

 

3,000 － 5,000 －

  

48.3  

 

 
３．20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

 （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり 
当期純利益 

 
中 間 期 
通  期 

百万円 ％ 

8,734  △6.4  

20,000   3.5  

百万円 ％

755  △31.4 

2,157  △6.9 

百万円 ％

752 △31.7 

2,151  △6.7 

百万円 ％ 

400 △29.1  

1,147  △5.0  

円 銭

3,612 40 

10,358 52 
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４．その他 
（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）    有 
   （新規連結）㈱バリュー・クエスト     
 
（２）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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に記載されるもの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更         有 
② ①以外の変更                無 

〔（注）詳細は、17ページ「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」をご覧ください。〕 
 

（３）発行済株式数（普通株式） 
① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年３月期 110,730株   18年３月期 110,730株 
② 期末自己株式数           19年３月期    －株   18年３月期    －株 
（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、25 ページ「１株当たり情報」をご
覧ください。 

 
（参考）個別業績の概要 
 
１．19年３月期の個別業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日） 

（１）個別経営成績                          （％表示は対前期増減率） 

 売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 
19年３月期 
18年３月期 

百万円   ％ 

18,141    22.6  

14,801    39.5  

百万円   ％

2,352    24.2 

1,893    49.2 

百万円   ％

2,350    23.9 

1,897    54.6 

百万円   ％

1,367    23.4 

1,108    56.1 

 
 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

 
19年３月期 
18年３月期 

円  銭 

12,349  85  

10,011  48  

円  銭

－  － 

－  －

 
（２）個別財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産

 
19年３月期 
18年３月期 

百万円 

6,923    

5,767    

百万円

4,312   

3,495   

％

62.3 

60.6 

円 銭

38,949 72 

31,571 06 

 (参考)  自己資本    19年３月期    4,312百万円   18年３月期   3,495百万円 
 
 
２．20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり 
当期純利益 

 
中 間 期 
通  期 

百万円 ％ 

8,100  △7.6  

18,500   2.0  

百万円 ％

797 △28.8 

2,068 △12.1

百万円 ％

 798 △28.8 

2,069 △12.0

百万円 ％ 

463 △30.0  

1,200 △12.2 

円 銭

4,181 34 

10,837 17

 
 
 
 
 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述についてのご注意） 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合

理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可
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当たっての注意事項等について
は、２ページ｢１．経営成績 （1）経営成績の分析｣をご覧ください。 
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１．経営成績 
 
（1）経営成績に関する分析 

当連結会計年度における日本経済は、好調な企業業績を背景として、設備投資は依然として高い水準で

推移しており、また、雇用環境の改善も進み個人消費の回復に明るい兆しが見える等、景気は穏やかな回

復基調で推移いたしました。 

当社グループの主要顧客であるパチンコホール業界は、パチスロ５号機への移行期限が間近に控え、先

行きの不透明感が漂う中、現行の主力遊技機における深刻なユーザー離れも見え始め、またホール間の競

争激化に伴う店舗の廃業や淘汰も急速に進む等、極めて厳しい状況にありました。 

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

に向け、新規営業拠点の開設等に取り組む一方で、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、また、前期にパチンコ

ホールの新規出店を支援する目的で設立した㈱ランドサポート（以下ＬＳ社）が、当期初より新たに営業

を開始し、グループの持続的成長に向けて積極的な事業活動を展開してまいりました。 

こうした取り組みの結果、売上高、各段階利益とも前年同期比で順調に増加し、当連結会計年度の売上

高は19,306百万円（対前年同期比30.2％増）、経常利益は2,307百万円（同25.6％増）、当期純利益は

1,207百万円（同15.2％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 

当連結会計年度においては、「ＣＲスーパー海物語」、「北斗の拳ＳＥ」や京楽産業㈱が発売した複数

のパチンコヒット機種等を中心とした、新台入替（※１）告知の広告需要は比較的堅調に推移しました。

しかしながら、先行きの業界環境の不確実性が増したことに伴い、多くのクライアントにおいて、新規出

店が抑制されたことにより、グランドオープン（※２）広告需要は例年と比較して低調でありました。さ

らに、一部のホール企業においては、ユーザーの減少による業績不振や、パチスロ５号機への一斉入替に

必要な資金の確保等を理由に、広告費予算の削減が進められました。 

このような厳しい環境下ではありましたが、広告事業においては、前年４月に神戸営業所を開設し、ま

た同10月の北九州、岐阜、高崎の３営業所を開設し、当該営業エリアにおける優良顧客開拓を強化してま

いりました。さらに既設営業所においても、売上上位法人に対する精力的な提案活動を実施する等、全社

を挙げて受注の増加に努めた結果、当連結会計年度の売上高は18,141百万円、営業利益は2,725百万円と

なりました。 

 

※１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中古遊技機売買仲介事業 

 当連結会計年度における中古遊技機市場は、パチンコ大ヒット機種の減少や、規則改正に伴うパチス

ロ主力遊技機の相次ぐ検定切れ到来と、パチスロ５号機の本格流通の遅れ等の要因により、取引台数、

取引単価とも低調に推移しました。 

このような環境下において、当連結会計年度より新たに連結の範囲に含めたＶＱ社では、パチンコホ

ール向け訪問営業の実施や、新トレードシステムの構築を始めとした社内全般のオペレーション改善に

鋭意取り組んだものの、当連結会計年度の成約台数は165千台（前年同期比7.3％減）となり、売上高は

1,134百万円、営業利益はのれんの償却額を127百万円計上したことにより７百万円となりました。 

 

③その他事業 

 当連結会計年度においては、大手ホールの新規出店支援の目的で設立し、前年３月に宅地建物取引業

免許を取得したＬＳ社が当期初より営業を開始しましたが、その後、一部の大手ホール企業において、
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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等もあり、期中の不動産転貸案件の成

約は１件に留まりました。その結果、当連結会計年度の売上高は30百万円、営業損失43百万円となりま

した。 

 

（注）当連結会計年度より、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。 

 

 次期の連結業績見通しにつきましては、現時点において、次のとおり予想しております。 

 中間期 通期 

 金額（百万円） 当中間期比（％） 金額（百万円） 当期比（％） 

売上高 8,734 △6.4 20,000 ＋3.5

営業利益 755 △31.4 2,157 △6.9

経常利益 752 △31.7 2.151 △6.7

当期純利益 400 △29.1 1,147 △5.0

※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。  

 

次期の中間期におけるパチンコホール業界は、パチスロ５号機への一斉入替期限を迎えるに当たり、遊

技機の射幸性低下、スロットヘビーユーザー数の減少に伴う粗利益の減少、一時的な投資負担の増加等の

収益性を悪化させうる不安要素を抱えております。こうした厳しい環境下において、パチンコホール企業

における店舗の廃業、淘汰、新規出店の抑制、広告費予算削減等の傾向は、当下期に引き続いて、次期中

間期においても継続するものと見込まれます。これらの傾向は、当社グループの事業に負の影響を与える

要因になるものと予想しております。 

次期においては、こうした環境を踏まえて、３．経営方針 （3）中長期的な経営戦略及び対処すべき

課題に記載の戦略課題に取り組んでまいりますが、一方では当中間期においては、比較的安定した業界環

境下で、パチンコホールの出店に伴う広告需要や新台入替広告需要は好調に推移したこともあり、一転し

て厳しい環境が予想される次期の中間期における見通しについては、対当中間期比で売上高6.4％減、各

段階利益は30％程度減の減収減益を余儀なくされるものと予想しております。 

次期の下期においては、パチスロ５号機への入替の影響も一巡し、競争力に秀でた有力ホールを中心と

する新規出店や、店舗差別化のための広告需要は盛り返すことが予想され、また中古遊技機市場において

もスロット５号機の本格流通を迎えることが予想されます。この結果、当社グループの広告事業、中古遊

技機売買仲介事業ともに、事業環境は穏やかに良化していく見通しです。 

以上のような見通しのもと、次期の通期は、対当期比で、売上高3.5％増、各段階利益は5.0～7.0％減 

の増収減益を予想しております。 

 

 

（2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

  当連結会計年度末における総資産は8,137百万円となり、前連結会計年度末比2,389百万円の増加とな

りました。これは、主に営業活動によるキャッシュ・フローの収入等の結果、現金及び預金の増加が

1,083百万円あったことや、ＶＱ社の新規連結に伴うのれんの計上511百万円、及びＬＳ社の不動産転貸

案件実行に伴う賃借料の一括支払い等による長期前払費用の増加412百万円等によるものであります。 

  負債合計は3,880百万円となり、前連結会計年度末比で1,558百万円の増加となりました。これはＶＱ

社の新規連結に伴う中古遊技機売買仲介顧客預り金721百万円、及び主としてＬＳ社の不動産転貸案件

実行のための資金及び一時的な運転資金として、長期及び短期借入金が合計825百万円増加したこと等

によるものであります。 

  純資産合計は、4,307百万円となり、前連結会計年度末における資本合計3,475百万円と比較して832

百万円の増加となりました。これは主に、当期純利益を1,207百万円計上する一方で、前期末に係る配

当及び当期の中間配当により合計553百万円の支出があったこと等によるものであります。 
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②キャッシュ・フローの状況 

   営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益2,208百万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△356百万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△112百万円があったこと、並びに前期決算に係る法人税等の確定納付及び当期中間納付

が△945百万円発生したこと等により1,010百万円の収入（前年同期比190百万円の減少）となりました。 

   投資活動によるキャッシュ・フローは、ＶＱ社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一方で、ＬＳ社における不動産転貸案件実行により長期

前払費用の支出が△469百万円あった他、ＶＱ社の新システム開発等により無形固定資産の取得が△236

百万円あったこと等により、△38百万円の支出（前年同期比△610百万円の減少）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1,080百万円

が発生したほか、不動産転貸案件の実行に伴う長期借入による収入が369百万円発生した一方、長短借

入金の返済△785百万円及び前期決算に係る期末配当金及び当中間配当の支払が合計△553百万円があっ

たことにより110百万円の収入（前年同期は△578百万円の支出）となりました。 

   これらの結果、現金及び現金同等物は当連結会計年度において1,081百万円増加し、3,237百万円とな

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

自己資本比率（％） 61.2 60.5 50.8

時価ベースの自己資本比率（％） 773.0 872.6 206.8

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 2.8 － 81.8

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 409.2 85,469.8 168.3

（注）自己資本比率：自己資本／総資産 

   時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

   キャッシュ・フロー対有利子負債比率：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）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

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。 

当期の期末利益配当金につきましては、上記の方針を踏まえて、１株当たり3,000円として第12回定時

株主総会に提案させていただく予定であります。なお、当中間配当（3,000円）と併せた１株当たり年間

配当金は6,000円（連結ベースの配当性向55.0％）となります。 

また、次期の配当予想につきましても、上記の基本方針及び目標配当性向を踏まえて決定する予定であ

ります。なお、現時点においては、１株当たり年間配当金は5,000円（連結ベースの予想配当性向

48.3％）を計画しております。 
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２．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 

連結子会社㈱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 

  連結子会社㈱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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[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）２．３． 

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 

（注）３． 

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．当連結会計年度において、㈱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。 

３．特定子会社に該当しております。 

印刷、新聞折込、媒体広告枠、イベント運営の発注 

折込広告、メディア掲出、イベント運営 

広告の発注 広告企画の提案 販促物の納品 

ウェブサイトで中古遊技機の売買仲介不動産の賃貸、仲介 

パチンコ、パチスロユーザー 

ゲンダイエージェンシー株式会社（広告事業） 

パチンコホール 

（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 

（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） 

（連結子会社）株式会社ランドサポート

（その他事業） 
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３．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戦略を提供するとともに、地域密着型の広告活動を通じて、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）目標とする連結経営指標 

当社が株式上場時に設定した経営指標の向こう３ヵ年における目安値と、その達成状況は次のとおりであ

ります。 

経営指標 中期的な目安値 平成17年３月期※ 平成18年３月期 平成19年３月期 

売上高成長率 

（シェアの拡大） 
年率20～40％ 52.1％ 39.7％ 30.2％

売上高営業利益率 

（生産性と付加価値） 
10％以上 11.7％ 12.4％ 12.0％

ＥＰＳ成長率 

（株主価値） 
年率20～40％ 68.8％ 44.5％ 15.1％

※当社は平成17年３月期途中より新たに連結決算を開始したため、平成17年３月期の各指標は、個別決算の数値に基づいて算定

しております。 

上記のとおり、過去３ヵ年においては、当社グループの主要クライアントであるパチンコホール業界の

業況が比較的安定的に推移してきたこともあり、当社グループは大幅な成長拡大を遂げつつも、安定的な

利益率水準を維持することができました。しかしながら昨今のパチンコホール業界を取り巻く急激な環境

の変化に伴い、当社グループの主たるビジネスフィールドであるパチンコホール広告市場は、この先、縮

小トレンドへと転じることが予想されております。 

当社グループは、こうした環境の変化を踏まえて、成熟した市場の中で事業活動を行うに当たり、これ

までの成長率重視から効率性重視へと経営の軸足を移していく必要があると判断しております。そうした

判断のもと、今後当社が目標とする連結経営指標については、より一層効率性を重視したものとするため、

過去の経営指標を見直しし、新たに以下の２つを、今後の目標値として採用することといたしました。 

①売上高営業利益率10％以上→生産性と付加価値の向上 

②ＲＯＥ30％以上→資本効率の向上 

 

（3）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、業界を取り巻く環境が大きく変化する中でもパチンコホール広告市場は穏やかに成長す

ることを前提条件とし、シェアの拡大を図り持続的な高成長を遂げることにより、平成20年３月期におい

て連結経常利益2,350～3,760百万円（レンジ目標）を達成することを、数値目標として掲げてまいりまし

た。すでに終了した前期（平成18年３月期）及び当期（平成19年３月期）の業績につきましては、概ね当

初計画どおりに推移し、結果として大幅な成長拡大を遂げてまいりましたが、昨年10月頃より顕在化した、

ＮＳ2006策定当時の前提とは大幅に異なる業界環境の悪化と、それに伴うパチンコホール広告市場の縮小

の可能性を織り込んだ上で新たに編成した次期（平成20年３月期）の業績予想は、２ページに記載のとお



－  － 

 

 

6

りであります。 

当社グループは、厳しい環境下において、まずは社内の効率化を図り、付加価値提供を優先したこれま

での高コスト構造から、逆境下でも安定的に利益を生み出せるコスト構造への転換に着手してまいります

が、一方では、成長を持続させる上では、 も優先順位の高い営業拠点の拡充計画を、下記のとおり見直

ししたことから、現時点ではＮＳ2006の数値目標における下限数値の達成は困難であろうと判断しており

ます。 

  また、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、主要な戦略課題の進捗状況と次期の取り組み等は、以下の

とおりであります。 

 

―広告事業におけるローコストオペレーション体制の構築 

 当社グループは、現行の中期経営計画において、企画提案力の強化や、デザイン品質の向上を始めと

するサービスの付加価値向上により、二極分化する業界の中で勝ち組企業をターゲットとした取引拡大

を戦略課題に掲げて実行してまいりましたが、一方では昨今のパチンコホール業界における業況の低迷

や、設備投資負担の増大等の影響を受け、クライアントの低価格志向は日増しに強まりつつあります。 

 次期の広告事業においては、こうしたクライアントのニーズに積極的に応えつつも、同時に適正な利

益水準を確保できる体制の構築を推進してまいります。具体的には、顧客別、品目別の収益性管理を徹

底し、これまでの全方位的な提案営業活動から転換し、選択と集中による不採算業務の圧縮に取り組ん

でまいります。また営業プロセスの見直しによる効率化、独立を希望するクリエイティブ社員の外注化

によるデザインコストの変動費化、印刷等発注先の集約によるコスト削減をすすめてまいります。 

 

―広告事業における営業拠点の拡充 

   当社グループは、現行の中期経営計画において、平成20年３月末までに広告事業の営業拠点28拠点の

設置を目標に掲げ、これまで積極的な拠点開設を進めてまいりましたが、昨今、当初の計画策定段階で

は想定しえなかった経営環境の急激な変化が生じております。そのためこの先の拠点開設には、より慎

重な判断を要するとの認識のもと、計画の軌道修正を行いました。具体的には、平成19年１月19日付で

開示したとおり、既設営業拠点の市場成長性、収益性及び営業効率の検証を行い、町田営業所を廃止し

た他、特に業界環境の不確実性が高いと見込まれる平成20年３月期上半期における拠点新設の予定を撤

回しております。 

   今後、パチスロ５号機への移行が本格化する過程におけるパチンコホールの業況や地域ごとの競争環

境の変化を慎重に見定めた上で、平成20年３月期下半期以降、必要に応じて拠点を拡充していく予定で

あります。 

 

―広告事業における新サービスの開発投入と子会社事業の育成 

   当社グループは、現状、主力となっている広告事業の成長鈍化に備え、主要顧客であるパチンコホー

ルに新サービスを供給する目的で、ＶＱ社の株式取得やＬＳ社の設立により、グループの事業領域拡大

を推進してまいりましたが、次期においては広告事業の延長としての新サービスの開発、投入と、当期

より着手した中古遊技機仲介事業及びその他事業（不動産事業）の育成を積極的に進めてまいります。 

   広告事業においては、現行の提案型広告サービスと並行して、これまで当社が対応できなかった低価

格志向のクライアントのニーズに応えられるよう、当社のデザイン制作ノウハウを注入した本格的なパ

チンコホール折込チラシ制作ＡＳＰシステム（開発コードＧ－ＳＥＬＦ）を開発し、新たなローコスト

ソリューションを提供することで、ターゲットとなるクライアント層の拡大を図ってまいります。 

   中古遊技機売買仲介事業においては、当期に稼働を開始した新トレードシステムにおける処理能力の

向上とサービスの改善に努めるとともに、訪問営業の強化によるシステム外での大口取引の開拓や、中

古遊技機の効果的な活用に関する情報提供等の啓蒙活動を積極的に推進し、中古遊技機流通市場の底上

げを図ってまいります。 

   その他事業（不動産事業）においては、クライアントの新規出店用地取得のサポートはもちろんのこ

と、昨今の業界環境の変化を踏まえて、パチンコホールから他のアミューズメント施設への業態転換支

援や、物件転売等の退店サポートの展開を視野に入れ、サービスラインの拡充を図ってまいります。 
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（4）内部管理体制の整備・運用状況 

① 内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規程の整備状況その他内部管理体制

の整備状況 

当社では、社内業務全般にわたる諸規程が網羅的に整備されており、明文化されたルールのもとで、

各職位が明確な権限と責任をもって業務を遂行しており、内部監査によるモニタリングが実施されてお

ります。なお、管理部門の配置状況及び現業部門への主な牽制機能は以下のとおりであります。 

（平成19年４月１日現在） 
 

 

（執行役員、内部監査統括）      （情報開示担当役員、財務統括）             予算統制、適時開示、関係会社管理 

                            

 経理業務統制 

                                     

                                      

 

 （コンプライアンス統括） 情報セキュリティ管理 

                          

                        内部監査            労務管理 

                                                     

報告      内部牽制   

  

                      （業務全般にわたる内部監査）    内部監査 

                          

② 内部管理体制の充実に向けた取組みの 近１年間における実施状況 

 ・会社法が新たに施行されたことに伴い、新たに「内部統制システム整備の基本方針」を制定し、体制

の整備を図っております。 

・金融商品取引法における内部統制報告制度に対応するため、内部監査室メンバーを中心とするプロジ

ェクトチームを新たに編成し、準備作業に取り組んでおります。 

 
 

 

社長 ＣＦＯ 経営企画部 

経理部 

総務部 

内部監査室（２名） 現業部門 

リスク管理、リーガルチェック 

情報システム部 

人事部 

ＣＣＯ 
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４.連結財務諸表等 
 

【連結貸借対照表】 

  
前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19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 ※２ 2,162 3,245 

２．受取手形及び売掛金 ※３ 1,997 2,373 

３．たな卸資産  10 2 

４．繰延税金資産  43 48 

５．その他  39 151 

貸倒引当金  △21 △20 

流動資産合計  4,232 73.6 5,801 71.3 1,569

   

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産   

(1) 建物及び構築物  45 65  

減価償却累計額  7 38 16 49 

(2) 機械装置及び運搬具  122 125  

  減価償却累計額  60 61 70 55 

(3) 器具及び備品  356 287  

減価償却累計額  194 162 167 119 

有形固定資産合計  261 4.5 224 2.7 △37

   

２．無形固定資産   

(1) のれん  － 511 

(2) ソフトウェア  63 260 

(3) ソフトウェア仮勘定  － 25 

無形固定資産合計  63 1.1 796 9.8 733

   

３．投資その他の資産   

(1) 投資有価証券 ※１ 508 133 

(2) 長期前払費用  － 412 

(3) 繰延税金資産  26 20 

(4) 長期性預金  500 500 

(5) 差入敷金・保証金  153 246 

(6) その他  10 10 

貸倒引当金  △7 △8 

投資その他の資産合計  1,190 20.8 1,314 16.2 123

固定資産合計  1,516 26.4 2,335 28.7 819

資産合計  5,748 100.0 8,137 100.0 2,389

   

 

 

 

 

 

 

 



－  － 

 

 

9

  
前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19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．支払手形及び買掛金 ※２ 1,466 1,359 

２．短期借入金  － 400 

３．一年内返済予定長期
借入金 

 － 106 

４．未払法人税等  543 610 

５．中古遊技機売買仲介
顧客預り金 

 － 721 

４．その他  263 307 

流動負債合計  2,272 39.5 3,505 43.1 1,233

Ⅱ 固定負債   

１．長期借入金  － － 319 

２．その他  － － 5 

固定負債合計  － － 324 4.0 324

負債合計  2,272 39.5 3,830 47.1 1,558

   

（資本の部）   

Ⅰ 資本金  751 13.1 － － △751

Ⅱ 資本剰余金  1,063 18.5 － － △1,063

Ⅲ 利益剰余金  1,661 28.9 － － △1,161

資本合計  3,475 60.5 － － △3,475

負債、少数株主持分及
び資本合計 

 5,748 100.0 － － △5,748

   

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１．資本金  － － 751 9.2 751

２．資本剰余金  － － 1,063 13.1 1,063

３．利益剰余金  － － 2,314 28.4 2,314

株主資本合計  － － 4,129 50.7 4,129

Ⅱ 評価・換算差額等   

１．その他有価証券評価
差額金 

 － － 3 0.0 3

評価・換算差額等合計  － － 3 0.0 3

Ⅲ 少数株主持分  － － 174 2.2 174

純資産合計  － － 4,307 52.9 4,307

負債純資産合計  － － 8,137 100.0 8,137

   

 



－  － 
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【連結損益計算書】 

  
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） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
  至 平成19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  14,826 100.0 19,306 100.0 4,480

Ⅱ 売上原価  10,851 73.2 13,458 69.7 2,607

売上総利益  3,975 26.8 5,848 30.3 1,873

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 2,130 14.4 3,532 18.3 1,402

営業利益  1,845 12.4 2,316 12.0 471

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息  5 5  

２．受取配当金  0 0  

３．その他  1 7 0.1 3 8 0.0 1

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息  0 9  

２．新株発行費  0 －  

３．持分法による投資損失  10 －  

４．原状回復費用  3 5  

５．その他  － 15 0.1 2 17 0.0 2

経常利益  1,837 12.4 2,307 12.0 470

Ⅵ 特別利益   

１．保険解約返戻金  － 4  

２．固定資産売却益 ※２ － 0  

３．償却債権取立益  － 2  

４．貸倒引当金戻入益  － － － 1 9 0.0 9

Ⅶ 特別損失   

１．固定資産除却損 ※３ 6 35  

２．投資有価証券評価損  30 －  

３．固定資産売却損 ※４ － 0  

４．連結子会社本社移転費
用 

 － 48  

５．連結子会社役員退職慰
労金 

 － 37 0.3 24 109 0.6 72

税金等調整前当期純 
利益 

 1,799 12.1 2,208 11.4 409

法人税、住民税及び 
事業税 

 774 988  

法人税等調整額  △23 750 5.0 4 992 5.1 242

少数株主利益  － － 8 0.0 8

当期純利益  1,048 7.1 1,207 6.3 159

   

 



－  － 
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連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書 

【連結剰余金計算書】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【連結株主資本等変動計算書】 

  当連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31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） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 

（資本剰余金の部）    

Ⅰ 資本剰余金期首残高   1,063 

Ⅱ 資本剰余金期末残高   1,063 

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ 利益剰余金期首残高   1,166 

Ⅱ 利益剰余金増加高    

  当期純利益  1,048 1,048 

Ⅲ 利益剰余金減少高    

配当金  553 553 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   1,661 

    

株主資本 評価・換算差額等 

 

資本金 資本剰余金 利益剰余金
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 

少数株主
持分 

純資産
合計 

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

751 1,063 1,661 3,475 － － － 3,475

連結会計年度中の変動額    

剰余金の配当  △553 △553   △553

当期純利益  1,207 1,207   1,207

株主資本以外の項目の連
結会計年度中の変動額
（純額） 

 3 3 174 177

連結会計年度中の変動額 
合計 

（百万円） 
 654 654 3 3 174 831

平成19年３月31日 残高 
（百万円） 

751 1,063 2,314 4,129 3 3 174 4,307



－  － 
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【連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
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）

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

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 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前当期純利益  1,799 2,208 

減価償却費  133 152 

のれんの償却額  － 127 

長期前払費用償却  － 14 

貸倒引当金の増加額（△減少額）  4 △1 

受取利息及び受取配当金  △5 △5 

支払利息  0 9 

持分法による投資損失  10 － 

固定資産除却損  6 35 

投資有価証券評価損  30 － 

連結子会社本社移転費用  － 27 

売上債権の減少額（△増加額）  △444 △356 

たな卸資産の減少額（△増加額）  6 7 

仕入債務の増加額（△減少額）  258 △112 

中古遊技機売買仲介顧客預り金の増加額
（△減少額） 

 － △123 

その他  21 △27 

小計  1,822 1,956 134

利息及び配当金の受取額  5 5 

利息の支払額  △0 △6 

法人税等の支払額  △627 △945 

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,200 1,010 △190

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の預入による支出  △3 △1 

有形固定資産の取得による支出  △111 △149 

有形固定資産の売却による収入  6 20 

無形固定資産の取得による支出  △27 △236 

投資有価証券の取得による支出  △475 △18 

長期前払費用の支出  － △469 

貸付による支出  － △33 

貸付金の回収による収入  0 33 

敷金・保証金の預入による支出  △47 △57 

敷金・保証金の返還による収入  8 24 

 連結範囲の変更を伴う子会社株式取得に
よる収入 

※２ － 839 

 その他  － 8 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △648 △38 610

 

 

 

 



－  － 
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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）

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

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）

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  － 1,080 

短期借入金の返済による支出  △25 △680 

長期借入れによる収入  － 369 

長期借入金の返済による支出  － △105 

配当金の支払額  △553 △553 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △578 110 688

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（△減少額）  △26 1,081 1,107

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  2,182 2,155 △26

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 2,155 3,237 1,081

    



－  － 
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連結財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
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） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19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 ㈱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。 

また、㈱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。 

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、当連結会計

年度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。 

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。 

持分法適用の関連会社数 －社 

㈱バリュー・クエストは、当連結会

計年度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。 

３．連結子会社の事業年度等に

関する事項 

連結子会社の事業年度の末日は、連結

決算日と一致しております。 

同左 

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（評価差額は全部純資

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） 

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 

同左 

（ロ）材 料 

同左 

 



－  － 
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項目 
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） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19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 

（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 

（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）重要なヘッジ会計の処理

方法 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿ イ ヘッジ会計の方法 

連結子会社は、特例処理の条件を充

たす金利スワップについて、特例処理

を採用しております。 

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ 

ヘッジ対象…借入金 

ハ ヘッジ方針 

金利リスクの低減のため、対象債務

の範囲内でヘッジを行っております。 

ニ ヘッジの有効性評価の方法 

 特例処理を採用しているため、有効

性の評価を省略しております。 

（6）その他連結財務諸表作成

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 



－  － 
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項目 
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） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

５．連結子会社の資産及び負債

の評価に関する事項 

＿＿＿＿＿＿＿＿  連結子会社の資産及び負債の評価に

ついては、全面時価評価法を採用して

おります。 

６．のれんの償却に関する事項 ＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

 ㈱バリュー・クエストに係るのれん

は、５年間で均等償却しております。

７．利益処分項目等の取扱いに

関する事項 

連結会計年度中に確定した利益処分

に基づいて作成しております。 

＿＿＿＿＿＿＿＿ 

８．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 

 

 



－  － 
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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） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（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） 

当連結会計年度より、｢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、4,133百万円

であります。 

  

表示方法の変更 

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） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（連結損益計算書） 

 前期まで営業外費用の「その他」に含めて表示しており

ました「原状回復費用」は、営業外費用の総額の100分の10

を超えたため区分掲記しました。なお、前期における「原

状回復費用」は4百万円であります。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 



－  － 
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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

※１．関連会社に対するものは次のとおりであります。 

   投資有価証券（株式）       399百万円 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

※２．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．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 4百万円
 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ※３．連結会計年度末日満期手形 

   連結会計年度末日満期手形の会計処理について

は、当連結会計年度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

連結会計年度末日満期手形の金額は、次のとおりで

あります。 

    受取手形           112百万円 

 

（連結損益計算書関係） 

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） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19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 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
 

※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 1,655百万円

福利厚生費 232百万円

旅費交通費 129百万円

消耗品費 46百万円

地代家賃 276百万円

のれんの償却額 127百万円

減価償却費 97百万円
 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ※２．固定資産売却益の内訳 

     機械装置及び運搬具       0百万円 

※３．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

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
 

※３．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

建物及び構築物 3百万円

機械装置及び運搬具 2百万円

器具及び備品 5百万円

ソフトウェア 24百万円

計 35百万円
 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ※４．固定資産売却損の内訳 

     機械装置及び運搬具       0百万円 
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（連結株主資本等変動計算書関係） 

当連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

 １．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
前連結会計年度末 

株式数 
当連結会計年度増加

株式数 
当連結会計年度減少 

株式数 
当連結会計年度末 

株式数 
発行済株式   

普通株式 (株) 110,730 － － 110,730

合計 110,730 － － 110,730

 

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

   該当事項はありません。 

 

 ３．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。 

 

 ４．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30日

平成18年10月13日 
取締役会 普通株式 332 3,000 平成18年９月30日 平成18年12月７日

（２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

次のとおり、決議を予定しております。 

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19年６月26日 
定時株主総会 普通株式 332 利益剰余金 3,000 平成19年３月31日 平成19年６月27日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

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） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１．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 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
 

※１．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19年３月31日現在）

現金及び預金勘定 3,245百万円

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 3,237百万円
 

____________________________ 

 

 

 

※２．株式の追加取得により新たに連結子会社となった

会社の資産及び負債の主な内訳 

株式の追加取得により新たに㈱バリュー・クエスト 

を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内

訳並びに㈱バリュー・クエスト（ＶＱ社）取得による

収入（純額）との関係は次のとおりであります。 

流動資産 1,362百万円

固定資産 183百万円

のれん 639百万円

流動負債 △950百万円

固定負債 △180百万円

少数株主持分 △165百万円

過年度に取得したＶＱ社株式の連

結上の簿価 
△399百万円

ＶＱ社株式の追加取得価額 489百万円

ＶＱ社現金及び現金同等物 1,328百万円

差引：ＶＱ社株式取得による収入 839百万円
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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、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。 

 

当連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31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 

Ⅰ．売上高及び営業損益 

  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 

18,141 

－ 

1,134 

－ 

30 

－ 

 

 

19,306  

－  

 

 

－  

－  

19,306 

－ 

計  18,141  1,134  30 19,306  －   19,306 

営業費用 15,416 1,127 73 16,616  373  16,989 

  営業利益 2,725 7 △43 2,689  △373  2,316 

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的

支出 

  資産 

  減価償却費 

資本的支出 

 

3,256

118

114 

 

1,787

29

222 

725

0

0 

 

 

5,768 

148 

336  

 

 

2,368 

3 

3  

 

8,137

152

339 

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 

 当連結会計年度（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 
373   親会社の本社費用であります。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は2,368百万円であり、その主なものは、当社での

余剰運用資金及び本社部門に係る資産等であります。 

 

【所在地別セグメント情報】 

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）及び当連結会計年度（自平成18年４月１日 至

平成19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】 

前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日）及び当連結会計年度（自平成18年４月１日 至

平成19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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（リース取引関係） 

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） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19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) 

期末残高
相当額 
(百万円)

器具及び備品 96 39 57

ソフトウェア 20 3 17

合計 117 42 74
  

 (2)未経過リース料期末残高相当額 

 
 

１年内 22百万円

１年超 54百万円

合計 77百万円
  

 (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 24百万円

減価償却費相当額 21百万円

支払利息相当額 3百万円
  

 (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。 

 

 

（関連当事者との取引） 

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）及び当連結会計年度（自平成18年４月１日 至

平成19年３月31日） 

 該当事項はありません。
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（税効果会計関係） 

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） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19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 

繰延税金資産  

 貸倒引当金 3百万円 

未払事業税 41百万円 

 一括償却資産  10百万円 

 繰越欠損金 3百万円 

 投資有価証券 12百万円 

 その他 2百万円 

繰延税金資産の小計  72百万円 

評価性引当額    △3百万円 

繰延税金資産の合計  69百万円 

繰延税金資産の純額  69百万円 
 

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  

 貸倒引当金 3百万円 

未払事業税 47百万円 

 一括償却資産  5百万円 

 繰越欠損金 22百万円 

 投資有価証券 12百万円 

 その他 1百万円 

繰延税金資産の小計  93百万円 

評価性引当額    △22百万円 

繰延税金資産の合計  70百万円 

繰延税金負債  

 その他有価証券評価差額金 2百万円 

繰延税金負債の合計  2百万円 

繰延税金資産の純額  68百万円 
 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担  

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 

 

 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５％以下のため注記

を省略しております。 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担  

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 40.7％ 

 （調整）  

のれんの償却額 2.3％ 

 評価性引当額の増減 0.8％ 

 その他 1.0％ 

税効果会計適用後の法人税等

の負担率 

44.9％ 

 
 

 

（有価証券関係） 

前連結会計年度（平成18年３月31日） 

  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       

 

当連結会計年度（平成19年３月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 
種類 取得原価（百万円）

連結貸借対照表計上

額（百万円） 
差額（百万円） 

株式 0 5 5連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの 小計 0 5 5

合計 0 5 5
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２．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 127       

 

（デリバティブ取引関係） 

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全く利用していないため、該当事項はありません。 

 

当連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

１．取引の状況に関する事項 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （1）取引の内容 

連結子会社は、金利関連取引として、金利スワップ取

引を行っております。 

（2）取引に対する取組方針 

 デリバティブ取引は、将来の金利の変動によるリスク

回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針で

あります。 

（3）取引の利用目的 

借入金利の変動リスクを回避する目的で利用しており

ます。 

（4）取引に係るリスクの内容 

 金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを有

しております。なお取引相手先は大手金融機関に限定し

ているため、信用リスクはほとんどないと認識しており

ます。 

（5）取引に係るリスクの管理体制 

 デリバティブ取引は、個々の取引の都度、親会社によ

る承認を得て実行されております。 

（6）取引の時価等に関する事項についての補足説明 

 該当事項はありません。 

２．取引の時価等に関する事項 

  ヘッジ会計（金利スワップの特例処理）を適用しているため、記載を省略しております。 

 

（退職給付関係） 

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）及び当連結会計年度（自平成18年４月１日 至

平成19年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

（ストック・オプション等関係） 

当連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

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） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

   
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。
 

 
１株当たり純資産額 37,319.90円 

１株当たり当期純利益 10,901.02円 
  

同 左 
  

 （注） １株当たり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) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額 

当期純利益（百万円） 1,048 1,207 

普通株主に帰属しない金額（百万円） －  －  

普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,048 1,207 

期中平均株式数（株） 110,730 110,730 

 

 

（重要な後発事象） 

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） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19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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５. 個別財務諸表 
 

【貸借対照表】 

  
前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19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 
金額 

（百万円）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金 ※１ 1,772 2,054 

２．受取手形 ※４ 293 267 

３．売掛金  1,703 2,095 

４．材 料  7 － 

５．仕掛品  1 0 

６．貯蔵品  0 2 

７．前払費用  26 36 

８．繰延税金資産  43 48 

９．その他  12 42 

貸倒引当金  △21 △20 

流動資産合計  3,840 66.6 4,527 65.4 686

Ⅱ 固定資産   

(1)有形固定資産   

１．建物  45 46  

減価償却累計額  7 38 12 34 

２．機械及び装置  4 －  

  減価償却累計額  1 3 － － 

３．車両  118 125  

減価償却累計額  59 58 70 55 

４．器具及び備品  356 259  

減価償却累計額  194 162 161 98 

有形固定資産合計  261 4.5 187 2.7 △73

(2)無形固定資産   

ソフトウェア  63 50 

ソフトウェア仮勘定  － 25 

無形固定資産合計  63 1.1 75 1.1 11

(3)投資その他の資産   

１．投資有価証券  109 133 

２．関係会社株式  810 1,299 

３．出資金  0 0 

４．破産更生等債権  9 9 

５．繰延税金資産  26 18 

６．長期性預金  500 500 

７．差入敷金・保証金  152 180 

貸倒引当金  △7 △8 

投資その他の資産合計  1,601 27.8 2,133 30.8 531

固定資産合計  1,926 33.4 2,396 34.6 469

資産合計  5,767 100.0 6,923 100.0 1,155
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前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19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 
金額 

（百万円）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金 ※１ 1,466 1,353 

２．短期借入金  － 400 

３．未払金  124 67 

４．未払費用  35 63 

５．未払法人税等  543 609 

６．未払消費税等  89 83 

７．預り金  13 33 

流動負債合計  2,271 39.4 2,610 37.7 338

負債合計  2,271 39.4 2,610 37.7 338

   

（資本の部）   

Ⅰ 資本金 ※２ 751 13.0 － － △751

Ⅱ 資本剰余金   

資本準備金  1,063 －  

資本剰余金合計  1,063 18.4 － － △1,063

Ⅲ 利益剰余金   

当期未処分利益  1,681 －  

利益剰余金合計  1,681 29.2 － － △1,681

資本合計  3,495 60.6 － － △3,495

負債・資本合計  5,767 100.0 － － △5,767

   

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１．資本金  － － 751 10.9 751

２．資本剰余金   

(1) 資本準備金  － 1,063  

資本剰余金合計  － － 1,063 15.4 1,063

３．利益剰余金   

(1) その他利益剰余金   

繰越利益剰余金  － 2,494  

利益剰余金合計  － － 2,494 36.0 2,494

株主資本合計  － － 4,309 62.2 4,309

Ⅱ 評価・換算差額等   

１．その他有価証券評価差
額金 

 － － 3 0.1

評価・換算差額等合計  － － 3 0.1

純資産合計  － － 4,312 62.3 4,312

負債純資産合計  － － 6,923 100.0 6,923
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【損益計算書】 

  
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19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 
金額 

（百万円）

Ⅰ 売上高  14,801 100.0 18,141 100.0 3,340

Ⅱ 売上原価  10,846 73.3 13,404 73.9 2,558

売上総利益  3,954 26.7 4,736 26.1 781

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

１．役員報酬  75 77  

２．従業員給与手当  985 1,234  

３．福利厚生費  129 168  

４．貸倒引当金繰入額  23 5  

５．旅費交通費  131 125  

６．通信費  75 92  

７．消耗品費  51 38  

８．地代家賃  169 202  

９．減価償却費  65 67  

10．その他  354 2,061 13.9 370 2,383 13.1 322

営業利益  1,893 12.8 2,352 13.0 459

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息  5 4  

２．有価証券利息  － 0  

３．受取配当金  0 0  

４．雇用助成金収入  0 －  

５．その他  1 7 0.1 1 7 0.0 △0

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息  0 2  

２．原状回復費用  3 5  

３．その他  － 3 0.0 2 10 0.1 6

経常利益  1,897 12.8 2,350 13.0 452

Ⅵ 特別利益   

１．貸倒引当金戻入益  － 1  

２．償却債権取立益  － 2  

３．固定資産売却益 ※１ － － － 0 3 0.0 3

Ⅶ 特別損失   

１．固定資産除却損 ※２ 6 9  

２．投資有価証券評価損  30 －  

３．固定資産売却損 ※３ － 37 0.2 0 10 0.1 △27

税引前当期純利益  1,859 12.6 2,343 12.9 484

法人税、住民税及び事業
税 

 774 975  

法人税等調整額  △23 751 5.1 0 976 5.4 225

当期純利益  1,108 7.5 1,367 7.5 258
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前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19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 
金額 

（百万円）

前期繰越利益  863 － 

中間配当額  221 － 

抱合株式消却損  69 － 

当期未処分利益  1,681 － 

    

 

売上原価明細書 

  
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19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 
（％） 

Ⅰ 材料費  230 2.1 147 1.1

Ⅱ 労務費  880 8.1 1,033 7.7

Ⅲ 外注費  9,319 86.0 11,754 87.7

Ⅳ 経費 ※２ 410 3.8 467 3.5

   当期総製造費用  10,840 100.0 13,403 100.0

   仕掛品期首棚卸高  7 1 

   合計  10,848 13,405 

   仕掛品期末棚卸高  1 0 

   当期売上原価  10,846 13,404 

    

 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．原価計算の方法 

  個別原価計算を実施しております。ただし、社内デ

ザイン工程については、制作形態は個々の注文により

多種多様であり、作業内容も複雑であるため、制度と

しての原価計算を実施しておりません。 

※２．経費の主な内訳は、次のとおりであります。 

  消耗品費              76百万円 

  地代家賃              75百万円 

  減価償却費             67百万円 

１．原価計算の方法 

同左 

 

 

 

※２．経費の主な内訳は、次のとおりであります。 

  消耗品費              75百万円 

  地代家賃              95百万円 

  減価償却費             54百万円 
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利益処分計算書及び株主資本等変動計算書 

 

【利益処分計算書】 

  
前事業年度 

（株主総会承認日 
平成18年６月29日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 

Ⅰ 当期未処分利益   1,681 

Ⅱ 利益処分額    

配当金  221 221 

Ⅲ 次期繰越利益   1,460 

    

 

 

【株主資本等変動計算書】 

  当事業年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

 

株主資本 評価・換算差額等

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 繰越利益

剰余金

利益剰余
金合計 

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 

純資産合
計 

平成18年３月31日 残高
（百万円） 

751 1,063 1,063 1,681 1,681 3,495 － － 3,495

事業年度中の変動額    

 剰余金の配当  △553 △553 △553  △553

当期純利益  1,367 1,367 1,367  1,367

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
（純額） 

  3 3 3

事業年度中の変動額合計 
（百万円） 

 813 813 813 3 3 817

平成19年３月31日 残高 
（百万円） 

751 1,063 1,063 2,494 2,494 4,309 3 3 4,312
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重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1)子会社株式及び関連会社株式 

  …移動平均法による原価法 

(2)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 

(1)子会社株式 

…移動平均法による原価法 

(2)その他有価証券 

時価のあるもの 

…決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部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） 

  時価のないもの 

…移動平均法による原価法 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

仕掛品 

…個別法による原価法 

材 料 

 … 終仕入原価法 

仕掛品 

同左 

材 料 

同左 

３．固定資産の減価償却の方

法 

(1)有形固定資産 

 …定率法 

  また、耐用年数は以下のとおりであ

ります。 

  車 両       ２～６年 

  器具及び備品    ４～20年 

(2)無形固定資産 

 …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

づく定額法 

(1)有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

(2)無形固定資産 

同左 

４．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、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 

５．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

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 
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会計処理方法の変更 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19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） 

当事業年度より、｢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、4,312百万円で

あります。 

 

表示方法の変更 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（損益計算書） 

 前期まで営業外費用の「その他」に含めて表示してお

りました「原状回復費用」は、営業外費用の総額の100分

の10を超えたため区分掲記しました。なお、前期におけ

る「原状回復費用」の金額は4百万円であります。 

＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿＿＿＿ （損益計算書） 

 前期まで営業外収益に区分掲記しておりました「雇用

助成金収入」（当期0百万円）は、営業外収益の総額の

100分の10以下となったため、営業外収益の「その他」に

含めて表示しております。 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成18年３月31日） 

当事業年度 
（平成19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） 6百万円

担保付債務 

買掛金 1百万円
 

※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 4百万円
 

※２．授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数 普通株式 357,000株

発行済株式総数 普通株式 110,730株
 

＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿＿＿＿ ３．偶発債務 

次の関係会社について、金融機関等からの借入に

対し債務保証を行っております。 

㈱ランドサポート 369百万円

合計 369百万円
 

＿＿＿＿＿＿＿＿ ※４．期末日満期手形 

期末日満期手形の会計処理については、当期の末

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。期末満期手形の金額は、次

のとおりであります。 

    受取手形            112百万円 

 

（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

＿＿＿＿＿＿＿＿ ※１．固定資産売却益の内訳 

車両            0百万円 

※２．固定資産除却損の内訳は次のとおりでありま

す。 

建物 0百万円 

車両 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 
 

※２．固定資産除却損の内訳は次のとおりでありま

す。 

建物 2百万円 

車両 2百万円 

器具及び備品 4百万円 

ソフトウェア 0百万円 

計 9百万円 
 

＿＿＿＿＿＿＿＿ ※３．固定資産売却損の内訳 

車両            0百万円 

 

（株主資本等変動計算書関係） 

当事業年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

     自己株式の種類及び株式数に関する事項 

      該当事項はありません。 
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（リース取引関係） 

前事業年度（自平成17年度４月１日 至平成18年３月31日）及び当事業年度（自平成18年度４月１日 至平成

19年３月31日）いずれにおいてもリース取引関係の該当事項はありません。 

 

（有価証券関係） 

前事業年度（平成18年３月31日現在）及び当事業年度（平成19年３月31日現在）における子会社株式及び関連

会社株式で時価のあるものはありません。 

 

（税効果会計関係） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19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 

繰延税金資産  

 貸倒引当金 3百万円

 未払事業税 41百万円

 一括償却資産 10百万円

 投資有価証券 12百万円

 その他 2百万円

繰延税金資産の合計 69百万円

繰延税金資産の純額 69百万円
 

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  

 貸倒引当金 3百万円

 未払事業税 47百万円

 一括償却資産 4百万円

 投資有価証券 12百万円

 その他 1百万円

繰延税金資産の合計 69百万円

繰延税金負債 

 その他有価証券評価差額金 2百万円

繰延税金負債の合計 2百万円

繰延税金資産の純額 66百万円
 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

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

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 

 

同 左 

 

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５％以下のため注

記を省略しております。 

 

 



－  － 
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（１株当たり情報） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 
１株当たり純資産額 31,571.06円 

１株当たり当期純利益 10,011.48円 
  

 
１株当たり純資産額 38,949.72円 

１株当たり当期純利益 12,349.85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。 

同 左 

（注） １株当たり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。 

 
前事業年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当期純利益（百万円） 1,108  1,367  

普通株主に帰属しない金額（百万円） －  －  

普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,108  1,367  

期中平均株式数（株） 110,730  110,730  

 

（重要な後発事象） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19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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６.その他 
 

（1）役員の異動 

役員の異動については開示内容が定まり次第、別途開示いたします。 

 

（2）生産、受注及び販売の状況 

(1)生産実績 

当連結会計年度の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

事業の種類別セグメント 金額（百万円） 前年同期比（％） 

広告事業（販促物） 1,306 － 

合計 1,306 － 

 （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。 

３．当連結会計年度より、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)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 

    当連結会計年度の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

事業の種類別セグメント 金額（百万円） 前年同期比（％） 

広告事業   

折込広告 12,133 － 

販促物 4,436 － 

媒体 828 － 

その他 742 － 

広告事業計 18,141 － 

中古遊技機売買仲介事業 1,134 － 

その他事業 30 － 

合計 19,306 － 

（注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

２．当連結会計年度より、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。 

 


