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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第2四半期 15,350 ― 1,164 ― 1,204 ― 1,122 ―

20年3月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第2四半期 9,837.38 ―

20年3月期第2四半期 ― ―

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

21年3月期第2四半期 48,461 31,247 64.5 273,792.61
20年3月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  31,247百万円 20年3月期  ―百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 2,500.00 ― 2,500.00 5,000.00
21年3月期 ― 2,500.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 2,500.00 5,000.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  

※当社は、平成21年３月期より非連結決算となったため、前期実績、対前期増減率及び業績予想における対前期増減率は記載しておりません。  

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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 27,500 ― 1,900 ― 1,900 ― 1,400 ― 12,266.71

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

詳細は、３ページ【定性的情報・財務情報等】4．その他をご覧ください。  

(2) 四半期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（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

詳細は、３ページ【定性的情報・財務情報等】4．その他をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  114,130株 20年3月期  110,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  ―株 20年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期  114,130株 20年3月期第2四半期  110,000株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項  
１．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
等はさまざまな要因により大きく異なる可能性があります。 
２．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  
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当第２四半期累計期間における我が国経済は、原油価格の高騰や原材料価格の上昇、世界同時株安等に
よる世界的な金融収縮等が懸念される中、景気の減速傾向が一段と強まり、先行きに対する不透明感も一
層高まってまいりました。 
当遊技業界においては、パチンコホールの淘汰・二極化が依然続いており、市場の縮小傾向に歯止めが

掛からない状況にあります。昨年実施されたパチスロ新基準機完全移行により、パチンコホールの売上が
低下する中、一部大型チェーン店の倒産を機に、昨年来、引き締めが厳しくなった金融機関の融資姿勢は
今後も継続されると予測され、市場では総じて設備投資意欲の減退傾向が続いています。 
一方、パチンコホールにおいては、厳しい状況の中、売上低下をカバーするため人気が低迷するパチス

ロからパチンコへシフトする経営戦略やファン層の拡大・集客力向上を狙った１円パチンコに代表される
低玉貸営業という新たな営業形態が普及する等ホール経営の質的転換が進められております。 
このように、当社が事業を展開する周辺機器市場では、ホール環境が厳しく、周辺機器への設備投資意

欲の抑制傾向は続いていますが、パチンコホールにおいては、従来にも増して低価格志向や省力化ニーズ
が強まっていることに加え、集客力向上等による売上増加に貢献し得る商品やサービスへのニーズが一層
高まってきております。このような市場環境により、競合各社による熾烈な競争は更に激化し、業界再編
の動きが一層活発化する等、周辺機器市場においても新たな局面を迎えております。 
当社においても、この業界再編の一端を担うこととなった本年４月に実施した日本レジャーカードシス

テム株式会社との合併においては、市場シェアの拡大はもちろん、業界唯一の第三者発行型カードシステ
ム会社として、競合他社との差別化を実現することになりました。これに伴い、当社では、不測の事態が
起きた場合でも、ファンがお持ちのカード残高については法律（前払式証票の規制等に関する法律）で保
護される点をアピールする「安心カード宣言」を唱え、当社ブランド力の強化・浸透に努めております。
また全国規模の営業地盤を活用し、当社営業力を総動員した全国的な市場調査を行い、顧客とのコミュニ
ケーションを強化する等積極的な営業戦略が奏功し、新規加盟店の獲得が好調に推移するとともに、解約
店舗数も見込を下回る等、加盟店舗数の減少幅が当初の想定を下回ったことにより、システム使用料収
入、カード収入高において当初の見込を上回ることが出来ました。加えて、当初見込まれた北海道洞爺湖
サミット開催に合わせた遊技機入替自粛期間による市場動向への悪影響がほとんど見られず、結果的に自
粛期間の前後に設備入替需要が促進されたことにより、機器売上高についても好調に推移いたしました。
以上の結果、当第２四半期累計期間における売上高は15,350百万円、営業利益は1,164百万円、経常利

益は1,204百万円、四半期純利益は1,122百万円となりました。 
  

  

当第２四半期末における総資産は、連結子会社であった日本レジャーカードシステム株式会社を吸収合
併したこと等に伴い、前事業年度末に比べ21.0%増加し、48,461百万円となりました。 
 
(資産) 
 流動資産は、前事業年度末に比べ7,909百万円(30.1%)増加し、34,225百万円となりました。 
主な増加要因は、現金及び預金が3,767百万円、営業未収入金が1,717百万円、たな卸資産が1,427百万
円、有価証券が982百万円増加したこと等によります。 
 固定資産は、前事業年度末に比べ497百万円(3.6%)増加し、14,235百万円となりました。 
主な増加要因は、有形固定資産が173百万円、繰延税金資産が136百万円増加したこと等によります。 
 
(負債) 
 流動負債は、前事業年度末に比べ5,844百万円(72.0%)増加し、13,963百万円となりました。 
主な増加要因は、カード未精算勘定が3,853百万円、未払金が735百万円、未払法人税等が485百万円増加
したこと等によります。 
 固定負債は、前事業年度末に比べ1,205百万円(59.0%)増加し、3,249百万円となりました。 
主な増加要因は、長期預り金が1,173百万円増加したこと等によります。 
この結果、負債合計は前事業年度末に比べ69.4％増加し、17,213百万円となりました。 
 
(純資産) 
 純資産合計は、前事業年度末に比べ1,357百万円(4.5%)増加し、31,247百万円となりました。 
主な増加要因は、利益剰余金が847百万円、資本剰余金が544百万円増加したこと等によります。 
  
  

  

【定性的情報・財務諸表等】

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報
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現時点における当事業年度の業績予想につきましては、平成20年10月15日付「業績予想の修正に関する
お知らせ」のとおり推移する見込みです。 
  

  

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結の範囲の変更を伴う特定子会社の異動) 
(重要な子会社の異動) 
連結除外:日本レジャーカードシステム株式会社  

前連結会計年度末において当社の連結子会社であった日本レジャーカードシステム株式会社は、
平成20年４月１日付で当社を存続会社とする吸収合併方式で解散いたしました。 

  

①棚卸資産の評価方法 
棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見

積り、簿価切下げを行う方法によっております。 
  

②退職給付費用の期間按分計算 
期首に算定した年間の退職給付費用については、期間按分した額を四半期会計期間に計上してお

ります。 
  

③税金費用の計算 
当事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前

四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 
  

①「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基準第
12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成19年３月14
日 企業会計基準適用指針第14号)を当第１四半期会計期間から適用しております。また、「四半
期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  
②「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第
９号)を当第１四半期会計期間から適用し、評価基準については、低価法から原価法(収益性の低下
による簿価切下げの方法)に変更しております。 
この変更による影響額はありません。 

3. 業績予想に関する定性的情報

4. その他

(2) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期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
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5. 【四半期財務諸表】

 (1)【四半期貸借対照表】 

（単位：百万円） 

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 12,634 8,866 

受取手形及び売掛金 2,454 2,764 

営業未収入金 3,774 2,057 

有価証券 11,028 10,046 

商品 2,641 1,625 

製品 133 60 

原材料 487 149 

その他 1,096 752 

貸倒引当金 △25 △6 

流動資産合計 34,225 26,316 

固定資産 

有形固定資産 885 712 

無形固定資産 

のれん 3,425 － 

その他 3,018 2,966 

無形固定資産合計 6,443 2,966 

投資その他の資産 

投資有価証券 4,995 4,926 

その他 2,311 5,326 

貸倒引当金 △400 △194 

投資その他の資産合計 6,906 10,058 

固定資産合計 14,235 13,737 

資産合計 48,461 40,053 

負債の部 

流動負債 

買掛金 2,858 2,489 

営業未払金 160 111 

未払法人税等 701 216 

引当金 249 159 

製品取替引当金 674 787 

カード未精算勘定 7,050 3,196 

その他 2,268 1,157 

流動負債合計 13,963 8,119 

固定負債 

引当金 256 215 

長期預り金 2,980 1,807 

その他 11 21 

固定負債合計 3,249 2,043 

負債合計 17,213 10,163 

純資産の部 

株主資本 

資本金 5,500 5,500 

資本剰余金 2,044 1,500 

利益剰余金 23,581 22,733 

株主資本合計 31,125 29,733 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 122 157 

評価・換算差額等合計 122 157 

純資産合計 31,247 29,890 

負債純資産合計 48,461 40,053 
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(2)【四半期損益計算書】

   【第２四半期累計期間】 

（単位：百万円） 

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

カード発行高 6,141,280 

売上高 15,350 

売上原価 10,124 

売上総利益 5,225 

販売費及び一般管理費 4,060 

営業利益 1,164 

営業外収益 

受取利息 62 

受取配当金 10 

その他 9 

営業外収益合計 81 

営業外費用 

支払利息 3 

支払保証料 36 

その他 2 

営業外費用合計 41 

経常利益 1,204 

特別利益 

抱合せ株式消滅差益 1,093 

その他 97 

特別利益合計 1,190 

特別損失 

リース解約損 411 

固定資産除却損 143 

その他 35 

特別損失合計 590 

税引前四半期純利益 1,804 

法人税、住民税及び事業税 681 

法人税等合計 681 

四半期純利益 1,122 
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 (3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円） 

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税引前四半期純利益 1,804 

減価償却費 741 

のれん償却額 180 

長期前払費用償却額 83 

固定資産除却損 145 

リース解約損 411 

抱合せ株式消滅差損益（△は益） △1,093 

ゴルフ会員権評価損 4 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8 

製品取替引当金の増減額（△は減少） △112 

その他の引当金の増減額（△は減少） △20 

受取利息及び受取配当金 △73 

支払利息 39 

売上債権の増減額（△は増加） 1,090 

たな卸資産の増減額（△は増加） 641 

仕入債務の増減額（△は減少） △144 

カード未精算勘定の増減額（△は減少） △211 

未収入金の増減額（△は増加） △89 

未払金の増減額（△は減少） △38 

長期預り金の増減額（△は減少） △194 

その他 △165 

小計 2,989 

利息及び配当金の受取額 49 

利息の支払額 △28 

リース解約による支出額 △14 

法人税等の支払額 △312 

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,682 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

有価証券の取得による支出 △1,491 

有価証券の償還による収入 1,050 

有形固定資産の取得による支出 △141 

無形固定資産の取得による支出 △395 

投資有価証券の取得による支出 △50 

差入保証金の差入による支出 △0 

差入保証金の回収による収入 2 

その他 5 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,022 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

配当金の支払額 △280 

財務活動によるキャッシュ・フロー △280 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,380 

現金及び現金同等物の期首残高 17,864 

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 2,924 

現金及び現金同等物の四半期末残高 22,168 
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当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表

等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

  

当第２四半期累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

  

当第２四半期累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

 
  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

(単位：百万円)

資本金

資本剰余金 利益剰余金
株主資本 

合計資本準備金
その他 

資本剰余金
資本剰余金

合計
利益準備金

その他 
利益剰余金

利益剰余金 
合計

平成20年３月31日残高 5,500 1,500 ― 1,500 142 22,591 22,733 29,733

当第２四半期会計期間末 
までの変動額

 剰余金の配当 △275 △275 △275

 四半期純利益 1,122 1,122 1,122

 合併による増加額 544 544 544

株主資本以外の項目の 
当四半期会計期間末までの
変動額(純額)

―

当第２四半期会計期間末 
までの変動額合計 ― ― 544 544 ― 847 847 1,392

平成20年９月30日残高 5,500 1,500 544 2,044 142 23,439 23,581 31,125
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（要約）前中間損益計算書 

 
  

  

  

「参考」

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

区分 金額(百万円)

 売上高 12,451

 売上原価 8,729

 売上総利益 3,722

 販売費及び一般管理費 2,383

 営業利益 1,338

 営業外収益 62

 営業外費用 16

 経常利益 1,384

 特別利益 56

 特別損失 13

 税引前中間純利益 1,427

 税金費用 564

 中間（当期）純利益 862
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