
平成20年３月期 中間決算短信

株式会社セタ 上場取引所 ＪQ
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(役職名) 代表取締役社長 (氏名) 平林　久和
(役職名) 経営企画室長 (氏名) 岩楯　敏 ＴＥＬ（03）3599－2520

半期報告書提出予定日 平成19年12月20日

(百万円未満切捨て）

１．平成19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）
(1) 連結経営成績 (％表示は対前年中間期増減率）

売　上　高 営業利益 経常利益 中間(当期)純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期

18年９月中間期

19年３月期

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

円 銭 円 銭

19年９月中間期

18年９月中間期

19年３月期
(参考)持分法投資損益 19年９月中間期 －百万円  18年９月中間期 －百万円  19年３月期 －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
百万円 百万円 ％ 円 銭

19年９月中間期

18年９月中間期

19年３月期

(参考)自己資本 19年９月中間期 555百万円 　18年９月中間期1,545百万円　 19年３月期1,024百万円

(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

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

19年９月中間期

18年９月中間期

19年３月期

２．配当の状況

(基準日)
円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期

20年３月期

20年３月期(予想)

３．平成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）

－ －

中間期末 期末 年間

－

0
0

0

0

△456 310

0 0 0

１株当たり配当金

平成19年11月26日

　業績予想につきましては、平成19年10月25日付で発表したとおり、親会社による完全子会社化が計画さ
れており、当社の今後の組織、販売体制及びアルゼグループ内での役割・位置付けについて現在親会社と
協議を行っており、確定次第ご報告いたします。
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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） 無

　　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、15ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」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 19年９月中間期 13,190,450株　18年９月中間期 13,190,450株
      （自己株式を含む） 19年３月期     13,190,450株
　　②期末自己株式数 19年９月中間期 　 　6,070株　18年９月中間期    　5,570株

19年３月期        　5,570株

(参考)個別業績の概要
１．平成19年９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）
(1) 個別経営成績 (％表示は対前年中間期増減率）

売　上　高 営業利益 経常利益 中間(当期)純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期

18年９月中間期

19年３月期

１株当たり中間
(当期)純利益

円 銭

19年９月中間期

18年９月中間期

19年３月期

(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
百万円 百万円 ％ 円 銭

19年９月中間期

18年９月中間期

19年３月期

(参考)自己資本 19年９月中間期　548百万円 　18年９月中間期1,545百万円　 19年３月期1,020百万円

２．平成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）

　業績予想につきましては、平成19年10月25日付で発表したとおり、親会社による完全子会社化が計画
されており、当社の今後の組織、販売体制及びアルゼグループ内での役割・位置付けについて現在親会
社と協議を行っており、確定次第ご報告いたします。

117 195,122 1,545 30.2
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4,168 － 324

28.5 77

294 － △14 －
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(2) 中間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（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に記載されるもの）

　　(注)１株当たり中間(当期)純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、27ページ「１株
　　　　当たり情報」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 

周辺機器販売事業においては、パチスロ遊技機の規制改定に伴い、パチスロ遊技機からパチ

ンコ遊技機への入れ替えによるパチンコ周辺機器の需要増加を相当数見込んでおりました。し

かしながら、各パチンコ・パチスロ店舗においては、規制改定によるパチスロ４号機からパチ

スロ５号機への入れ替えのための遊技機購入費に多額の設備投資がなされたため、周辺機器の

入れ替えを行う資金的余裕がなくなったことにより周辺機器に対する設備投資が鈍化致しま

した。このような事業環境のもと、当社は主力商品である高額紙幣利用可能なパチンコ・パチスロ機

向け多機能型セタＩＣカードシステムの拡販に務め、当中間決算期９月末時点の当社システムの加盟

店舗数は、競合他社がほとんど減少するなか、前期末時点の２４８店舗から２７５店舗へと２７店舗増

加いたしました。 

一方、パチンコ・パチスロ業界において集客の低下等の理由により、大型パチンコ・パチス

ロ店舗の倒産が相次ぎ、平成 19 年６月以降、金融機関なかんずく、パチンコ・パチスロ遊技

機のファイナンスリースを行っている大手リース会社が周辺機器を含む遊技機市場に対し資

金の供給を一時停止するに至りました。当社に対しても大手リース会社は、当社の主力商品で

あるパチンコ・パチスロ遊技機の周辺機器のレンタル機につき、これを買い上げ再度当社にリ

ースするというレンタルリースバック方式（※）による商品の買い上げを、唐突に停止するに

至りました。当社は、６月より別大手リース会社との同様のリースバック方式による周辺機器

販売事業を展開できるよう交渉してまいりましたが、当社の平成 19 年３月期決算の修正等の

影響もあり、現段階では契約締結までには至っておりません。その結果、リース会社への販売

代金を売上として計上することができなくなり、当初売上見込額が 782 百万円減少し、営業利

益で 341 百万円減少致しました。なお、上記レンタル機についてのパチンコ・パチスロ店舗か

らのレンタル料につきましては、各月ごとの売上として計上しているものの、リース会社への

一括売上として計上しえなくなった結果、当初見込み額を大きく下回る結果となりました。 

なお、上記レンタル機についてのパチンコ・パチスロ店舗からのレンタル料につきましては、各月ご

との売上として計上しているものの、リース会社への一括売上として計上しえなくなった結果、遊技機

関連事業の売上高は５８８百万円（対前年同期比△６６．９％）となり、当社当初の見込み額を大きく下

回る結果となりました。 

スロパチンコ総販売元代理店事業においては、当社は、スロパチンコが、パチンコ遊技機で

ありながらパチスロの要素を取り入れた画期的な新型パチンコ遊技機であり、パチスロ遊技機

の規制改定による射幸性の抑制によりパチスロユーザーをパチンコユーザーへと誘導するこ

とを意図しておりました。 

しかしながら、ホール店舗においてパチスロ５号機への入れ替えが当社の予想よりも進まず、

７月のスロパチンコ販売開始時においては規制改定以前の射幸性の高いパチスロ遊技機が市

場に存在していたため、パチスロユーザーの取り込みという当初の意図を達成できず、、売上
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目標としていた 4,500 百万円を大きく下回り、237 百万円の売上にとどまる結果となりました。 

この原因としては、スロパチンコが、パチスロとパチンコを融合した新タイプの遊技機であり、パチス

ロユーザーのパチンコ遊技への誘導を意図したものでありましたが、現実には、一部のパチンコユー

ザーに受け入れられたものの、パチスロユーザーの取り込みという当初の意図は達成されなかったた

めです。 

この結果、パチンコ販売事業と従来のゲーム機器販売事業を併せた「その他の事業」の売上高は

２６０百万円となりました。 

通信関連事業におきましては、当中間期はパチンコ・パチスロ機向けＩＣカードシステム第三者管

理料及び将棋の通信対局がメインとなり、売上高は７６百万円（対前年同期比△94.1％）となりまし

た。 

（※リースバック方式・・・当社が顧客に対してレンタルをした当社製品をリース会社へ売却す

ることにより当社は製品売却により一括で売上を計上致します。当該製品を当社がリース会社

より再リースを受け、当社は、当該製品のリース会社に対するリース料を当該製品をレンタル

した顧客からのレンタル料により支払います。リースバック方式による会計処理は、製品レン

タルを行った場合に、レンタル期間中の月額レンタル料を毎月売上として計上するのではなく、

リース会社への売却代金として一括して売上計上することになります。） 

 

特別利益として、貸倒引当金戻入１０百万円を計上するとともに、特別損失として、たな卸資産評価

損５４百万円を計上致しました。 

これらの結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高９２５百万円（対前年同期比△71.0％）となり、

経常損失４０６６百区万円（対前年同期経常利益 594 百万円）、中間純損失４67 百万円（対前年同期

純利益 513 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、５８８百万円（対前年同期比△68.1％）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。 

   これによる営業損失は、２２４百万円（前年同期営業利益 225 百万円）となりました。 

  ［通信関連事業］ 

   当部門の売上高は、２２１百万円（対前年同期比△83.0％）となりました。 

   主なものは、パチンコ・パチスロ向け多機能ＩＣカードシステム第三書管理料及び将棋通信対局ネ

ットワーク使用料であります。 

   これによる営業利益は、１７百万円（前年同期比△96.8％）となりました。 

  ［その他の事業］ 

   当部門の売上高は、２６０百万円となりました。 

   主なものは、当中間期より取り組みを始めましたパチンコ機（通称スロパチンコ）及び従来よりゲー
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ム関連事業として区分しておりました各種ゲーム機器の開発販売であります。 

   これによる営業利益は、１０百万円となりました。 

 

（当期の見通し） 

    当期の見通しにつきましては、平成１９年１０月２５日付で発表致しましたとおり、親会社による完

全子会化が計画されており、当社の今後の組織、販売体制、及びアルゼグループ内での当社での

役割・位置付けについて現在親会社と協議を行っており、確定次第発表する予定であります。 

 

 (２) 財政状態に関する分析 

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、1,011 百万円となり 

ました。 

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

   営業活動の結果得られた資金は、1,474 百万円となりました。 

  収入の主な内訳は、売上債権の減少額 404 百万円、たな卸資産の減少額 536 百万円、仕入債の 

減少額 192 百万円、預り保証金の増加額 704 百万円,税金等調整前中間純損失 442 百万円,その 

他流動負債の増加額 228 百万円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

   投資活動の結果使用した資金は、478 百万円となりました。 

主な支払は、有形固定資産の取得による支出 478 百万円となりました。 

（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、295 百万円であります。 

主な支出は、短期借入金返済額 195 百万円,長期借入金返済額 50 百万円、社債の償還額 50 百万

円であります。 

 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

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。 

 

 

２．企業集団の状況 

 最近の有価証券報告書（平成１９年６月２７日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係

会社の状況」から重要な変更がないため開示を省略します。 

 

３．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針、（２）目標とする経営指標、（３）中長期的な経営戦略、（４）会社の対処す
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べき課題 

 平成１９年３月期決算短信（平成 19 年５月２５日）により開示を行った内容から重要な変更がないため

開示を省略します。 

 当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

  （当社ホームページ） 

   http://www.seta.co.jp 

  （ジャスダック証券取引所ホームページ（「JDS」検索ページ）） 

   http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/ 
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４　中間連結財務諸表等
 （1）中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
(平成19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
(％)

増減
(千円)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部）

Ⅰ　流動資産

　１　現金及び預金 298,044 1,011,080 310,581

　２　受取手形及び
　　　売掛金

※２ 2,412,499 384,080 793,457

　３　たな卸資産 1,588,898 997,391 1,541,873

　４　その他 89,662 139,251 65,803

　　　貸倒引当金 △23,418 △29,266 △6,661

　　流動資産合計 4,365,688 84.6 2,502,537 64.0 △1,863,151 2,705,054 74.7

Ⅱ　固定資産

　１　有形固定資産

 　 (1) 建物及び
　　　　構築物

143,965 144,465 144,465

　　　　減価償却
　　　　累計額

99,614 44,351 103,265 41,200 101,512 42,953

    (2) 工具器具
        及び備品

359,151 326,476 323,510

　　　　減価償却
　　　　累計額

315,935 43,215 300,619 25,856 296,383 27,126

    (3) 貸与機器 83,798 558,792 83,798

　　　　減価償却
　　　　累計額

20,090 63,707 70,313 488,478 34,582 49,215

    (4) 土地 118,433 118,433 118,433

　　　有形固定資産
　　　合計

269,708 5.2 673,968 17.2 404,260 237,729 6.6

　２　無形固定資産

  　(1) のれん 8,235 － －

  　(2) ソフトウェア 13,946 7,229 9,565

  　(3) その他 2,693 2,693 2,693

　　　無形固定資産
　　　合計

24,874 0.5 9,922 0.3 △14,952 12,258 0.3

　３　投資その他の
      資産

  　(1) 投資有価証券 6,921 4,998 6,072

  　(2) 延滞債権 ※１ 86,055 88,064 83,555

  　(3) 差入保証金 482,267 709,981 650,638

  　(4) その他 5,051 5,051 5,051

  　　　貸倒引当金 △86,055 △88,064 △83,555

　　　投資その他の
　　　資産合計

494,240 9.6 720,031 18.4 225,791 661,762 18.3

　　固定資産合計 788,822 15.3 1,403,922 35.9 615,100 911,749 25.2

Ⅲ　繰延資産

　１　新株発行費 3,106 1,035 2,071

　２　社債発行費 3,200 1,066 2,133

　　繰延資産合計 6,306 0.1 2,102 0.1 △4,204 4,204 0.1

　　資産合計 5,160,815 100.0 3,908,561 100.0 △1,252,254 3,621,008 100.0
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前中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
(平成19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
(％)

増減
(千円)

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

893,417 713,554 521,017

　２　一年以内償還
      予定社債

100,000 100,000 100,000

  ３　短期借入金 1,715,100 899,900 1,095,300

　４　一年内返済予定
　　　長期借入金

100,000 100,000 100,000

　５　未払金 28,878 32,926 35,656

　６　未払法人税等 20,620 14,817 25,430

　７　賞与引当金 28,250 30,442 26,200

　８　その他 178,332 363,190 199,394

　　流動負債合計 3,064,600 59.4 2,254,830 57.7 △809,770 2,102,997 58.1

Ⅱ　固定負債

　１　社債 300,000 200,000 250,000

　２　長期借入金 125,000 25,000 75,000

　３　繰延税金負債 2,404 1,622 2,059

　４　預り保証金 123,400 871,200 166,700

　　固定負債合計 550,804 10.6 1,097,822 28.1 547,018 493,759 13.6

　　負債合計 3,615,404 70.0 3,352,653 85.8 △262,751 2,596,757 71.7

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 2,495,050 48.4 2,495,050 63.8 － 2,495,050 68.9

　２　資本剰余金 2,822,280 54.7 2,822,280 72.2 － 2,822,280 77.9

　３　利益剰余金 △3,771,752 △73.1 △4,759,997 △121.8 △988,245 △4,292,408 △118.5

　４　自己株式 △3,671 △0.1 △3,788 △0.1 △117 △3,671 △0.1

　　株主資本合計 1,541,906 29.9 553,544 14.1 △988,362 1,021,249 28.2

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 2,364 0.1 △1,140 3,001 0.1

　　評価・換算差額等
　　合計

3,504 0.1 2,364 0.1 △1,140 3,001 0.1

　　純資産合計 1,545,411 30.0 555,908 14.2 △989,503 1,024,251 28.3

　　負債純資産合計 5,160,815 100.0 3,908,561 100.0 △1,252,254 3,621,008 100.0
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 （2）中間連結損益計算書

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

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
  至 平成19年９月30日)

対前中間
期比

区分
注記
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

増減
(千円)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高 3,190,070 100.0 925,983 100.0 △2,264,087 4,312,342 100.0

Ⅱ　売上原価 1,989,274 62.4 830,331 89.7 △1,158,943 2,892,804 67.1

　　　売上総利益 1,200,795 37.6 95,652 10.3 △1,105,143 1,419,538 32.9

Ⅲ　販売費及び
　　一般管理費

※１ 591,148 18.5 489,591 52.8 △101,557 1,064,912 24.7

　　　営業利益又は
　　　営業損失(△)

609,647 19.1 △393,939 △42.5 △1,003,586 354,626 8.2

Ⅳ　営業外収益

　１　受取利息 597 25 613

　２　受取配当金 49 64 49

　３　賃貸料収入 3,420 3,420 6,840

　４　その他 1,313 5,379 0.2 677 4,187 0.5 △1,192 2,388 9,890 0.2

Ⅴ　営業外費用

　１　支払利息 17,345 13,931 32,912

　２　その他 3,111 20,457 0.7 2,391 16,323 1.8 △4,134 5,591 38,503 0.9

　　　経常利益又は
　　　経常損失(△)

594,569 18.6 △406,074 △43.8 △1,000,643 326,013 7.5

Ⅵ　特別利益

　１　貸倒引当金
　　　戻入額

10,330 10,330 0.3 － － － △10,330 12,905 12,905 0.3

Ⅶ　特別損失

　１　固定資産除却損 ※２ － － 295

  ２　たな卸資産
　　　廃棄損

－ － 10,551

　３　たな卸資産
　　　評価損

31,830 54,311 290,411

　４　事務所移転費 － － 17,862

　５　債権償却損 52,652 84,482 2.6 － 54,311 5.9 △30,171 14,116 333,237 7.7

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

520,416 16.3 △460,386 △49.7 △980,802 5,680 0.1

　　　法人税、住民税
　　　及び事業税

6,733 0.2 7,201 0.8 468 12,653 0.3

　　　中間純利益又は
　　　中間(当期)純損
　　　失(△)

513,683 16.1 △467,588 △50.5 △981,271 △6,972 △0.2

前連結会計年度の
要約連結損益計算書
(自 平成18年４月１日
  至 平成19年３月31日)
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 （3）中間連結株主資本等変動計算書
　　　　 前中間連結会計期間（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 513,683 513,683 513,683

　自己株式の取得 △411 △411 △411

　株主資本以外の項目
　の中間連結会計期間
　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)

－ － 513,683 △411 513,272 △701 △701 512,570

平成18年９月30日残高
（千円）

2,495,050 2,822,280 △3,771,752 △3,671 1,541,906 3,504 3,504 1,545,411

　　　　 当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19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19年３月31日残高
（千円）

2,495,050 2,822,280 △4,292,408 △3,671 1,021,249 3,001 3,001 1,024,251

中間連結会計期間中の
変動額

　中間純損失 △467,588 △467,588 △467,588

　自己株式の取得 △117 △117 △117

　株主資本以外の項目
　の中間連結会計期間
　変動額（純額）

△636 △636 △636

中間連結会計期間中の
変動額合計(千円)

－ － △467,588 △117 △467,705 △636 △636 △468,342

平成19年９月30日残高
（千円）

2,495,050 2,822,280 △4,759,997 △3,788 553,544 2,364 2,364 555,908

純資産
合計

純資産
合計
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　　　　 前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（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

連結会計年度中の
変動額

　当期純損失 △6,972 △6,972 △6,972

　自己株式の取得 △411 △411 △411

　株主資本以外の項目
　の連結会計年度変動
　額（純額）

△1,204 △1,204 △1,204

連結会計年度中の
変動額合計(千円)

－ － △6,972 △411 △7,384 △1,204 △1,204 △8,588

平成19年３月31日
残高（千円）

2,495,050 2,822,280 △4,292,408 △3,671 1,021,249 3,001 3,001 1,024,251

純資産
合計
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 （4）中間連結キャッシュ・フロー計算書

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

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
  至 平成19年９月30日)

対前中間期比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書
(自 平成18年４月１日
  至 平成19年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円)
増減
(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(当期)
　　　純利益又は税金等調整前
　　　中間純損失(△)

520,416 △460,386 5,680

　　　減価償却費 51,852 44,156 81,201

　　　のれん償却額 16,290 － 24,525

　　　新株発行費償却 1,035 1,035 2,071

　　　社債発行費償却 1,066 1,066 2,133

　　　貸倒引当金の増減額 △5,222 27,114 △24,480

　　　賞与引当金の増加額 14,235 4,242 12,185

　　　受取利息及び受取配当金 △646 △90 △662

　　　支払利息 17,345 13,931 32,912

　　　為替差損益 △54 23 △85

　　　有形固定資産除却損 － － 295

　　　債権償却損 52,652 － 52,652

　　　前渡金の増減額 △337 － 28,307

　　　売上債権の増減額 △1,358,568 404,867 △187,026

　　　たな卸資産の減少額 437,560 544,481 484,586

　　　差入保証金の増加額 △431,327 △59,155 △618,502

　　　仕入債務の増減額 147,362 192,537 △225,037

　　　未払金の減少額 △27,650 △2,729 △20,872

　　　未払消費税等の増減額 84,721 △73,958 74,637

　　　未収消費税等の増減額 70,602 △69,952 70,602

　　　預り保証金の増加額 － 704,500 －

　　　その他流動資産の増減額 11,270 △4,533 4,096

　　　その他固定資産の減少額 198,411 134 198,411

　　　その他流動負債の増加額 112,954 228,494 194,139

　　　　小計 △86,028 1,495,779 1,581,807 191,770

　　　利息及び配当金の受取額 646 90 662

　　　利息の支払額 △18,697 △12,906 △31,248

　　　法人税等の支払額 △9,578 △8,541 △15,058

　　　営業活動による
　　　キャッシュ・フロー

△113,659 1,474,421 1,588,080 146,126
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前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
  至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
  至 平成19年９月30日)

対前中間期比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書
(自 平成18年４月１日
  至 平成19年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円)
増減
(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

△25,152 △478,193 △25,934

　　　有形固定資産の売却に
　　　よる収入

58,805 － 64,662

　　　無形固定資産の取得に
　　　よる支出

△5,823 － △5,823

　　　無形固定資産の売却に
　　　よる収入

－ － 1,640

　　　保証金の差入による支出 △4,786 △1,032 △4,786

　　　保証金の返還による収入 2,145 845 17,950

　　　投資活動による
　　　キャッシュ・フロー

25,188 △478,381 △503,569 47,709

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 1,100,000 － 1,780,000

　　　短期借入金の返済による
　　　支出

△1,184,900 △195,400 △2,034,700

　　　長期借入金の返済による
　　　支出

△51,500 △50,000 △101,500

　　　社債の償還による支出 △50,000 △50,000 △100,000

　　　自己株式の取得
　　　による支出

△411 △117 △411

　　　財務活動による
　　　キャッシュ・フロー

△186,811 △295,517 △108,706 △456,611

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
　　換算差額

54 △23 △77 85

Ⅴ　現金及び現金同等物
　　の増減額

△275,227 700,498 975,725 △262,690

Ⅵ　現金及び現金同等物
　　の期首残高

573,271 310,581 △262,690 573,271

Ⅶ　現金及び現金同等物の
　　中間期末(期末)残高

298,044 1,011,080 713,036 310,581

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



㈱セタ（４６７０） 平成２０年３月期中間決算短信 

 14

　 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
(自 平成18年４月１日
  至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
  至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
  至 平成19年３月31日)

　当社は当中間連結会計期間におい 　当社は当中間連結会計期間におい

て、 609百万円の営業利益を計上い て、売上高の著しい減少（対前年同

たしましたが、営業キャッシュ・フ 期比△2,264百万円）となり、営業

ローにおいては、マイナス 113百万 損失393万円、経常損失406百万円、

円と前連結会計年度より大幅に改善 中間純損失467百万円と大幅な赤字を

したものの引き続きマイナスとなっ 計上し、継続企業の前提に関する重

ており、継続企業の前提に関する重 要な疑義を抱かせる事象または状況

要な疑義を抱かせる事象または状況 が存在しています。

が存在しています。 　当中間連結会計期間における販売

　当中間連結会計期間における営業 状況は、主力商品であるＩＣカード

状況は、当社の主力商品である、遊 システムの導入店舗数において競合

技ホール向多機能型ICカードシステ 他社がほとんど減少するなか、前事

ム導入の積極的な受注活動の結果、 業年度末の248店舗から当中間期末

当社加盟店舗数も前事業年度末の 275店舗へと順調に推移しておりま

158 店舗から当中間会計期間末で 　す。

217 店舗へと増加し、順調な販売活 　一方、当中間期においては遊技機

動を実施しております。 市場に対する金融機関等の資金支出

　また、通信機器関連事業において の留保から、従来より当社が採用し

も、BaMBoo Linkを企業向けコンピ ておりましたセール・アンド・リー

ューター・インテグレーション・シ スバック方式による一括売上計上が

ステムのプラットフォームシステム できなかったことにより、納品数量

として親会社であるアルゼ株式会社 の増加が売上金額の増加に結びつけ

に納入し、大きく売上・利益の拡大 ることができませんでした。

を図っております。 　また、前連結会計年度について当

　中間連結財務諸表は、継続企業を 社は、売上高の前倒し計上による不

前提として作成しており、このよう 適正な処理が判明したため、平成19

な重要な疑義の影響を中間連結財務 年10月25日付で有価証券報告書の訂

諸表には反映しておりません。 正報告書を提出いたしました。

経営体制の強化や当社支援の一環とし

て親会社であるアルゼ㈱による当社の

完全子会社化を計画し実行中でありま

す。

　中間連結財務諸表は、継続企業を

前提として作成しており、このよう

な重要な疑義の影響を中間連結財務

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

項目
前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
  至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
  至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(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 連結子会社の数       １社 同左 同左

  　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  連結子会社の中 　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日

　　間決算日（決算 は、中間連結決算日と一致して は、連結決算日と一致しており

　　日）等に関する おります。 ます。

　　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 同左 　　    決算日の市場価格等に

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

　    差額は部分純資産直入法 　    は部分純資産直入法によ

　    により処理し、売却原価 　    り処理し、売却原価は移

　    は移動平均法により算 　    動平均法により算定）に

　　  定）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

　 　 工具器具備品 　 　 工具器具備品 　 　 工具器具備品

      及び貸与機器       及び貸与機器       及び貸与機器

　　　　　　　　　  ２～15年 　　　　　　　　　  ２～15年 　　　　　　　　　  ２～15年

（会計方針の変更）

　法人税法の改正（（所得税法

等の一部を改正する法律　平成

19年３月30日　法律第６号）及

び（法人税法施行令の一部を改

正する政令　平成19年３月30　

日政令第８３号））に伴い、平

成19年４月１日以降に取得した

ものについては、改正後の法人

税法に基づく方法に変更してお
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項目
前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
  至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
  至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
  至 平成19年３月31日)

ります。

　なお、この変更に伴う中間連

結会計期間に係わる損益に与え

る影響額は軽微であります。

（追加情報）

　法人税法の改正（（所得税法

等の一部を改正する法律　平成

19年３月30日　法律第６号）及

び（法人税法施行令の一部を改

正する政令　平成19年３月30　

日政令第８３号））に伴い、平

成19年３月31日以前に取得した

ものについては、償却可能限度

額まで償却が終了した翌年から

５年間で均等償却する方法にし

ております。

　なお、この変更に伴う中間連

結会計期間に係わる損益に与え

る影響額は軽微であります。

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。

ハ　長期前払費用 ハ ハ

　 　 定額法によっておりま

　  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。
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項目
前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
  至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
  至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
  至 平成19年３月31日)

 (3) 繰延資産の処 イ　新株発行費 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 同左 同左

　  ります。

ロ  社債発行費 ロ  社債発行費 ロ  社債発行費

      ３年間で均等償却してお 同左 同左

　  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 同左 　    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

    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     負担額を計上しておりま

    ます。 　　す。

 (5) 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。

 (6) 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。
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   中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

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

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
  至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
  至 平成19年３月31日)

（貸借対照表の純資産の部の表示に （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 関する会計基準等）

　当中間連結会計期間から「貸借対 　当連結会計年度から「貸借対照表

照表の純資産の部の表示に関する会 の純資産の部の表示に関する会計基

計基準」（企業会計基準第５号　平 準」（企業会計基準第５号　平成17

成17年12月９日）及び「貸借対照表 年12月９日）及び「貸借対照表の純

の純資産の部の表示に関する会計基 資産の部の表示に関する会計基準等

準等の適用指針」（企業会計基準適 の適用指針」（企業会計基準適用指

用指針第８号　平成17年12月９日） 針第８号　平成17年12月９日）を適

を適用しております。 しております。

　従来の「資本の部」の合計に相当 　従来の「資本の部」の合計に相当

する金額は 1,545,411千円でありま する金額は1,024,251千円でありま

す。 す。

　なお、中間連結財務諸表規則の改 　なお､連結財務諸表規則の改正に

正により、当中間連結会計期間にお より、当連結会計年度における連結

ける中間連結財務諸表は改正後の中 貸借対照表の純資産の部は改正後の

間連結財務諸表規則により作成して 連結財務諸表規則により作成してお

おります。 ります。

　 表示方法の変更

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

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
  至 平成19年９月30日)

（中間連結貸借対照表） （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」として表示して 　前中間連結会計期間に、「その他流動負債の増加額」

おりましたが、中間連結財務諸表規則の改正に伴い、当 に含めて表示していた「預り保証金の増加額」（前中間

中間連結会計期間より「のれん」として表示しておりま 連結会計期間48,900千円）は、当中間連結会計期間にお

す。 いて金額的な重要性が増したため、区分掲記しておりま

す。

（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
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度
(平成19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、財務諸表等規則               同左               同左

　　  第32条第１項第10号に規定す

　    る債権であります。

※２　中間連結会計期間末日満期手 ※２　中間連結会計期間末日満期手 ※４　連結会計年度末日満期手形

　　　形 　　　形

　　  中間連結会計期間末日満期手 　　  中間連結会計期間末日満期手 　　  連結会計年度末日満期手形の

　　  形の会計処理は、手形交換日 　　  形の会計処理は、手形交換日 　　  会計処理は、手形交換日をも

　　　をもって決済処理しておりま 　　　をもって決済処理しておりま 　　　って決済処理しております。

　　　す。 　　　す。 　　　なお、当連結会計年度末日が

　　　なお、当中間連結会計期間末 　　　なお、当中間連結会計期間末 　　　金融機関の休日であったため

　　　日が金融機関の休日であった 　　　日が金融機関の休日であった 　　　次の連結会計年度末日満期手

　　　ため、次の中間連結会計期間 　　　ため、次の中間連結会計期間 　　　形が連結会計年度末残高に含

　　　末日満期手形が、中間連結会 　　　末日満期手形が、中間連結会 　　　まれております。

　　　計期間末残高に含まれており 　　　計期間末残高に含まれており 　　　　受取手形 24,485 千円

　　　ます。 　　　ます。 　　　　支払手形 5,764

　　　　受取手形 5,921 千円 　　　　受取手形 25,903 千円

　３　偶発債務 　３　偶発債務 　３　偶発債務

　　　当社が一部周辺機器の開発製       平成17年７月29日付で、当社               同左

　　  造を委託していた東和メック 　　  が一部周辺機器の製造開発を

      ス㈱より、平成17年７月29日 　　  委託していた東和メックス㈱

　　  付で東京地方裁判所において､ 　　  (本店所在地　東京都文京区)

      代金等支払請求訴訟（請求額 　　  から代金等支払請求訴訟の提

　　  29,610千円）が提起されてお 　　  起を受けました。これは当社

　　  ります。 　　  が開発委託したパチンコ景品

　　　これに対して当社は平成18年 　　  管理ＰＯＳに関連し、①仕様

　　  １月25日付で、支払い済み委 　　  変更及び機能追加に伴う追加

      託料返還請求訴訟（訴額 　　  代金 9,135千円が支払われて

　　  67,011千円）を反訴提起して 　　  いない、②製造した量産品の

      おり、現在係争中であります｡ 　　  受取を当社が不当に拒絶し、

　　  製品代金20,475千円が支払わ

　　  れていないとして当社に対し

　　  て合計29,610千円の支払いを

　　  求めてきたものであります。

　　　これに対して当社は、平成18

　　  年１月25日付にて、支払済の

　　  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。

　　　当社は、裁判で当社の正当性

　　  を主張し争っていく方針であ

　　  ります。

　４　受取手形割引高 　４　受取手形割引高 　４　受取手形割引高

59,988 千円 12,245 千円 49,620 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
(自 平成18年４月１日
  至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
  至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(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で 　　な費目及び金額は次のとおりで 　　な費目及び金額は次のとおりで

　　あります。 　　あります。 　　あります。

     研究開発費 23,889 千円      研究開発費 4,199 千円      研究開発費 28,267 千円

     役員報酬 35,086      役員報酬 33,284      役員報酬 67,273

     給料手当 162,662      給料手当 148,793      給料手当 302,027

     賞与引当金      賞与引当金      賞与引当金

     繰入額      繰入額      繰入額

     賃借料 43,995      賃借料 42,856      賃借料 86,477

     広告宣伝費 3,305      広告宣伝費 3,301      広告宣伝費 5,170

     支払手数料 46,130      支払手数料 34,149      支払手数料 94,561

     減価償却費 6,586      減価償却費 4,382      減価償却費 11,582

　　 のれん償却額 16,290      旅費交通費 39,286 　　 のれん償却額 24,525

     旅費交通費 56,759 　　 貸倒引当金      旅費交通費 102,294

　　 貸倒引当金 　　 繰入額 　　 貸倒引当金

　　 繰入額 　　 繰入額

※２ ※２ ※２　固定資産除却損の内訳は次の

　　とおりであります。

　　　工具器具備品 295 千円
　

5,786

26,200

5,107

28,250

27,114

30,442
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　　(中間連結株主資本等変動計算書関係）
　　　　前中間連結会計期間（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

発行済株式

　普通株式 － 13,190,450

合計 － 13,190,450

自己株式

　普通株式（注） 1,500 5,570

合計 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（自　平成19年４月１日　至　平成19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

発行済株式

　普通株式 － 13,190,450

合計 － 13,190,450

自己株式

　普通株式（注） 500 6,070

合計 500 6,070

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加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
末株式数（株）

前連結会計年度
末株式数（株）

13,190,450

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）

13,190,450

4,070

4,070

－

－

－

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

前連結会計年度
末株式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

5,570 －

13,190,450 －

13,190,450 －

5,570 －
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　　　　前連結会計年度（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並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

発行済株式

　普通株式 － 13,190,450

合計 － 13,190,450

自己株式

　普通株式（注） 1,500 5,570

合計 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。

当連結会計年度
末株式数（株）

前連結会計年度
末株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

13,190,450

当連結会計年度
増加株式数（株）

－

－

－

13,190,450

4,070

4,070

－

 

　　(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
  至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
  至 平成19年３月31日)

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

高と中間連結貸借対照表に掲記され 高と中間連結貸借対照表に掲記され 連結貸借対照表に掲記されている科

ている科目の金額との関係 ている科目の金額との関係 目の金額との関係

　現金及び
　預金勘定

千円 　現金及び
　預金勘定

千円 　現金及び
　預金勘定

千円

　現金及び
　現金同等物

千円 　現金及び
　現金同等物

千円 　現金及び
　現金同等物

千円

　　(リース取引関係）
　　　中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略しております。

1,011,080 310,581

310,581298,044

298,044

1,011,080
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　　(有価証券関係）
　　　　前中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

　　　１　その他有価証券で時価のあるもの

 (1) 株式 1,012 5,908

 (2) 債券

       国債・地方債等 － － －

       社債 － － －

       その他 － － －

 (3) その他 － － －

合計 1,012 5,908

　　　２　時価評価されていない主な有価証券

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

　　　　当中間連結会計期間末（平成19年９月30日）

　　　１　その他有価証券で時価のあるもの

 (1) 株式 1,012 3,986

 (2) 債券

       国債・地方債等 － － －

       社債 － － －

       その他 － － －

 (3) その他 － － －

合計 1,012 3,986

　　　２　時価評価されていない主な有価証券

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

差額(千円)

差額(千円)取得原価(千円)
中間連結貸借対照表
計上額(千円)

6,921

6,921

0

0

4,998

4,998

取得原価(千円)
中間連結貸借対照表
計上額(千円)
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　　　　前連結会計年度末（平成19年３月31日）

　　　１　その他有価証券で時価のあるもの

 (1) 株式 1,012 5,060

 (2) 債券

       国債・地方債等 － － －

       社債 － － －

       その他 － － －

 (3) その他 － － －

合計 1,012 5,060

　　　２　時価評価されていない主な有価証券

連結貸借対照表計上額(千円)

 その他有価証券

　 非上場株式

　  (デリバティブ取引関係)
　　　　前中間連結会計期間末（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。

　　　　当中間連結会計期間末（平成19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。

　　　　前連結会計年度末（平成19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)
　　　　前中間連結会計期間（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。

　　　　当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日  至　平成19年９月30日）

　　　　　該当事項はありません。

　　　　前連結会計年度（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。

    (企業結合等関係)
　　　　当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日  至　平成19年９月30日）
　　　　　該当事項はありません。

差額(千円)

6,072

6,072

0

取得原価(千円)
連結貸借対照表
計上額(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18年４月１日   至　平成18年９月30日）

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)

連結
(千円)

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

1,854,969 102,157 1,308,814 3,265,941 (75,870) 3,190,070

　営業費用 1,629,787 96,784 764,402 2,490,974 89,449 2,580,423

(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165,319千円であり、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19年４月１日   至　平成19年９月30日）

遊技機
関連事業
（千円）

通信関連
事業

（千円）

その他の
事業

（千円）

計
(千円)

消去
又は全社
(千円)

連結
(千円)

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

588,928 221,908 260,352 1,071,189 (145,205) 925,983

　営業費用 813,620 204,318 250,163 1,268,103 51,819 1,319,922

(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、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、家庭用および業務用

      　 ゲーム関連製品、パチンコ関連製品を取り扱うその他の事業、の３つに区分しております。

　営業利益

1,200 75,870

1,307,614 3,190,070

計

1,780,298 102,157

74,670 －

609,647

(75,870) －

－ 3,190,070

225,181 5,372 544,411 (165,319)774,964

△393,93917,589

(145,205)

10,188 △196,914 (197,025)

－－ 145,205－ 145,205

計

△224,692
　営業利益又は
　営業損失(△)

260,352 925,983 925,983588,928 76,702 － 
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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

      　 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

         その他事業…………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、パチンコ関連製品

 　　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187,912千円であり、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。

 　　４  記載対象セグメントの変更

　　　　 従来の「ゲーム機器関連事業」については、全セグメントの売上高及び営業利益の合計の10％以下であり、

　　　　 重要性がなくなったため、当中間連結会計期間より開始した「パチンコ販売事業」と合わせて「その他の

　　　　 事業」として記載することにいたしました。

　　　　前連結会計年度（自　平成18年４月１日   至　平成19年３月31日）

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)

連結
(千円)

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

2,843,472 161,463 1,496,582 4,501,518 (189,175) 4,312,342

　営業費用 2,700,414 153,982 976,923 3,831,320 126,396 3,957,716

(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、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315,571千円であり、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。

354,6267,481

(189,175)

519,658 670,197 (315,571)

－189,175 189,175－ －

計

143,058　営業利益

1,307,406 4,312,342 4,312,3422,843,472 161,463 － 
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　　(１株当たり情報）

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

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
  至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(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 77.68円　

１株当たり中間純利益又は

中間(当期)純損失(△)

潜在株式調整後１株当たり 潜在株式が存在しないため １株当たり中間純損失を １株当たり中間純損失を

中間(当期)純利益 記載しておりません。 計上しているため記載し 計上しているため記載し

ておりません。 ておりません。

(注) １株当たり中間純利益又は中間(当期)純損失(△) の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

△6,972

－

△6,972

13,185,459

　　(重要な後発事象）

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

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
  至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
  至 平成19年３月31日)

中間純利益又は中間(当期)
純損失(△) （千円）

普通株式に係る中間純利益
又は中間(当期)純損失(△)
（千円）

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
  至 平成19年３月31日)

項目

普通株主に帰属しない金額
（千円）

513,683

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

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
  至 平成19年９月30日)

△467,588

－ －

普通株式の期中平均株式数
（株）

513,683 △467,588

13,186,034 13,184,831

項目

42.16円　117.21円　　　

△0.53円　38.96円　　　 △35.46円　
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５　中間個別財務諸表

 （1）中間貸借対照表

対前中間
期比

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

増減
(千円)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部）

Ⅰ　流動資産

　１　現金及び預金 278,296 969,755 280,934

　２　受取手形 ※４ 92,363 199,165 141,414

　３　売掛金 2,353,969 247,444 693,903

　４　たな卸資産 1,588,898 997,391 1,541,873

　５　その他 ※３ 48,146 81,370 23,500

　　　貸倒引当金 △23,668 △30,069 △6,836

　　流動資産合計 4,338,005 84.7 2,465,058 63.7 △1,872,947 2,674,790 74.7

Ⅱ　固定資産

　１　有形固定資産 ※１

 　 (1) 建物 44,351 41,200 42,953

    (2) 工具器具備品 41,695 24,886 25,941

    (3) 貸与機器 63,707 488,478 49,215

    (4) 土地 118,433 118,433 118,433

　　　有形固定資産
　　　合計

268,187 5.2 672,998 17.4 404,811 236,543 6.6

　２　無形固定資産

 　 (1) のれん 8,235 － －

 　 (2) ソフトウェア 2,302 303 386

    (3) その他 1,333 1,333 1,333

　　　無形固定資産
　　　合計

11,871 0.2 1,637 0.1 △10,234 1,719 0.0

　３　投資その他の
　　　資産

 　 (1) 投資有価証券 6,921 4,998 6,072

    (2) 延滞債権 ※２ 86,055 88,064 83,555

    (3) 差入保証金 482,267 709,981 650,638

    (4) 長期未収入金 34,597 13,839 24,218

    (5) その他 9,251 9,251 9,251

　　　　貸倒引当金 △120,652 △101,903 △107,773

　　　投資その他の
　　　資産合計

498,440 9.7 724,231 18.7 225,791 665,962 18.6

　　固定資産合計 778,498 15.2 1,398,866 36.2 620,368 904,225 25.2

Ⅲ　繰延資産

　１　新株発行費 3,106 1,035 2,071

　２　社債発行費 3,200 1,066 2,133

　　繰延資産合計 6,306 0.1 2,102 0.1 △4,204 4,204 0.1

　　資産合計 5,122,811 100.0 3,866,027 100.0 △1,256,784 3,583,220 100.0

前事業年度の
要約貸借対照表

(平成19年３月31日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前中間会計期間末
(平成18年９月30日)
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対前中間
期比

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

増減
(千円)

金額(千円)
構成比
(％)

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

　１　支払手形 76,758 10,364 60,425

　２　買掛金 816,659 701,914 460,591

　３　一年内償還予定
　　　社債

100,000 100,000 100,000

  ４　短期借入金 1,715,100 899,900 1,095,300

　５　一年内返済予定
　　　長期借入金

100,000 100,000 100,000

　６　未払金 27,624 31,532 34,399

　７　未払法人税等 20,585 13,224 22,601

　８　前受金 765 6,593 883

　９　賞与引当金 28,250 30,442 26,200

　10　その他 ※３ 176,932 356,280 198,729

　　流動負債合計 3,062,676 59.8 2,250,252 58.2 △812,424 2,099,131 58.6

Ⅱ　固定負債

　１　社債 300,000 200,000 250,000

　２　長期借入金 125,000 25,000 75,000

　３　繰延税金負債 2,404 1,622 2,059

　４　預り保証金 － 840,400 136,200

　５　その他 87,600 － －

　　固定負債合計 515,004 10.0 1,067,022 27.6 552,018 463,259 12.9

　　負債合計 3,577,680 69.8 3,317,274 85.8 △260,406 2,562,390 71.5

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 2,495,050 48.7 2,495,050 64.5 0 2,495,050 69.6

　２　資本剰余金

　　　　資本準備金 2,822,280 2,822,280 2,822,280

　　　資本剰余金合計 2,822,280 55.1 2,822,280 73.0 0 2,822,280 78.8

　３　利益剰余金

　  (1) 利益準備金 28,000 28,000 28,000

　  (2) その他
　　　　利益剰余金

　　　　繰越利益
　　　　剰余金

△3,800,033 △4,795,152 △4,323,830

　　　利益剰余金合計 △3,772,033 △73.6 △4,767,152 △123.3 △995,119 △4,295,830 △119.9

　４　自己株式 △3,671 △0.1 △3,788 △0.1 △117 △3,671 △0.1

　　株主資本合計 1,541,625 30.1 546,388 14.1 △995,237 1,017,828 28.4

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 2,364 0.1 △1,140 3,001

　　評価・換算差額等
　　合計

3,504 0.1 2,364 0.1 △1,140 3,001 0.1

　　純資産合計 1,545,130 30.2 548,752 14.2 △996,378 1,020,829 28.5

　　負債・純資産合計 5,122,811 100.0 3,866,027 100.0 △1,256,784 3,583,220 100.0

前事業年度の
要約貸借対照表

(平成19年３月31日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前中間会計期間末
(平成18年９月30日)

 



㈱セタ（４６７０） 平成２０年３月期中間決算短信 

 30

 

 （2）中間損益計算書

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
  至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
  至 平成19年９月30日)

対前中間
期比

区分
注記
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

増減
(千円)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高 3,118,781 100.0 852,150 100.0 △2,266,631 4,168,412 100.0

Ⅱ　売上原価 1,955,961 62.7 797,797 93.6 △1,158,164 2,826,420 67.8

　　　売上総利益 1,162,819 37.3 54,352 6.4 △1,108,467 1,341,992 32.2

Ⅲ　販売費及び
　　一般管理費

568,123 18.2 463,978 54.5 △104,145 1,017,559 24.4

　　　営業利益又は
　　　営業損失(△)

594,695 19.1 △409,625 △48.1 △1,004,320 324,432 7.8

Ⅳ　営業外収益 ※１ 5,378 0.2 4,166 0.5 △1,212 8,891 0.2

Ⅴ　営業外費用 ※２ 20,457 0.7 16,323 1.9 △4,134 38,503 0.9

　　　経常利益又は
　　　経常損失(△)

579,616 18.6 △421,781 △49.5 △1,001,397 294,821 7.1

Ⅵ　特別利益 ※３ 20,379 0.6 10,379 1.2 △10,000 33,258 0.8

Ⅶ　特別損失
※４
※５

84,482 2.7 54,311 6.4 △30,171 333,237 8.0

　　  税引前中間純利
　　　益又は税引前中
　　　間(当期)純損失
　　　(△)

515,513 16.5 △465,713 △54.7 △981,226 △5,158 △0.1

　　　法人税、住民税
　　　及び事業税

6,698 0.2 5,608 0.6 △1,090 9,824 0.2

　　　中間純利益又は
　　　中間(当期)
　　　純損失(△)

508,815 16.3 △471,322 △55.3 △980,137 △14,982 △0.3

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成18年４月１日
  至 平成19年３月31日)
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 （3）中間株主資本等変動計算書
　　　　 前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

株主資本

資本剰余金 利益剰余金

その他
利益剰余金

繰越
利益剰余金

平成18年３月31日残高
（千円）

2,495,050 2,822,280 2,822,280 28,000 △4,308,848 △4,280,848 △3,259 1,033,222

中間会計期間中の
変動額

　中間純利益 508,815 508,815 508,815

　自己株式の取得 △411 △411

　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（千円）

－ － － － 508,815 508,815 △411 508,403

平成18年９月30日残高
（千円）

2,495,050 2,822,280 2,822,280 28,000 △3,800,033 △3,772,033 △3,671 1,541,625

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

平成18年３月31日残高
（千円）

4,205 4,205 1,037,428

中間会計期間中の
変動額

　中間純利益 508,815

　自己株式の取得 △411

　株主資本以外の項目
　の中間会計期間中の
　変動額（純額）

△701 △701 △701

中間会計期間中の
変動額合計（千円）

△701 △701 507,702

平成18年９月30日残高
（千円）

3,504 3,504 1,545,130

自己株式
株主資本
合計利益準備金

利益剰余金
合計

純資産
合計

資本準備金
資本剰余金
合計

資本金
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　　　　 当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

株主資本

資本剰余金 利益剰余金

その他
利益剰余金

繰越
利益剰余金

平成19年３月31日残高
（千円）

2,495,050 2,822,280 2,822,280 28,000 △4,323,830 △4,295,830 △3,671 1,017,828

中間会計期間中の
変動額

　中間純損失 △471,322 △471,322 △471,322

　自己株式の取得 △117 △117

　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（千円）

－ － － － △471,322 △471,322 △117 △471,439

平成19年９月30日残高
（千円）

2,495,050 2,822,280 2,822,280 28,000 △4,795,152 △4,767,152 △3,788 546,388

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

平成19年３月31日残高
（千円）

3,001 3,001 1,020,829

中間会計期間中の
変動額

　中間純損失 △471,322

　自己株式の取得 △117

　株主資本以外の項目
　の中間会計期間中の
　変動額（純額）

△636 △636 △636

中間会計期間中の
変動額合計（千円）

△636 △636 △472,076

平成19年９月30日残高
（千円）

2,364 2,364 548,752

純資産
合計

資本準備金
資本剰余金
合計

資本金 自己株式
株主資本
合計利益準備金

利益剰余金
合計
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　　　　 前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本

資本剰余金 利益剰余金

その他
利益剰余金

繰越
利益剰余金

平成18年３月31日残高
（千円）

2,495,050 2,822,280 2,822,280 28,000 △4,308,848 △4,280,848 △3,259 1,033,222

事業年度中の変動額

　当期純損失 △14,982 △14,982 △14,982

　自己株式の取得 △411 △411

　株主資本以外の項目
　の事業年度中の変動
　額（純額）

事業年度中の変動額
合計（千円）

－ － － － △14,982 △14,982 △411 △15,393

平成19年３月31日残高
（千円）

2,495,050 2,822,280 2,822,280 28,000 △4,323,830 △4,295,830 △3,671 1,017,828

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

平成18年３月31日残高
（千円）

4,205 4,205 1,037,428

事業年度中の変動額

　当期純損失 △14,982

　自己株式の取得 △411

　株主資本以外の項目
　の事業年度中の変動
　額（純額）

△1,204 △1,204 △1,204

事業年度中の変動額
合計（千円）

△1,204 △1,204 △16,598

平成19年３月31日残高
（千円）

3,001 3,001 1,020,829

自己株式
株主資本
合計利益準備金

利益剰余金
合計

純資産
合計

資本準備金
資本剰余金
合計

資本金
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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

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
  至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
  至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
  至 平成19年３月31日)

　当社は当中間会計期間において、 　当社は当中間会計期間において、

594 百万円の営業利益を計上いたし 売上高の著しい減少（対前年同期比

ましたが、中間連結財務諸表に記載 △2,266百万円）となり、営業損

のとおり連結営業キャッシュ・フ 失409百万円、経常損失421百万円、

ローにおいては、マイナス 113百万 中間純損失471百万円と大幅な赤字を

円と前連結会計年度より大幅に改善 計上し、継続企業の前提に関する重要

したものの引き続きマイナスとなっ な疑義を抱かせる事象または状況が存

ており、継続企業の前提に関する重 在しています。

要な疑義を抱かせる事象または状況 　当中間会計期間における販売状況

が存在しています。 は、主力商品であるＩＣカードシス

　当中間会計期間における営業状況 テムの導入店舗数において競合他社

は、当社の主力商品である、遊技ホ がほとんど減少するなか、前事業年

ール向多機能型ICカードシステム導 度の248店舗から当中間期末275店舗

入の積極的な受注活動の結果、当社 へと順調に推移しております。

加盟店舗数も前事業年度末の 158店 　一方、当中間期においては遊技機

舗から当中間会計期間末で 217店舗 市場に対する金融機関等の資金支出

へと増加し、順調な販売活動を実施 の留保から、従来より当社が採用し

しております。 ておりましたセール・アンド・リー

　また、通信機器関連事業において スバック方式による一括売上計上が

も、BaMBoo Linkを企業向けコンピ できなかったことにより、納品数量

ューター・インテグレーション・シ の増加が売上金額の増加に結びつけ

ステムのプラットフォームシステム ることができませんでした。

として親会社であるアルゼ株式会社 　また、前事業年度について当社は、

に納入し、大きく売上・利益の拡大 売上高の前倒し計上による不適正な

を図っております。 処理が判明したため、平成19年10月

　中間財務諸表は、継続企業を前提 25日付で有価証券報告書の訂正報告

として作成しており、このような重 書を提出いたしました。

要な疑義の影響を中間財務諸表には 経営体制の強化や、当社支援の一環

反映しておりません。 として親会社であるアルゼ㈱による

当社の完全子会社化を計画し実行中

であります。

　中間財務諸表は、継続企業を前提

として作成しており、このような重

要な疑義の影響を中間財務諸表には

反映しておりません。
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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18年４月１日
  至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
  至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
  至 平成19年３月31日)

１　資産の評価基準 (1)有価証券 (1)有価証券 (1)有価証券

  　及び評価方法  　子会社株式及び関連会社株  　子会社株式及び関連会社株  　子会社株式及び関連会社株

   式    式    式

     移動平均法による原価法      移動平均法による原価法 同左

   によっております。    によっております。

   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 同左 　　   決算日の市場価格等に

　　 等に基づく時価法（評価 　　 基づく時価法（評価差額

　   差額は部分純資産直入法 　   は部分純資産直入法によ

　   により処理し、売却原価 　   り処理し、売却原価は移

　   は移動平均法により算定) 　   動平均法により算定）に

　　 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。

(2)たな卸資産 (2)たな卸資産 (2)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　固定資産の減価 (1)有形固定資産 (1)有形固定資産 (1)有形固定資産

　　償却の方法 　 　定率法によっておりま 　 　定率法によっておりま 同左

　 す。 　 す。

　 　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。

　 　建物及び構築物 　 　建物及び構築物

　　　　　　　　　 10～47年 　　　　　　　　　 10～47年

　 　工具器具備品 　 　工具器具備品  ２～15年

　　　　　　　　　 ２～15年 　　 貸与機器　　　２～15年

（会計方針の変更）

　法人税法の改正（（所得税法

等の一部を改正する法律　平成

19年３月30日　法律第６号）及

び（法人税法施行令の一部を改

正する政令　平成19年３月30　

日政令第８３号））に伴い、平

成19年４月１日以降に取得した

ものについては、改正後の法人

税法に基づく方法に変更してお

ります。

　なお、この変更に伴う中間会

計期間に係わる損益に与える影

響額は軽微であります。
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項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
  至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
  至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
  至 平成19年３月31日)

（追加情報）

　法人税法の改正（（所得税法

等の一部を改正する法律　平成

19年３月30日　法律第６号）及

び（法人税法施行令の一部を改

正する政令　平成19年３月30　

日政令第８３号））に伴い、平

成19年３月31日以前に取得した

ものについては、償却可能限度

額まで償却が終了した翌年から

５年間で均等償却する方法にし

ております。

　なお、この変更に伴う中間会

計期間に係わる損益に与える影

る影響額は軽微であります。

(2)無形固定資産 (2)無形固定資産 (2)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。

(3)長期前払費用 (3) (3)

　 　定額法によっておりま

　 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。
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項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
  至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
  至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
  至 平成19年３月31日)

３　繰延資産の処理 (1)新株発行費 (1)新株発行費 (1)新株発行費

　　方法      ３年間で均等償却してお 同左 同左

　 ります。

(2)社債発行費 (2)社債発行費 (2)社債発行費

     ３年間で均等償却してお 同左 同左

　 ります。

４　引当金の計上基 (1)貸倒引当金 (1)貸倒引当金 (1)貸倒引当金

　　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。

(2)賞与引当金 (2)賞与引当金 (2)賞与引当金

　   従業員に対する賞与の支 同左 　   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

   額のうち当中間会計期間の    額のうち当事業年度の負担

   負担額を計上しておりま    額を計上しております。

   す。    

５　リース取引の処    リース物件の所有権が借主 同左 同左

　　理方法  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。

６　その他中間財務 　 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

　　諸表(財務諸表) 　 　税抜方式によっておりま 同左 同左

　　作成のための基  　す。

　　本となる重要な

　　事項
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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18年４月１日
  至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
  至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
  至 平成19年３月31日)

（貸借対照表の純資産の部の表示に （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 関する会計基準等）

　当中間会計期間から「貸借対照表 　当事業年度から「貸借対照表の純

の純資産の部の表示に関する会計基 資産の部の表示に関する会計基準」

準」（企業会計基準第５号　平成17 （企業会計基準第５号　平成17年12

年12月９日）及び「貸借対照表の純 月９日）及び「貸借対照表の純資産

資産の部の表示に関する会計基準等 の部の表示に関する会計基準等の適

の適用指針」（企業会計基準適用指 用指針」（企業会計基準適用指針第

針第８号　平成17年12月９日）を適 ８号　平成17年12月９日）を適用し

用しております。 ております。

　従来の「資本の部」の合計に相当 　従来の「資本の部」の合計に相当

する金額は 1,545,130千円でありま する金額は 1,020,829千円でありま

す。 す。

　なお、中間財務諸表等規則の改正 　なお、財務諸表等規則の改正によ

により、当中間会計期間における中 り、当事業年度における貸借対照表

間財務諸表は改正後の中間財務諸表 の純資産の部は改正後の財務諸表等

等規則により作成しております。 規則により作成しております。

　 表示方法の変更

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
  至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
  至 平成19年９月30日)

（中間貸借対照表） （中間貸借対照表）

　前中間会計期間において、「営業権」として掲記され 　前中間会計期間に、固定負債の「その他」に含めて表

ていたものは、当中間会計期間から、「のれん」と表示 示していた「預り保証金」（前中間会計期間末87,600千

しております。 円）は、当中間会計期間末において負債及び純資産の合

計額の 100分の５超となったため、区分掲記しておりま

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18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末
(平成19年３月31日)

※１　有形固定資産減価償却累計額 ※１　有形固定資産減価償却累計額 ※１　有形固定資産減価償却累計額

433,517 千円 471,525 千円 430,020 千円

※２　延滞債権 ※２　延滞債権 ※２　延滞債権

　　  延滞債権は、財務諸表等規則               同左               同左

　　  第32条第１項第10号に規定す

　    る債権であります。

※３　消費税等の取扱い ※３　消費税等の取扱い ※３

　　  仮払消費税等及び仮受消費税 　　  仮払消費税等及び仮受消費税

　　  等は相殺のうえ、流動負債の 　　  等は相殺のうえ、流動資産の

　　  「その他」に含めて表示して 　　  「その他」に含めて表示して

　　  おります。 　　  おります。

※４　中間会計期間末日満期手形 ※４　中間会計期間末日満期手形 ※４　事業年度末日満期手形

　　  中間会計期間末日満期手形の 　　  中間会計期間末日満期手形の 　　  事業年度末日満期手形の会計

　　  会計処理は、手形交換日をも 　　  会計処理は、手形交換日をも 　　  処理は、手形交換日をもって

　　　って決済処理しております。 　　　って決済処理しております。 　　　決済処理しております。

　　　なお、当中間会計期間末日が 　　　なお、当中間会計期間末日が 　　　なお、当事業年度末日が金融

　　　金融機関の休日であったため､ 　　　金融機関の休日であったため､ 　　　機関の休日であったため、次

　　　次の中間会計期間末日満期手 　　　次の中間会計期間末日満期手 　　　の事業年度末日満期手形が事

　　　形が、中間会計期間末残高に 　　　形が、中間会計期間末残高に 　　　業年度末残高に含まれており

　　　含まれております。 　　　含まれております。 　　　ます。

　　　　受取手形 5,921 千円 　　　　受取手形 25,903 千円 　　　　受取手形 24,485 千円

　　　　支払手形 5,764

　５　偶発債務 　５  偶発債務 　５  偶発債務

　　　当社が一部周辺機器の開発製       平成17年７月29日付で、当社               同左

　　  造を委託していた東和メック 　　  が一部周辺機器の製造開発を

      ス㈱より、平成17年７月29日 　　  委託していた東和メックス㈱

　　  付で東京地方裁判所において､ 　　  (本店所在地　東京都文京区)

      代金等支払請求訴訟（請求額 　　  から代金等支払請求訴訟の提

　　  29,610千円）が提起されてお 　　  起を受けました。これは当社

　　  ります。 　　  が開発委託したパチンコ景品

　　　これに対して当社は平成18年 　　  管理ＰＯＳに関連し、①仕様

　　  １月25日付で、支払い済み委 　　  変更及び機能追加に伴う追加

      託料返還請求訴訟（訴額 　　  代金 9,135千円が支払われて

　　  67,011千円）を反訴提起して 　　  いない、②製造した量産品の

      おり、現在係争中であります｡ 　　  受取を当社が不当に拒絶し、

　　  製品代金20,475千円が支払わ

　　  れていないとして当社に対し

　　  て合計29,610千円の支払いを

　　  求めてきたものであります。

　　　これに対して当社は、平成18

　　  年１月25日付にて、支払済の

　　  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。

　　　当社は、裁判で当社の正当性

　　  を主張し争っていく方針であ

　　  ります。

　６　受取手形割引高 　６　受取手形割引高 　６　受取手形割引高

59,988 千円 12,245 千円 49,620 千円
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　　(中間損益計算書関係）

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
  至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
  至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
  至 平成19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

　　　は次のとおりであります。 　　　は次のとおりであります。 　　　は次のとおりであります。

　　　受取利息 595 千円 　　　受取利息 4 千円 　　　受取利息 602 千円

　　　受取配当金 49 　　　受取配当金 64 　　　受取配当金 49

      賃貸料収入 3,420       賃貸料収入 3,420       賃貸料収入 6,840

※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

　　　は次のとおりであります。 　　　は次のとおりであります。 　　　は次のとおりであります。

　　　支払利息 17,345 千円 　　　支払利息 13,931 千円 　　　支払利息 32,912 千円

　　　手形売却損 309 　　　手形売却損 242 千円 　　　手形売却損 686

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

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

　　　貸倒引当金
      戻入額

20,379 千円
　　　貸倒引当金
      戻入額

10,379 千円
　　　貸倒引当金
      戻入額

33,258 千円

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

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

　    たな卸資産
　　  評価損

千円
　    たな卸資産
　　  評価損

千円
　    たな卸資産
　　  評価損

千円

      債権償却損       債権償却損

　５　減価償却実施額 　５　減価償却実施額 　５　減価償却実施額

　　　有形固定資産 24,536 千円 　　　有形固定資産 41,605 千円 　　　有形固定資産 50,809 千円

　　　無形固定資産 40,742 　　　無形固定資産 82 　　　無形固定資産 49,254

14,116

31,830 290,41154,311

52,652
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　　(中間株主資本等変動計算書関係）
　　　  前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

　　　    自己株式の種類及び株式数に関する事項

当中間会計期間
増加株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

普通株式（注） 1,500 － 5,570

合計 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。

　　　  当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

　　　    自己株式の種類及び株式数に関する事項

当中間会計期間
増加株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

普通株式（注） 500 － 6,070

合計 500 － 6,070

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

　　　  前事業年度（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

当事業年度
増加株式数（株）

当事業年度末
株式数（株）

普通株式（注） 1,500 － 5,570

合計 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。

　　(リース取引関係）
　　　中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略しております。

　　(有価証券関係）
　　　 前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度における子会社株式で時価のあるものはありま
     せん。

前事業年度末
株式数（株）

当事業年度
減少株式数（株）

4,070

4,070

前事業年度末
株式数（株）

当中間会計期間
減少株式数（株）

5,570

5,570

前事業年度末
株式数（株）

当中間会計期間
減少株式数（株）

4,070

4,070
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　　(１株当たり情報）

１株当たり純資産額 77.42円　

１株当たり中間純利益又は

中間(当期)純損失(△)

潜在株式調整後１株当たり 潜在株式が存在しないため １株当たり当期純損失を １株当たり当期純損失を

中間(当期)純利益 記載しておりません。 計上しているため記載し 計上しているため記載し

ておりません。 ておりません。

(注) １株当たり中間純利益又は中間(当期)純損失(△) の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

△14,982

－

△14,982

13,185,459

　　(重要な後発事象）

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
  至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
  至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
  至 平成19年３月31日)

13,184,831

前事業年度
(自 平成18年４月１日
  至 平成19年３月31日)

△1.14円　△35.74円　

508,815 △471,322

41.62円　

項目

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
  至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
  至 平成19年３月31日)

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
  至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
  至 平成19年９月30日)

117.19円　　　

38.59円　　　

－

△471,322

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
  至 平成18年９月30日)

13,186,034

－
普通株主に帰属しない金額
（千円）

508,815
中間純利益又は中間(当期)
純損失(△) （千円）

普通株式の期中平均株式数
（株）

普通株式に係る中間純利益
又は中間(当期)純損失(△)
（千円）

 

 


