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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 23,560 ― 2,116 ― 2,218 ― 1,788 ―

20年3月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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3四半期 15,671.45 ―

20年3月期第3四半期 ― ―

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3四半期 49,374 31,579 64.0 276,695.36
20年3月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  31,579百万円 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  有  

※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 28,500 ― 2,400 ― 2,500 ― 1,800 ― 15,771.49

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3四半期  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3四半期  ―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3四半期  114,130株 20年3月期第3四半期  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．平成20年10月15日に公表いたしました業績予想を修正しております。詳細につきましては、平成21年２月５日付「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くださ
い。 
２．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。 
３．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３四半期累計期間における我が国経済は、米国に端を発した世界同時株安等による金融収縮等が懸
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。 
当社の主要販売先であるパチンコ業界は、ここ近年、パチンコファンの減少が続く中、経営資源が充実

した大手チェーンの企業パワーが増す一方、閉店・廃業に追い込まれるホールも多く存在するといった、
いわゆるホール企業の二極化が進んでおります。  
このように厳しい経営環境の中、パチンコホールは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等、様々な試みを模索しています。 
当社においては、全国規模の営業地盤を活用すべく、それまでの代理店を通じた間接営業という枠にと

らわれず、よりパチンコホールに密着したダイレクト営業を強化しました。特に、洞爺湖サミット中の自
粛期間には、全パチンコホールの訪問を実施し、ホール経営者のニーズをお聞きするとともに、機器やポ
イントサービス等の当社の製品・サービスをアピールし需要の掘り起こしを行いました。また、カードユ
ニットのレンタル提案や新たに当社のシステムを導入していただく際のリース提供がスムーズに行くよう
に提携しているリース会社との関係を強化するなど、システム導入の際の資金サポートを充実させまし
た。 
これらの営業戦略が奏功し、新規加盟店の獲得がほぼ当初見込み通りに推移するとともに、解約店舗数

が見込を下回る等、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は見込
を上回ることが出来ました。さらに、１円パチンコに代表される低玉貸営業の普及に伴い、対応部材の販
売数量も予想以上に好調に推移しました。 
以上の結果、当第３四半期累計期間における売上高は23,560百万円、営業利益は2,116百万円、経常利

益は2,218百万円、四半期純利益は1,788百万円となりました。 

  

当第３四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
併したことなどに伴い、前事業年度末に比べ23.3%増加し、49,374百万円となりました。 
  
(資産) 
 流動資産は、前事業年度末に比べ9,248百万円(35.1%)増加し、35,565百万円となりました。 
主な増加要因は、営業未収入金が3,024百万円、現金及び預金が2,224百万円、たな卸資産が1,225百万
円、有価証券が1,194百万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72百万円(0.5%)増加し、13,809百万円となりました。 
主な増加要因は、のれんが3,335百万円、有形固定資産が124百万円増加し、子会社株式が3,410百万円減
少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6,488百万円(79.9%)増加し、14,607百万円となりました。 
主な増加要因は、カード未精算勘定が5,132百万円、買掛金が1,434百万円が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1,144百万円(56.0%)増加し、3,188百万円となりました。 
主な増加要因は、長期預り金が1,106百万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75.1％増加し、17,795百万円となりました。 
  
(純資産) 
 純資産合計は、前事業年度末に比べ1,688百万円(5.6%)増加し、31,579百万円となりました。 
主な増加要因は、利益剰余金が1,228百万円、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21年２月５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。 
  

  

(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。 

  

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
(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)

(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３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 11,090 8,866

受取手形及び売掛金 4,052 2,764

営業未収入金 5,082 2,057

有価証券 11,240 10,046

商品 2,411 1,625

製品 109 60

原材料 540 149

その他 1,081 752

貸倒引当金 △43 △6

流動資産合計 35,565 26,316

固定資産   

有形固定資産 837 712

無形固定資産   

のれん 3,335 －

その他 2,728 2,966

無形固定資産合計 6,063 2,966

投資その他の資産   

投資有価証券 5,004 4,926

その他 2,265 5,326

貸倒引当金 △361 △194

投資その他の資産合計 6,908 10,058

固定資産合計 13,809 13,737

資産合計 49,374 40,053

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,924 2,489

営業未払金 151 111

未払法人税等 508 216

引当金 166 159

製品取替引当金 624 787

カード未精算勘定 8,329 3,196

その他 903 1,157

流動負債合計 14,607 8,119

固定負債   

引当金 266 215

長期預り金 2,913 1,807

その他 7 21

固定負債合計 3,188 2,043

負債合計 17,795 10,163
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（単位：百万円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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) 

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 23,961 22,733

株主資本合計 31,506 29,733

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 72 157

評価・換算差額等合計 72 157

純資産合計 31,579 29,890

負債純資産合計 49,374 40,053
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(2)【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

カード発行高 9,058,825

売上高 23,560

売上原価 15,639

売上総利益 7,920

販売費及び一般管理費 5,804

営業利益 2,116

営業外収益  

受取利息 94

受取配当金 17

債務勘定整理益 33

その他 13

営業外収益合計 159

営業外費用  

支払利息 4

支払保証料 50

その他 2

営業外費用合計 58

経常利益 2,218

特別利益  

抱合せ株式消滅差益 1,093

その他 153

特別利益合計 1,246

特別損失  

リース解約損 411

固定資産除却損 144

その他 35

特別損失合計 591

税引前四半期純利益 2,873

法人税、住民税及び事業税 1,085

法人税等合計 1,085

四半期純利益 1,788
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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３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 2,873

減価償却費 1,135

のれん償却額 270

長期前払費用償却額 125

固定資産除却損 147

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） △30

製品取替引当金の増減額（△は減少） △163

その他の引当金の増減額（△は減少） △93

受取利息及び受取配当金 △113

支払利息 55

売上債権の増減額（△は増加） △1,919

たな卸資産の増減額（△は増加） 818

仕入債務の増減額（△は減少） 912

カード未精算勘定の増減額（△は減少） 1,067

未収入金の増減額（△は増加） △104

未払金の増減額（△は減少） △573

長期預り金の増減額（△は減少） △261

その他 △224

小計 3,245

利息及び配当金の受取額 76

利息の支払額 △57

リース解約による支出額 △411

法人税等の支払額 △896

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,956

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 △238

無形固定資産の取得による支出 △702

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 62

その他 5

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,365

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △544

財務活動によるキャッシュ・フロー △544

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） 45

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 20,834
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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３四半期累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

該当事項はありません。 

  

  

当第３四半期累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期会計期間末 
までの変動額

 剰余金の配当 △560 △560 △560

 四半期純利益 1,788 1,788 1,788

 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３四半期会計期間末 
までの変動額合計 ― ― 544 544 ― 1,228 1,228 1,772

平成20年12月31日残高 5,500 1,500 544 2,044 142 23,819 23,961 31,506
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（要約）前四半期損益計算書 

 
  

  

  

「参考」

    前第３四半期会計期間   
   (自 平成19年４月１日 
   至 平成19年12月31日)   

区分 金額(百万円)

 売上高 18,780

 売上原価 13,184

 売上総利益 5,595

 販売費及び一般管理費 3,699

 営業利益 1,896

 営業外収益 100

 営業外費用 24

 経常利益 1,972

 特別利益 56

 特別損失 13

 税引前四半期純利益 2,015

 税金費用 805

 四半期（当期）純利益 1,210
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