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1.  20年12月期の連結業績（平成20年1月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年12月期 11,356 △43.2 △1,735 ― △2,038 ― 122 ―
19年12月期 19,977 38.8 △6,535 ― △6,603 ― △12,369 ―

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

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年12月期 3.53 ― 1.3 △7.8 △15.3
19年12月期 △357.67 ― △78.7 △17.3 △32.7

（参考） 持分法投資損益 20年12月期  △63百万円 19年12月期  △57百万円

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

20年12月期 18,573 9,752 52.5 282.01
19年12月期 33,822 9,536 28.2 275.74

（参考） 自己資本   20年12月期  9,752百万円 19年12月期  9,536百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

20年12月期 △2,343 9,093 △11,530 1,052
19年12月期 △559 22 △562 5,833

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額（年
間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

19年12月期 ― ― ― ― 0.00 ― ― ―
20年12月期 ― ― ― ― 0.00 ― ― ―

21年12月期 
（予想）

― ― ― ― 0.00 ――― ― ―――

3.  21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期連結累計期間 4,986 16.8 100 ― 36 ― 29 ― 0.86
通期 12,204 7.5 389 ― 252 ― 239 96.0 6.92
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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  

(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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（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、31ページ「１株当たり情報」をご覧ください。  

新規 ― 社 （ 社名 ） 除外 ― 社 （ 社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年12月期  35,175,916株 19年12月期  35,175,916株
② 期末自己株式数 20年12月期  592,504株 19年12月期  591,899株

（参考）個別業績の概要 

1.  20年12月期の個別業績（平成20年1月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年12月期 10,961 △43.7 △1,303 ― △1,634 ― 406 ―
19年12月期 19,479 44.6 △6,125 ― △5,868 ― △11,613 ―

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
円 銭 円 銭

20年12月期 11.76 ―
19年12月期 △335.80 ―

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

20年12月期 18,434 10,079 54.7 291.44
19年12月期 32,441 9,570 29.5 276.73

（参考） 自己資本 20年12月期  10,079百万円 19年12月期  9,570百万円

2.  21年12月期の個別業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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あたっての注意事項等については、３ページ「１．経営成績（１）
経営成績に関する分析」をご覧ください。 

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

第2四半期累計期間 4,821 17.5 135 ― 142 ― 136 ― 3.96
通期 11,845 8.1 548 ― 556 ― 544 33.9 15.74
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１．経営成績  

（１）経営成績に関する分析 

（当期の経営成績） 

当連結会計年度におけるわが国経済は、サブプライム問題の表面化と、原油・原材料価格の高止まりによる景気減速

懸念が高まる中、米国証券大手リーマン・ブラザーズの経営破綻を契機とする世界的な金融危機の影響により、企業収

益の圧迫、個人消費の低下傾向が顕著に表れて来ており、国内景気は一段と後退色が強まっている状況にあります。 

遊技業界におきましても、これらの影響により依然として厳しい経営環境が続いており、中でもパチスロメーカーに

関しましては、「冬の時代」とも言える状況が続いております。具体的には、パチスロ５号機における射倖性の低下・客

離れが要因となり、遊技場の大半が営業形態の重きをパチンコ遊技機にシフトする動き等が見られ、４号機時代当初の

「パチンコ８割、パチスロ２割」の島構成へ近づきつつある状況であります。 

参加人口・遊技場店舗数に関しましては、「遊パチ」の導入や低貸玉営業の普及等、新規顧客の開拓が功を奏し、前年

と比較すると減少幅にやや落ち着きをみせたものの、減少傾向に歯止めをかけるまでには至っておりません。今後にお

きましても、遊技場間・メーカー間での競争は激化し、二極化傾向は更に続くものと思われます。 

当社はこのような状況の中、遊技機関連事業におきましては、開発及び（財）保安電子通信技術協会への申請業務を

推進するとともに、パチスロ遊技機につきましては前連結会計年度からの継続販売機種を含む５機種、またパチンコ遊

技機につきましては５シリーズ（10機種）を販売いたしました。特にパチスロ遊技機におきましては、遊技場顧客のニ

ーズにマッチした良いものしか売れない厳しい機種選定が定着しつつある現在の市場環境の中、当社が過去に大ヒット

を記録した４号機「鬼浜爆走愚連隊」の進化系後継機である５号機「鬼浜爆走紅蓮隊 爆音烈士編」が、市場において

高い評価を頂くことができました。また、パチンコ遊技機におきましては、上期に良い評価を得た機種もありましたが、

全体としては、計画未達の機種が影響したことにより、当初の計画を下回る結果となりました。 

なお、プリペイドカード関連事業におきましては、遊技機関連事業への原点回帰を主軸とする経営構造改革の一環と

いたしまして、平成20年８月１日を効力発生日とする会社分割により、当社100％子会社であるクリエイションカード株

式会社に当事業を譲渡し、同社の全株式をグローリー株式会社に譲渡することにより当事業の全部の譲渡を完了いたし

ております。 

 

以上の結果、当連結会計年度の業績につきましては、連結売上高 11,356百万円（前期比 43.2％減）となり、連結営

業損失 1,735百万円（前期比 4,800百万円改善）、連結経常損失 2,038百万円（前期比 4,564百万円改善）となりました。 

また、特別利益として投資有価証券売却益 4,539百万円及び社債買入償還益 255百万円、特別損失として固定資産売

却損 1,440百万円、開発中止損失 597百万円を計上したこと等により、連結当期純利益は 122百万円（前期比 12,491百

万円改善）となりました。 

 

事業セグメント別の業績は以下のとおりであります。 

 

〔遊技機関連事業〕 

パチスロ遊技機部門におきましては、上期に前連結会計年度からの継続販売機種を含めた２機種を販売いたしました。

また下期には、大型版権機種「鬼浜爆走紅蓮隊 爆音烈士編」等を含む３機種を販売いたしました。特に12月より販売

中の「鬼浜爆走紅蓮隊 爆音烈士編」については、市場において高い評価を頂くことができ、通期販売台数は13,263台

となり、ユニット供給を含めた連結売上高は 5,391百万円となりました。 

パチンコ遊技機部門におきましては、上期に前連結会計年度からの継続販売機種を含めた３シリーズ（７機種）を販

売し、市場より評価を頂いた機種もありましたが、下期に販売した２シリーズ（３機種）につきましては計画を下回る

結果となり、通期販売台数は 7,071台、連結売上高は 1,148百万円となりました。 

 

以上により、遊技機関連事業の通期連結売上高は 6,539百万円（前期比 46.4%減）と減収となったものの、当事業の

連結営業損失は 1,403百万円（前期比 5,095百万円改善）となりました。 

 

〔プリペイドカード関連事業〕 

冒頭でもご説明いたしましたとおり、当社は平成20年８月１日を効力発生日として、プリペイドカード関連事業の全

部をグローリー株式会社に譲渡いたしました。 

したがいまして、当事業の平成20年７月31日までの業績は当社に帰属し、平成20年８月１日以降の業績につきまして

は、クリエイションカード株式会社に対して行っているカードユニット等のＯＥＭ供給を通じて得た収益等を、当連結

会計年度の業績に反映しております。 
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以上により、プリペイドカード関連事業における通期連結売上高は 4,702百万円（前期比 38.8％減）、連結営業利益

は 796百万円（前期比 52.1％減）となりました。 

 

〔医療環境事業〕 

当事業におきましては、平成20年１月４日の会社（新設）分割により、当事業に関しての権利義務を承継する新会社

（アビメディカル株式会社）を設立し、口臭測定器「オーラルクロマ」など半導体ガスセンサ関連製品の販売、及び厨

房廃水設備（グリーストラップ）浄化装置「イオンスパーク2000」の拡販に注力いたしました。 

 

以上により、医療環境事業における通期連結売上高は 115百万円（前期比 24.3％増）、連結営業損失は 92百万円（前

期比409百万円改善）となりました。 

 

（次期の見通し） 

次期におきましても、米国の金融危機に端を発した世界的な景気後退に伴い、わが国経済も当面、悪化が続くものと

みられ、急速な減産の動きなどが雇用の大幅な調整につながることが懸念されます。 

遊技業界におきましても、参加人口の低迷や消費金額の大幅な減少、遊技場店舗数及び遊技機設置台数等の減少傾向

を見る限り、業界全体における環境の変化は、依然として過去の経験値を超える状況が継続しており、遊技業界の総力

を挙げた局面打開策が待たれるところであります。 

具体的には、需要の高いパチンコ遊技機におけるクオリティの向上、スペック面における幅の広がりを追求した機種

の開発や、需要の低迷するパチスロ遊技機における、遊技場顧客のニーズにマッチした機種の供給など、「良いものしか

売れない」現在の市場環境に応じたメーカーサイドの経営努力が、今後も更に要求されている局面と考えられます。 

 

事業セグメント別の見通し 

 

〔遊技機関連事業〕 

パチスロ遊技機につきましては、遊技場店舗数の減少に歯止めが掛からない中、遊技場における稼動状況は総じて低

調であり、厳格な機種選定の下、特定の限られた機種に需要が集中する傾向がますます顕著となってきております。 

このような状況を受け、遊技場においては今後更に、低予算の中で機種選定がなされることが予想されるため、当社

グループといたしましては、特定の主力機種の開発・販売に特化し経営資源を集中させることで、遊技場からの需要を

獲得してまいります。 

また、パチンコ遊技機につきましては、新筐体「ＧＥＮＥＬＩＶＥ（ジェネライブ）」を用いて高い評価を得たパチス

ロ遊技機「鬼浜爆走紅蓮隊 爆音烈士編」と同様に、ソフト・ハード面におけるクオリティの高い機種を開発し、他メ

ーカーとの差別化を図ることで、認知度の更なる向上、市場からの需要を獲得してまいります。 

 

遊技機関連事業における通期見通しは、連結売上高 11,570百万円（当期比 76.9％増）、連結営業利益 1,711百万円（当

期比 3,115百万円改善）といたしました。 

 

〔医療環境事業〕 

医療環境事業につきましては、会社分割により新設し、当事業を承継した当社100％子会社であるアビメディカル株式

会社において、公正な事業価値の評価に基づき機動的な事業運営を行ってまいります。 

 

医療環境事業における通期見通しは、連結売上高 198百万円、連結営業利益 2百万円の計画といたしました。 

 

 
以上により、平成21年12月期の通期見通しは、連結売上高 12,204百万円、連結営業利益 389百万円、連結経常利益 252

百万円、連結当期純利益 239百万円の計画といたしました。 

 

 

 

 

 

 

※ 当資料の記載内容のうち、将来の見通し及び計画に基づく予測には、不確実な要素が含まれており、変動する可能性

を有しております。従って、実際の業績は現時点での当社の判断に対して大きく異なる可能性もあります。 
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（２）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産 

総資産は、前連結会計年度末に比べ 15,249百万円減少して 18,573百万円となりました。これは主に流動資産のうち、

受取手形及び売掛金が 889百万円,現金及び預金が 4,771百万円、たな卸資産が 1,153百万円、固定資産のうち有形固定

資産が 5,205百万円、投資有価証券が 2,211百万円それぞれ減少したことによるものであります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ 15,466百万円減少して 8,820百万円となりました。これは主に流動負債のうち支払

手形及び買掛金が 2,653百万円,固定資産のうち新株予約権付社債が 10,000百万円減少したことによるものであります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ 216百万円増加し、9,752百万円となりました。 

 

以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の 28.2％から 52.5％に増加しました。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末の現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ、4,781百万円減少し、

1,052百万円となりました。 

 

当連結会計年度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 

営業活動の結果減少した資金は 2,343百万円（前連結会計年度比 1,784百万円悪化）となりました。これらの収入の

主な内訳は、税金等調整前当期純利益 183百万円、固定資産売却損 1,440百万円、減価償却費 949百万円であり、支出

の主な内訳は、投資有価証券売却益 4,539百万円、仕入債務の減少 2,653百万円、たな卸資産の増加額 335百万円であ

ります。 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動の結果得られた資金は 9,093百万円（前連結会計年度比 9,071百万円改善）となりました。これらの収入の

主な内訳は、子会社株式の売却による収入 4,945百万円、事業分割交付金による収入 2,000百万円、投資有価証券の売

却による収入 1,718百万円であり、支出の主な内訳は、固定資産の取得による支出 1,035百万円であります。 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動の結果減少した資金は 11,530百万円（前連結会計年度比 10,968百万円悪化）となりました。これは主に、

社債償還による支出 7,100百万円、社債買入償還による支出 2,645百万円、短期借入金及び長期借入金の返済 1,596百

万円であります。 

 

キャッシュ・フロー指標のトレンド 

 平成18年12月期 平成19年12月期 平成20年12月期 

自 己 資 本 比 率 51.3％ 28.2％ 52.5％

時 価 ベ ー ス の 

自 己 資 本 比 率 
49.1％ 23.4％ 29.4％

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ―％ ―％ ―％

イ ン タ レ ス ト ・ 

カ バ レ ッ ジ ・ レ シ オ 
―倍 ―倍 ―倍

（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 

※各指標はいずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

※株式時価総額は、期末株価終値×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。 

※営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しており

ます。 

※有利子負債は、連結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負債を対象としております。 

※利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

※営業キャッシュ・フローがマイナスのためキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・

レシオは記載しておりません。 
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（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、長期の安定配当の継続に加えて毎期の成果配分を行うことを配当政策の基本方針としております。 

また、内部留保金につきましては、主力事業である遊技機関連事業のための開発、製造、販売等の強化や新規事業開拓、

新製品開発に充当するとともに、将来の事業展開に備えて確保いたしております。 

しかしながら、当連結会計年度につきましては、業績の低迷により誠に遺憾ながら配当を見送る方針であります。 

 

（４）事業等のリスク 

決算短信に記載した事業の状況、経理の状況に関する事項のうち、投資家の判断に影響を及ぼす可能性のある事項には、

以下のようなものがあります。 

これらのリスク項目は当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものでありますが、発生の可能性のあ

るリスクの全てを網羅するものではありません。 

 

① 法的規制について 

遊技機関連製品事業におけるパチスロ遊技機及びパチンコ遊技機につきましては、昭和60年２月に施行された「風俗

営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に基づき定められた「国家公安委員会規則第四号（遊技機の認定及び

型式の検定等に関する規則）」による法的規制を受けております。このため、新機種毎に指定試験機関による型式試験及

び都道府県公安委員会による型式検定に適合することが必要であります。これら法律及び規則の改正が行われた場合に

おいても、当該改正に対応した新機種の開発を行ってまいりますが、開発計画に大幅な変更を余儀なくされる場合には、

当社グループの経営成績が影響を受ける可能性があります。 

一方、プリペイドカード関連事業及びその製品の販売については、直接的には法的規制の対象ではありませんが、販

売先である遊技場は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」及び「都道府県条例」の規制を受けており

ます。したがいまして、上記の遊技場に係る法的規制の改正が行われ、遊技場への販売・設置に際して営業上重要な影

響が生じる場合には、当社グループの経営成績が影響を受ける可能性があります。 

 

② 製品のライフサイクルが短いことについて 

当社グループの主力製品であるパチスロ遊技機及びパチンコ遊技機の認定有効期間は国家公安委員会規則により、３

年間と定められておりますが、実際上は遊技場顧客の嗜好性の変化及び競合他社の新製品導入状況により数ヵ月程度と

短いうえ、販売初期段階に出荷が集中する傾向にあります。当社グループは常に遊技場業界の動向、遊技場顧客の嗜好

の変化を収集・分析し、新機種の企画・開発に反映させるとともに、在庫リスクを回避すべく、部材の共有化及び在庫

管理を徹底し、受注状況と生産能力とを勘案し生産計画を策定・実施いたしておりますが、初期出荷分については見込

み生産を行っていること及び一部の長納期部材につきましては、先行発注する必要があるため、実際の販売状況が計画

と乖離した場合には棚卸資産の廃棄損等が発生する可能性があります。 

 

③ 遊技機の販売動向について 

当社グループの主力事業である遊技機事業の販売動向は、遊技場顧客の嗜好の変化及び競合他社新製品の販売動向に

よって大きく左右される傾向にあります。 

したがいまして、遊技機の販売予測は製品の開発段階ないし市場投入以前には正確に予測できるとは限らず、製品の

投入時点及び投入後の市場環境変化によっては、当社グループの経営成績等が影響を受ける可能性があります。 

  

④ 医療環境事業における運営上のリスク 

当社グループは、第47期より医療環境事業を発足（先述のとおり、現在は、当社100％子会社であるアビメディカル株

式会社が当該事業を承継）させており、口臭測定器「オーラルクロマ」をはじめ、半導体ガスセンサを活用した測定器

の開発など、新規性の高い製品の開発を積極的に行っております。しかし製品化及び販売開始までには相当の研究開発

期間を要する可能性があることから、計画どおりの事業展開ができない場合には、当社グループの経営成績に影響を与

える可能性があります。 

 

⑤ 訴訟について 

当社グループでは現在重要な係争中の案件はなく、第三者の知的財産を侵害することがない様、訴訟リスク回避のた

めに対策を講じてまいりますが、当社グループの製品が第三者の権利を侵害するものとして訴訟を提起された場合には、

当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。 

 

⑥ 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

詳細については、「継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況」（17頁）をご参照ください。 
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２．企業集団の状況  

当社グル－プは、当社と子会社５社及び関連会社４社の 10 社で構成され、パチスロ遊技機、パチンコ遊技機関連製品、

遊技場向プリペイドカードシステム機器、医療関連機器及びその周辺機器の製造・販売による事業活動を展開しております。 

なお、平成 20 年１月に会社分割により医療環境事業を承継したアビメディカル㈱を連結子会社として連結の範囲に含め

ております。クリエイションカード㈱については平成20年８月１日に全株式をグローリー㈱に譲渡しております。Biz Share

㈱は平成 20 年 10 月６日付けでアビリットサービス㈱から社名変更しております。 

 

 

 当社グル-プが営む主な事業の内容は次の通りであります。 

事業区分 会社名 主な事業内容 

遊技機関連事業 

当社 

アビリット販売㈱ 

シスコン㈱ 

Biz Share㈱ 

㈱イープレイ 

ユビテクノ㈱ 

㈱バリューキャピタル 

パチスロ遊技機、パチンコ遊技機関連製

品及びその周辺機器の製造・販売 

プリペイドカード関連事業 
当社 

クリエイション・クレジット㈱ 

遊技場向プリペイドカードシステム機器

の製造・販売(ＯＥＭ)・リース業等 

医療環境事業 
アビメディカル㈱ 

その他一社 

口臭測定器等医療関連機器の製造、開発

及び販売 

 （注） 主要な会社の連結会計上における関係は次のとおりであります。 

     連結子会社             クリエイション・クレジット㈱ 

                       シスコン㈱ 

                       アビリット販売㈱ 

                       アビメディカル㈱ 

 

非連結子会社（持分法適用会社）   Biz Share㈱ 

 

関連会社（持分法適用会社）     ㈱イープレイ 

 

     関連会社（持分法非適用会社）    ユビテクノ㈱ 

㈱バリューキャピタル 
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事業の系統図は次のとおりであります。

製品の流れ

ユ
　
ー

　
ザ
　
ーメ　ー　カ　ー

販 売 代 理 店

シ ス コ ン ㈱

㈱ イ ー プ レ イ 販 売 代 理 店

ア
ビ
リ

ッ
ト
販
売
㈱

ユ ビ テ ク ノ ㈱

・ 直販

遊
技
機
周
辺
機
器
販
売
会
社

連 結 子 会 社 非連結子会社 関　連　会　社

遊
技
機
関
連
事
業

・ 出 資

医
療
環
境
事
業

プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー

ド
関
連
事
業

・ 開 発 委 託

・ 開 発 委 託

・ 出 資

遊
技
機
メ
ー

カ
ー

・ ユニット供給

ア
ビ
メ
デ
ィ
カ
ル
㈱

当
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
社

販売代理店

遊
　
　
　
　
　
　
　
技
　
　
　
　
　
　
　
場

遊
　
　
技
　
　
場

・ ユニット供給

クリエイション・クレジット㈱

Ｂｉｚ Ｓｈａｒｅ㈱
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３．経営方針  

（１）会社経営の基本方針 

当社グループは、｢高度で独創的な技術開発力とベンチャースピリットを発揮し、パチスロ遊技機、パチンコ遊技機に

おいて、優位性のある市場地位を獲得すると共に、新規事業を積極的に開拓し、持続的な成長を目指す｣ことにより株主

の期待に応えることを、経営の基本方針としております。 

 
（２）目標とする経営指標 

当社グループは株主利益を重視する観点から、当面の目標とする経営指標を自己資本当期純利益率10％以上、売上高営

業利益率20％以上としております。 

当社グループは、引き続き経営の効率化に努め、主力事業の再強化並びに、医療環境事業における収益機会の獲得を積

極的に推し進めることにより、目標とする経営指標の達成に向けて経営努力を行ってまいります。 

 

（３）中期的な経営戦略及び会社の対処すべき課題 

当社グループは遊技産業を事業領域とした遊技機関連事業（パチスロ遊技機部門、パチンコ遊技機部門）を主力事業と

して位置付け、当社独自の技術力及び企業提携によるシナジー効果を発揮することにより、競争力の確保、ブランド構築

を図ってまいります。 

また、日本におけるカジノ導入を視野に入れ、カジノ事業参入に向けた市場調査並びに事業提携の推進等、ベンチャー

スピリットの発揮による新規事業分野の開拓にも、積極的に取り組んでまいります。 

 

① 遊技機関連事業について 

遊技場業界においては、参加人口、遊技場数とも減少の一途を辿っており、行過ぎた射幸性を是正し、遊技場及び遊

技機メーカーが一体となって業界の抜本的な構造改革に取り組み、新規顧客の参加のみならず、過去に遊技をされてい

たプレイヤーの回帰を促すことが、今後の高齢化、余暇時代における健全な大衆娯楽として社会的貢献を果たしていく

上での喫緊の課題となっております。 

ここ数年間における遊技機関連事業の不振の原因は、遊技業界のマクロ環境の悪化もさることながら、当社の開発・

販売体制の整備運用による部分が大きいものと考えております。 

したがいまして、当社グループの商品開発及び販売体制を、企画マーケティング機能強化と販売・開発機能の合理化

の観点から抜本的に見直し、個性的な遊技機の開発によって確固たる自社ブランドを確立し、業界の事業環境に即した

魅力的かつ新規性の高い提案営業の推進により、業界内における強固な信頼関係及び安定的高収益構造を構築するとと

もに、遊技機の戦略的市場投入を行ってまいります。 

また、在庫水準の適正化については、当社ブランドの生産・販売計画を勘案の上、生産・資金効率の観点からユニッ

ト供給施策を積極的に推進してまいります。 

 

② 医療環境事業について 

当事業につきましては、会社分割により別会社組織として新たに発足したアビメディカル株式会社において黒字化達

成にむけ、業績管理の強化、機動的な事業運営を行ってまいります。 

 

③ 知的財産権の確立 

当社グループは、保有する知的財産権の確立と戦略的活用を重要な経営課題と位置付け、当社グループが保有する知

的財産権の管理方式を強化し、ライセンス(使用許諾)ビジネスにおける技術収益の黒字化を目指してまいります。 

また、当社が保有する特許権侵害に対する訴訟や、同業他社からの訴訟の提起などには、専門部署である総務部法務・

知財グループを中心に弁護士、弁理士を組織して対応し一定の成果を上げておりますが、これからも一層強化していく

考えであります。 
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１ 【連結財務諸表等】 

(1) 【連結財務諸表】 

① 【連結貸借対照表】 

 

  
前連結会計年度 

(平成19年12月31日) 
当連結会計年度 

(平成20年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金  5,823,839  1,052,419

２ 受取手形及び売掛金 ※2、3 6,942,744  6,052,775

３ 有価証券  10,093  9

４ たな卸資産  7,539,026  6,385,041

５ その他  2,311,973  2,223,752

６ 貸倒引当金  △287,800  △630,508

流動資産合計  22,339,877 66.0  15,083,490 81.2

Ⅱ 固定資産   

(1) 有形固定資産   

１ 建物及び構築物 ※２ 3,717,216 919,529 

減価償却累計額  1,711,470 2,005,745 484,482 435,047

２ 機械装置及び運搬具  1,194,366 1,113,169 

減価償却累計額  940,849 253,517 944,731 168,438

３ 工具器具備品  11,487,603 3,659,208 

減価償却累計額  8,513,894 2,973,708 2,416,915 1,242,292

４ 土地 ※２ 2,330,347  514,484

５ 建設仮勘定  7,486  5,022

有形固定資産合計  7,570,805 22.4  2,365,284 12.7

(2) 無形固定資産  591,639 1.8  552,758 3.0

(3) 投資その他の資産   

１ 投資有価証券 ※１ 2,581,093  369,498

２ 繰延税金資産  45,923  ―

３ その他  926,945  694,937

４ 貸倒引当金  △233,341  △493,342

投資その他の資産合計  3,320,620 9.8  571,093 3.1

固定資産合計  11,483,065 34.0  3,489,137 18.8

Ⅲ 繰延資産   

１ 創立費  ―  464

繰延資産合計  ― ―  464 0.0

資産合計  33,822,943 100.0  18,573,092 100.0

   

 －10－ 
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 －11－ 
 

 

  
前連結会計年度 

(平成19年12月31日) 
当連結会計年度 

(平成20年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

１ 支払手形及び買掛金 ※３ 7,686,544  5,032,810

２ 短期借入金 ※２ 2,166,000  1,109,771

３ １年以内返済 
予定長期借入金 

※２ 540,566  99,670

４ 未払法人税等  33,007  17,567

５ 賞与引当金  148,257  79,989

６ 役員賞与引当金  2,800  3,200

７ その他 ※３ 1,459,115  1,738,328

流動負債合計  12,036,290 35.6  8,081,338 43.5

Ⅱ 固定負債   

１ 新株予約権付社債  10,000,000  ―

２ 長期借入金 ※２ 239,670  140,000

３ 繰延税金負債  ―  178

４ その他  2,010,642  598,602

固定負債合計  12,250,312 36.2  738,780 4.0

負債合計  24,286,602 71.8  8,820,118 47.5

   

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金  5,967,239 17.6  5,967,239 32.1

２ 資本剰余金  8,516,957 25.2  2,516,934 13.6

３ 利益剰余金  △4,571,913 △13.5  1,550,108 8.3

４ 自己株式  △281,488 △0.8  △281,565 △1.5

株主資本合計  9,630,795 28.5  9,752,717 52.5

Ⅱ 評価・換算差額等   

１ その他有価証券 
  評価差額金 

 △94,454  256 0.0

評価・換算差額等合計  △94,454 △0.3  256 0.0

純資産合計  9,536,340 28.2  9,752,973 52.5

負債及び純資産合計  33,822,943 100.0  18,573,092 100.0
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② 【連結損益計算書】 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高  19,977,700 100.0  11,356,899 100.0

Ⅱ 売上原価 ※１ 19,010,456 95.2  7,666,957 67.5

売上総利益  967,243 4.8  3,689,941 32.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

１ 販売手数料  722,676 484,419 

２ 給与手当  1,188,324 883,526 

３ 賞与引当金繰入額  71,248 29,667 

４ 減価償却費  273,609 226,115 

５ 貸倒引当金繰入額  23,526 367,811 

６ その他 ※２ 5,223,445 7,502,832 37.5 3,433,824 5,425,366 47.8

営業損失  6,535,588 △32.7  1,735,424 △15.3

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息  99,163 33,602 

２ 受取賃貸料  35,680 19,423 

３ 負ののれん償却額  19,424 ― 

４ 情報料収入  53,128 25,702 

５ その他  53,833 261,231 1.3 74,141 152,870 1.3

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息  36,211 45,719 

２ 貸倒引当金繰入額  78,284 216,591 

３ 複合金融商品評価損  116,950 ― 

４ 持分法投資損失  57,085 63,379 

５ 商品化権等一括償却損  ― 73,705 

６ その他  40,176 328,707 1.7 56,937 456,333 4.0

経常損失  6,603,065 △33.1  2,038,887 △18.0
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前連結会計年度 

(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅵ 特別利益   

１ 固定資産売却益 ※３ 86,019 8,774 

２ 投資有価証券売却益  ― 4,539,923 

３ 賞与引当金戻入益  ― 133,810 

４ 社債買入償還益  ― 255,000 

５ その他  ― 86,019 0.4 127,654 5,065,163 44.6

Ⅶ 特別損失   

１ 固定資産売却損 ※４ ― 1,440,131 

２ 固定資産除却損 ※５ 32,492 146,692 

３ 棚卸資産処分損  20,901 ― 

４ 棚卸資産評価損  4,058,091 ― 

５ 投資有価証券評価損  642,456 1,565 

６ 投資有価証券売却損  ― 331,730 

７ 減損損失 ※６ 925,870 ― 

８ 開発中止損失  ― 597,354 

９ その他  146,266 5,826,078 29.1 325,498 2,842,973 25.0

税金等調整前当期純利益又
は純損失（△） 

 △12,343,124 △61.8  183,303 1.6

法人税、住民税 
及び事業税 

 18,655 15,357 

過年度法人税等  7,919 ― 

法人税等調整額  9,483 36,058 0.1 45,923 61,281 0.5

少数株主利益又は 
少数株主損失（△） 

 △9,539 0.0  ― ―

当期純利益又は 
純損失 (△) 

 △12,369,642 △61.9  122,022 1.1
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③ 【連結株主資本等変動計算書】 

前連結会計年度(自 平成19年１月１日 至 平成19年12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 

少数株主
持分 

純資産合計

平成18年12月31日残高(千円) 5,967,239 8,516,965 8,143,577 △281,060 22,346,721 △455,860 9,539 21,900,400

連結会計年度中の変動額    

 剰余金の配当  △345,848 △345,848   △345,848

 当期純損失  △12,369,642 △12,369,642   △12,369,642

 自己株式の取得  △447 △447   △447

 自己株式の処分  △7 19 11   11

株主資本以外の項目の連結会
計年度中の変動額(純額)  

 361,406 △9,539 351,866

連結会計年度中の 
変動額合計(千円) 

― △7 △12,715,491 △427 △12,715,926 361,406 △9,539 △12,364,060

平成19年12月31日残高(千円) 5,967,239 8,516,957 △4,571,913 △281,488 9,630,795 △94,454 ― 9,536,340

 

当連結会計年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12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 

少数株主
持分 

純資産合計

平成19年12月31日残高(千円) 5,967,239 8,516,957 △4,571,913 △281,488 9,630,795 △94,454 ― 9,536,340

連結会計年度中の変動額    

 資本準備金取崩による欠損
補填 

 △6,000,000 6,000,000 ―   ―

 剰余金の配当  ―   ―

 当期純利益  122,022 122,022   122,022

 自己株式の取得  △114 △114   △114

 自己株式の処分  △23 38 14   14

株主資本以外の項目の連結会
計年度中の変動額(純額)  

 94,711  94,711

連結会計年度中の 
変動額合計(千円) 

― △6,000,023 6,122,022 △76 121,921 94,711 ― 216,632

平成20年12月31日残高(千円) 5,967,239 2,516,934 1,550,108 △281,565 9,752,717 256 ― 9,752,973
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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前当期純利益 
又は当期純損失（△） 

 △12,343,124 183,303 

減価償却費  1,227,099 949,911 

減損損失  925,870 ― 

負ののれん償却額  △19,424 ― 

持分法による投資損失  57,085 63,379 

役員賞与引当金の増減額(減少：△)  △3,000 ― 

賞与引当金の増減額(減少：△）  19,735 △68,268 

貸倒引当金の増減額(減少：△)  △450,227 612,909 

投資有価証券売却益  ― △4,539,923 

投資有価証券売却損  23,092 331,730 

投資有価証券評価損  642,456 1,565 

複合金融商品評価損  116,950 ― 

商品化権等一括償却  ― 73,705 

固定資産除却損  32,492 146,692 

固定資産売却損  549 1,440,131 

固定資産売却益  △86,019 △8,774 

開発中止損失  ― 597,354 

社債買入償還益  ― △255,000 

受取利息及び受取配当金  △117,558 △45,264 

支払利息  36,211 45,719 

為替差損益  81 486 

売上債権の増減額(増加：△)  △2,478,286 764,818 

たな卸資産の増減額(増加：△)  8,536,691 △335,400 

仕入債務の増減額(減少：△)  2,931,172 △2,653,733 

未払金の増加額  37,572 199,009 

その他流動資産の増減額(増加：△)  358,505 △400,981 

その他負債の増減額（減少：△）  △182,801 559,150 

その他  114,252 △73,055 

小計  △620,623 △2,410,534 

利息及び配当金の受取額  184,710 42,297 

利息の支払額  △36,617 △39,449 

法人税等の還付額  17,099 84,161 

法人税等の支払額  △103,896 △20,337 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △559,327 △2,343,862 
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前連結会計年度 

(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の払戻による収入  50,000 ― 

短期貸付金の純減少額  173,182 96,035 

長期貸付金の貸付による支出  △300,000 ― 

長期貸付金の回収による収入  269,912 189 

有価証券の取得による支出  △9 △9 

有価証券の償還による収入  9 9 

投資有価証券の取得による支出  △1,108,686 ― 

投資有価証券の売却による収入  1,502,166 1,718,924 

会員権売却による収入  ― 25,460 

子会社株式の取得による支出  ― △54,876 

子会社株式の売却による収入  ― 4,945,000 

事業分割交付金による収入  ― 2,000,000 

固定資産の取得による支出  △714,913 △1,035,579 

固定資産の売却による収入  154,061 1,443,386 

その他  △3,655 △44,855 

投資活動によるキャッシュ・フロー  22,066 9,093,683 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増減額（減少：△）  1,086,000 △1,056,228 

長期借入金の返済による支出  △1,120,908 △540,566 

社債償還による支出  ― △7,100,000 

社債買入償還による支出  ― △2,645,000 

自己株式の取得による支出  △447 △114 

自己株式の売却による収入  11 14 

リース債務の返済による支出  △181,404 △186,964 

配当金の支払額  △346,054 △1,979 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △562,801 △11,530,838 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △81 △486 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額  △1,100,143 △4,781,502 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  6,934,066 5,833,922 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  5,833,922 1,052,419 
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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 

 

前連結会計年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当社グループは、当連結会計年度において、12,369百

万円の当期純損失を計上した結果、前連結会計年度の当

期純損失4,423百万円計上に続き２期連続当期純損失と

なりました。また、純資産の大幅な減少により、取引金

融機関１社とのコミットメントライン（特定融資枠）契

約の一部の財務制限条項への抵触及び転換社債型新株予

約権付社債の繰上償還請求の可能性、新規借入の実行等

について慎重に検討する必要が生じております。 

これらの状況により、当連結会計年度において、当社

グループには継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事

象が存在しております。 

当該状況を解消すべく、あらためて当社グループ全般

にわたり事業構造のあり方を見直すとともに、採算性、

必要性、成長性を厳しく査定し「事業の選択と集中」を

大胆に推し進めてまいります。 

特に、当社グループの主力事業であります遊技機関連

事業におきましては、開発から生産、販売にいたる各機

能分野における徹底した合理化を推進してまいります。

財務面におきましては、上記転換社債型新株予約権付

社債の繰上償還請求に対する償還資金を確保し財務状態

を安定させるために、当社の主要金融機関の支援のも

と、一部事業の売却を予定しており、すでに特定の事業

会社との交渉が具体化しつつあります。 

さらに、償還資金の金融支援を含め、手元資金及び借

入金の借り換え等当面の資金繰りについては主要金融機

関から必要な金融支援に関して同意を頂いております。

このような施策の結果、財務体質の強化及び収益の改

善を図ることにより、継続企業の前提に関する重要な疑

義を解消できるものと判断しております。 

連結財務諸表は継続企業を前提として作成されてお

り、このような重要な疑義を連結財務諸表には反映して

おりません。 

 

当社グループには、前連結会計年度における２期連続

営業損失の計上、及び平成20年９月における2010年満期

円貨建転換社債型新株予約権付社債（以下、ＣＢといい

ます）の繰上償還の困難性等を原因とする、継続企業の

前提に重要な疑義を抱かせる事象が存在しておりまし

た。 

当該事象のうち、財務上の 大の課題でありました平

成20年９月におけるＣＢの繰上償還請求につきまして

は、当連結会計年度において、全額を償還しておりま

す。具体的には、平成20年８月にグローリー株式会社に

対してプリペイドカード関連事業を6,760百万円にて譲

渡し、さらには、同年９月に本社並びに伊勢工場につい

て不動産管理信託契約を締結の上、信託受益権を1,400

百万円で譲渡したこと等により、償還資金の確保等を実

施したものであります。 

しかしながら、当連結会計年度においても営業損失

1,735百万円を計上したこと、また、新規資金調達の可

能性については慎重に検討を要する状況が継続すること

等、当社グループには継続企業の前提に重要な疑義を抱

かせる事象が未だ存在しております。 

当社グループでは、当該状況を根本的に解消すべく、

グループ全般に渡る事業構造のあり方を見直し、かつ、

遊技機関連事業への原点回帰を基軸とする経営構造改革

を推進実行中であります。 

特に、開発から生産、販売にいたるまでの各機能分野

において徹底した合理化を更に推進し、当連結会計年度

の第４四半期において発売した「鬼浜爆走紅蓮隊 爆音

烈士編」に代表されるヒット機種の安定的供給を継続す

べく、現在、実績・ポテンシャル重視の組織改革、及び

強化・活性化を図っております。 

財務面につきましては、引続き主要金融機関のご協力

並びに事業会社の支援を要請してまいります。 

以上のような各種施策の実施に伴う財務体質の強化、

及び収益の改善を図ることにより、当社グループは継続

企業の前提に関する重要な疑義を解消できるものと判断

しております。 

なお、連結財務諸表は継続企業を前提として作成され

ており、このような重要な疑義の影響を連結財務諸表に

は反映しておりません。 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

１ 連結の範囲に関
する事項 

(1) 連結子会社の数 ３社 
クリエイション・クレジット㈱ 
シスコン㈱ 
アビリット販売㈱ 

(1) 連結子会社の数 ４社 
クリエイション・クレジット㈱ 
シスコン㈱ 
アビリット販売㈱ 
アビメディカル㈱ 
アビメディカル㈱については平成
20年１月に会社分割により設立
し、当連結会計年度より連結の範
囲に含めております。 

 (2) 主要な非連結子会社の名称等 
クリエイションカード㈱ 
アビリットサービス㈱ 
ユビテクノ㈱ 
ＡＢＩＴＥＣＨ㈱については、平成19年９
月４日に清算結了いたしております。 

(2) 主要な非連結子会社の名称等 
Biz Share㈱ 
クリエイションカード㈱について
は平成20年８月に全株式をグロー
リー㈱に譲渡しております。 
Biz Share㈱は平成20年10月６日
付でアビリットサービス㈱から社
名変更しております。 
ユビテクノ㈱については平成20年
８月に保有株式を一部売却したた
め関連会社としております。 

  (連結の範囲から除いた理由) 
総資産、売上高、当期純損益(持分に見合
う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等
が、いずれも連結財務諸表に重要な影響を
及ぼしていないためであります。 

 (連結の範囲から除いた理由) 
同左 

２ 持分法の適用に
関する事項 

(1) 持分法適用の非連結子会社数 
１社

アビリットサービス㈱ 

(1) 持分法適用の非連結子会社数 
１社

Biz Share㈱ 
Biz Share㈱は平成20年10月6日
付でアビリットサービス㈱から社
名変更しております。 

 (2) 持分法適用の関連会社数 １社 
㈱イープレイ 

(2) 持分法適用の関連会社数 １社 
㈱イープレイ 

 (3) 持分法を適用していない非連結子会社及び
関連会社のうち、主要な会社等の名称 

クリエイションカード㈱ 
ユビテクノ㈱ 
㈱バリューキャピタル 

(3) 持分法を適用していない非連結子
会社及び関連会社のうち、主要な
会社等の名称 

ユビテクノ㈱ 
㈱バリューキャピタル 

 持分法を適用しない理由 
持分法非適用会社は、それぞれ当期純損
益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持
分に見合う額)等が連結財務諸表に重要
な影響を及ぼしていないため、持分法の
適用範囲から除外しております。 

持分法を適用しない理由 
同左 

３ 連結子会社の事
業年度等に関す
る事項 

連結子会社のうち、クリエイション・クレジッ
ト㈱の決算日は6月30日、シスコン㈱の決算日
は9月30日であります。連結財務諸表の作成に
あたっては、クリエイション・クレジット㈱に
ついては前事業年度の財務諸表と連結決算日現
在で中間決算に準じて仮決算を行った中間財務
諸表とで必要な調整を行った後の財務諸表を使
用しております。また、シスコン㈱について
は、９月30日現在の財務諸表を使用しておりま
す。ただし、10月1日から連結決算日12月31日
までの期間に発生した重要な取引については、
連結上必要な調整を行っております。 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

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 

① 有価証券 

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しており

ます。なお、組込デリバティ

ブを区分して測定することが

できない複合金融商品は、全

体を時価評価し、評価差額を

当連結会計年度の損益に計上

しております。) 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

 時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

 ② デリバティブ 

時価法 

② デリバティブ 

同左 

 ③ たな卸資産 

主として総平均法による原価法 

③ たな卸資産 

同左 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方

法 

有形固定資産 

建物（建物付属設備除く） 

旧定額法によっております。但し、

平成10年３月31日以前取得のものに

ついては旧定率法によっておりま

す。 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法 

  有形固定資産 

    同左 

 リース資産 

定額法によっております。但し、平

成19年３月31日以前取得のものにつ

いては旧定額法によっております。 

 

 建物（建物付属設備除く）及びリース

資産以外 

定率法によっております。但し、平

成19年３月31日以前取得のものにつ

いては旧定率法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下の通りであ

ります。 

建物 ：２年～50年

工具器具備品 ：２年～20年
 

 

 無形固定資産(リース資産含む) 

定額法 

なお、自社利用の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)に基づく定額法によっております。 

無形固定資産(リース資産含む) 

同左 

（追加情報） 

当社及び連結子会社は、平成19年度

の法人税改正に伴い、平成19年3月31

日以前に取得した有形固定資産のう

ち償却可能限度額まで償却が完了し

ているものについては、残存価額を5

年間で均等償却しております。な

お、これに伴う損益への影響は43百

万円であります。 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

 (3)     ――― (3) 重要な繰延資産の処理方法 

 創立費については5年にわたり毎

期均等額を償却しております。 

 (4) 重要な引当金の計上基準 

① 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、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。 

(4) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

 ② 賞与引当金 

従業員への賞与の支給に備えるため、

将来の支給見込額のうち、当連結会計

年度の負担すべき金額を計上しており

ます。 

② 賞与引当金 

同左 

 ③ 役員賞与引当金 

役員への賞与の支給に備えるため、将

来の支給見込額のうち、当連結会計年

度の負担すべき金額を計上しておりま

す。 

③ 役員賞与引当金 

    同左 

 (5) 重要なリース取引の処理方法 

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、通常の売買取引に

係る方法に準じた会計処理をしておりま

す。 

(5) 重要なリース取引の処理方法 

同左 

 (6) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。な

お、金利スワップ取引については、特

例処理の要件を満たしている場合は、

特例処理によっております。 

(6) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

(イ)ヘッジ手段 … 金利スワップ取引 

(ロ)ヘッジ対象 … 借入金 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

(イ) ヘッジ手段 … 同左 

(ロ) ヘッジ対象 … 同左 

 ③ ヘッジ方針 

資金調達における将来の市場金利の変

動にかかるリスクを回避することを目

的としております。 

③ ヘッジ方針 

同左 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ対象の相場変動またはキャッシ

ュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の

相場変動またはキャッシュ・フロー変

動の累計を比較し、その変動額の比率

によって有効性を評価しております。

ただし、特例処理によっている金利ス

ワップ取引については、有効性の判定

を省略しております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

 (7) 消費税等の会計処理の方法 

税抜方式によっております。 

(7) 消費税等の会計処理の方法 

同左 

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方

法は、全面時価評価法によっており

ます。 

同左 

６ のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

のれん及び負ののれんの償却につい

ては、発生日以後５年間で均等償却

を行っております。 

――― 

７ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金(現金及び現金同等物)は、

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、

価値変動について僅少なリスクしか

負わない取得日から３ヶ月以内に償

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19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

（有形固定資産の減価償却の方法） 

当連結会計年度より、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。 

この変更により、従来の方法に比べて、営業損失、経

常損失及び税金等調整前当期純損失が15,515千円多く計

上されております。 

――― 
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表示方法の変更 

 

前連結会計年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

（連結貸借対照表） 

従来、「支払手形及び買掛金」に含めていた設備支払

手形（当連結会計年度末729,949千円）は、負債及び純

資産の合計額の100分の１を超えたため流動負債の「そ

の他」に含めて表示しております。 

なお、前連結会計年度の「支払手形及び買掛金」に含

まれる設備支払手形は、134,350千円であります。 

――― 

――― （連結損益計算書） 

 従来、特別損失の「その他」に含めていた固定資産

売却損（当連結会計年度末1,440,131千円）は、特別損

失の合計額の100分の10を超えたため区分掲記しており

ます。 

なお、前連結会計年度の特別損失の「その他」に含

まれる固定資産売却損は549千円であります。 
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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19年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成20年12月31日) 

※１ 非連結子会社及び関連会社に対する主な資産は、

次の通りであります。 

子会社株式 
(投資有価証券に含まれる) 

271,139千円

関連会社株式 
(投資有価証券に含まれる) 

262,968千円

 

※１ 非連結子会社及び関連会社に対する主な資産は、

次の通りであります。 

子会社株式 
(投資有価証券に含まれる) 

10,000千円

関連会社株式 
(投資有価証券に含まれる) 

202,765千円

 
  

※２ 担保に供している資産及びこれに対応する債務

は、次の通りであります。 

  (イ)担保に供している資産 

受取手形及び売掛金 2,690,981千円

計 2,690,981千円
 

※２ 担保に供している資産及びこれに対応する債務

は、次の通りであります。 

  (イ)担保に供している資産 

受取手形及び売掛金 1,053,159千円

土地 463,371千円

建物及び構築物 342,943千円

計 1,859,475千円
 

  (ロ)上記に対応する債務は、次の通りであります。

短期借入金 1,756,000千円

１年以内返済予定長期借入金 415,380千円

長期借入金 239,670千円
 

  (ロ)上記に対応する債務は、次の通りであります。

短期借入金 1,109,771千円

１年以内返済予定長期借入金 99,670千円

長期借入金 140,000千円
 

  

※３ 連結会計年度末日満期手形の会計処理は、手形交

換日をもって決済処理しております。したがっ

て、当連結会計年度末日が休日のため次の通り連

結会計年度末日満期手形が当連結会計年度末残高

に含まれております。 

受取手形 889,884千円

支払手形 3,009,757千円

その他（流動負債） 211,971千円
 

※３ 連結会計年度末日満期手形の会計処理は、手形交

換日をもって決済処理しております。したがっ

て、当連結会計年度末日が休日のため次の通り連

結会計年度末日満期手形が当連結会計年度末残高

に含まれております。 

受取手形 86,229千円

支払手形 263,933千円

その他（流動負債） 46,622千円
 

  

４ コミットメントライン（特定融資枠）契約 

運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融

機関１社と特定融資枠契約を締結しておりま

す。この契約に基づく当連結会計年度末の借入

未実行残高は次のとおりであります。 

貸付極度額 3,000,000千円

借入実行残高 ― 千円

差引額 3,000,000千円

なお、平成20年１月18日付でコミットメントライ

ンの契約を終了致しました。 

４                ――― 
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(連結損益計算書関係) 

 

前連結会計年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

※１ 売上原価には、原価性を有する棚卸資産評価損が

4,511,176千円含まれております。 

 

※１ 売上原価には、原価性を有する棚卸資産評価損戻

入が5,026千円含まれております。 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費の総額 

 2,619,520千円

 
 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費の総額 

 1,363,639千円
 

※３ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

土地 61,819千円

建物 23,663千円

工具器具備品 536千円

 
 

※３ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

土地 7,960千円

建物及び構築物 813千円

 
 

※４        ――― ※４ 固定資産売却損の内訳は次の通りであります。 

建物及び構築物 898,601千円

 土地 486,820千円

 工具器具備品 54,709千円

 
 

※５ 固定資産除却損の内訳は次の通りであります。 

工具器具備品 31,329千円

 建物 846千円

 車両運搬具 316千円
 

※５ 固定資産除却損の内訳は次の通りであります。 

工具器具備品 142,729千円

 建物及び構築物 3,911千円

 機械装置 50千円
 

  

※６ 減損損失 

当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上しました。 

用途 種類 場所 
金額 

（千円）

全社 建物 大阪市３件 199,047

建物 359,197
遊技機 
関連事業 

土地 

大阪市３件 
他１件 

33,786

建物 199,000プリペイ 
ドカード 
関連事業 土地 

大阪市３件 
他１件 

71,601

医療環 
境事業 

建物 大阪市１件 63,236

合計 925,870

 

当社グループは、事業区分単位にグルーピングを行

っております。また、共用資産については、本社を含

む、より大きな単位でグルーピングしております。な

お、事業の用に直接供していない遊休資産、福利厚生

施設等については個別に取り扱っております。当社グ

ループの営業活動から生ずる損益は、前連結会計年度

及び当連結会計年度がマイナスであるため、全社、遊

技機関連事業、プリペイドカード関連事業について、 

※６        ――― 
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前連結会計年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

また、医療環境事業については、営業活動から生ずる

損益が過去２期継続してマイナスとなっているため、

減損損失の計上を行っております。なお、当資産グル

ープの回収可能価額は正味売却価額によっており、不

動産鑑定評価額等に基づいて算定しております。 
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(連結株主資本等変動計算書関係) 

前連結会計年度（自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日） 

 

１ 発行済株式に関する事項                           （単位：株） 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式 35,175,916 ― ― 35,175,916

 

 

２ 自己株式に関する事項                            （単位：株） 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式 591,025 914 40 591,899

(注) 普通株式の自己株式の増加914株は、単元未満株式の買取による増加であり、減少40株は単元未満株式の買増

請求による売渡であります。 

 
 

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 
１株当たり
配当額 

基準日 効力発生日 

平成19年３月27日 
定時株主総会 

普通株式 345,848千円 10.00円 平成18年12月31日 平成19年３月28日

 

当連結会計年度（自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日） 

 
１ 発行済株式に関する事項                           （単位：株） 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式 35,175,916 ― ― 35,175,916

 
 

２ 自己株式に関する事項                            （単位：株） 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式 591,899 685 80 592,504

(注) 普通株式の自己株式の増加685株は、単元未満株式の買取による増加であり、減少80株は単元未満株式の買増

請求による売渡であります。 

 
 

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 
該当事項はありません。 
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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19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12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

記載されている科目の金額との関係 

(平成19年12月31日)

現金及び預金勘定 5,823,839千円

取得日から３ヶ月以内に償還 
期限の到来する短期投資 

10,083千円

現金及び現金同等物 5,833,922千円

 
 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

記載されている科目の金額との関係 

(平成20年12月31日)

現金及び預金勘定 1,052,419千円

現金及び現金同等物 1,052,419千円
 

２ 重要な非資金取引の内容 

  当連結会計年度に新たに計上したファイナンス・リ

ース取引に係る資産および負債の額は、それぞれ

393,687千円であります。 

２ 重要な非資金取引の内容 

          ――― 
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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19年１月１日 至 平成19年12月31日) 

 

 
遊技機 
関連事業 
(千円) 

プリペイド
カード 
関連事業 
(千円) 

医療環境 
事業 
(千円) 

計(千円) 
消去又は 
全社(千円) 

連結(千円)

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 

12,196,936 7,688,114 92,649 19,977,700 ― 19,977,700

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― ― ― ― (―) ―

計 12,196,936 7,688,114 92,649 19,977,700 (―) 19,977,700

営業費用 18,696,220 6,025,834 594,204 25,316,259 1,197,029 26,513,288

営業損益 △6,499,283 1,662,279 △501,554 △5,338,559 (1,197,029) △6,535,588

Ⅱ 資産   

資産 15,143,022 8,347,008 975,214 24,465,244 9,357,698 33,822,943

(注) １ 当社グループの事業区分は、製品の種類・性質等の類似性を考慮して行っております。 

２ 各区分に属する主要な製品 

 

事業区分 主要製品 

遊技機関連事業 パチスロ遊技機・パチンコ遊技機関連製品 

プリペイドカード関連事業 遊技場向プリペイドカードシステム機器 

医療環境事業 口臭測定器等医療関連機器 

３ 当連結会計年度における営業費用のうち、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

1,197,029千円であり、その主なものは提出会社の総務・経理部門等管理部門に係る費用であります。 

４ 当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は9,357,698千円で

あり、その主なものは、提出会社の余資運用資金(現金預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部

門に係る資産等であります。 
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当連結会計年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日) 

 

 
遊技機 
関連事業 
(千円) 

プリペイド
カード 
関連事業 
(千円) 

医療環境 
事業 
(千円) 

計(千円) 
消去又は 
全社(千円) 

連結(千円)

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 

6,539,592 4,702,133 115,172 11,356,899 ― 11,356,899

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― ― ― ― (―) ―

計 6,539,592 4,702,133 115,172 11,356,899 (―) 11,356,899

営業費用 7,943,073 3,905,893 207,612 12,056,579 1,035,744 13,092,323

営業損益 △1,403,481 796,240 △92,439 △699,680 (1,035,744) △1,735,424

Ⅱ 資産   

資産 14,070,351 2,076,628 448,970 16,595,950 1,977,141 18,573,092

(注) １ 当社グループの事業区分は、製品の種類・性質等の類似性を考慮して行っております。 

２ 各区分に属する主要な製品 

 

事業区分 主要製品 

遊技機関連事業 パチスロ遊技機・パチンコ遊技機関連製品 

プリペイドカード関連事業 遊技場向プリペイドカードシステム機器 

医療環境事業 口臭測定器等医療関連機器 

３ 当連結会計年度における営業費用のうち、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

1,035,744千円であり、その主なものは提出会社の総務・経理部門等管理部門に係る費用であります。 

４ 当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は1,977,141千円で

あり、その主なものは、提出会社の余資運用資金(現金預金)、管理部門に係る資産等であります。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度及び当連結会計年度ともに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】 

前連結会計年度及び当連結会計年度ともに海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記

載を省略しております。 
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(１株当たり情報) 

 

前連結会計年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

１株当たり純資産額 275円74銭

 

１株当たり純資産額 282円01銭

 

１株当たり当期純損失金額 357円67銭

 

１株当たり当期純利益金額 3円53銭

  
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、新株引受権方式及び自己株式譲渡方式ストッ

クオプション制度の実施並びに新株予約権付社債を発

行しておりますが、１株当たり当期純損失が計上され

ているため記載しておりません。 

 
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、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

 

(注) １株当たり当期純利益又は純損失金額及び潜在株式調整後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19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当期純利益又は純損失（△）(千円) △12,369,642 122,022 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― 

普通株式に係る当期純利益又は純損失
（△） (千円) 

△12,369,642 122,022 

普通株式の期中平均株式数(千株) 34,584 34,583 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益金額の算定に含め

なかった潜在株式の概要 

平成11年９月28日定時株主総会
決議ストックオプション 
(新株予約権方式) 
 普通株式 26,000株 
 
平成15年１月１日合併により引
き継いだストックオプション 
(新株予約権方式) 
 普通株式  880株 
 
2010年満期円貨建転換社債型新
株予約権付社債 
（額面金額10,000,000千円） 
 
平成13年９月27日定時株主総会
決議ストックオプション 
(自己株式譲渡方式) 
 普通株式 2,500株 
 
平成15年１月１日合併により引
き継いだストックオプション 
(自己株式譲渡方式) 

普通株式 2,200株 

 

平成13年９月27日定時株主総会
決議ストックオプション 
(自己株式譲渡方式) 
 普通株式 1,500株 

（開示の省略） 

「関連当事者との取引」、「税効果会計関係」、「有価証券関係」、「デリバティブ取引関係」、

「ストック・オプション等関係」、「企業結合等関係」については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。
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(重要な後発事象) 

前連結会計年度(自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日) 

１ 経営構造改革 

当社は、平成20年３月19日開催の取締役会において、当社グループの経営構造改革の骨子について決議いたし

ました。 

(1) 経営構造改革の目的 

当社グループが２期連続の大幅な赤字となった原因は、当社グループの主力事業である遊技機関連事業の不

振にあります。それは、遊技業界のマクロ環境の悪化もさることながら、遊技機関連事業における開発・販売

体制及び各機能上の問題に負う部分が大きいものと考えております。 

しかしながら、当遊技機関連事業は業界トップクラスの商品開発力を有しており、当事業の収益構造の改善

及び当事業への経営資源の集中を行うことが当社経営改善に向けた不可欠の選択と考えております。 

したがいまして、遊技機関連事業への原点回帰を事業再構築の主軸とした経営構造改革を断行し、当面の難

局を乗り切ると共に安定的な収益を計上できるスリムで筋肉質な経営体質に転換してまいります。 

 

(2) 経営構造改革の骨子 

① 遊技機関連事業の再構築 

② プリペイドカード関連事業の譲渡 

③ グループ内の不採算事業及び関係会社の見直し 

④ 人員の適正配置、少数精鋭化によるコスト削減 

⑤ 保有資産の売却 

 

(3) 今後の見通し 

当該経営構造改革の具体的内容については、今後早急に決定し実行してまいります。このため業務に与える

影響については、現時点では不明であります。 

 

２ プリペイドカード関連事業の譲渡 

当社は、平成20年３月19日開催の取締役会において、グローリー株式会社との間でプリペイドカード関連事業

の譲渡に関する基本合意書を締結することを決議し、同合意書を締結いたしました。 

 

(1) 事業譲渡の目的 

当社グループは、平成19年12月期連結会計年度において12,369百万円の当期純損失を計上した結果、前連結

会計年度の当期純損失4,423百万円の計上に続き２期連続当期純損失となりました。また、純資産の大幅な減

少により、取引金融機関１社とのコミットメントライン（特定融資枠）契約の一部の財務制限条項への抵触及

び転換社債型新株予約権付社債の繰上償還請求の可能性、新規借入の実行等について慎重に検討する必要が生

じております。このような状況から、当社グループには継続企業の前提に重要な疑義が存在することを認識し

ており、早期に当該状況を解消することが喫緊の経営課題であるものと考えております。 

こうした中、当社の主要金融機関の支援のもと、当社のプリペイドカード関連事業の譲渡に関する検討を進

めてまいりました。プリペイドカード関連事業は、遊技機関連事業と共に当社の主力事業として、相互のシナ

ジーを追求してまいりました。しかし、現時点におきましては両事業によるシナジー効果の発現は十分には認

められず、当事業の譲渡が遊技機関連事業に対してマイナス効果をもたらす可能性は限定的であり、当社の財

務状態改善の必要性を鑑みれば、当事業を譲渡することが妥当と判断いたしました。 

譲渡先の選定に関しては、事業の継続及び業界での信頼度の観点から、グローリー株式会社が最適と判断し、

このたびプリペイドカード関連事業の譲渡に関する基本合意書を締結することとしたものであります。 
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(2) 譲渡の対象となる事業の概要 

① 対象事業の内容      当社のプリペイドカード関連事業 

② 対象事業の経営成績 

 プリペイドカード関連事業(a) 当社平成19年12月期実績(b) 比率(a/b)

売上高 7,688百万円 19,977百万円 38.5％

売上総利益 2,929百万円 967百万円 302.8％

営業利益 1,662百万円 △6,535百万円 ―

③ 対象事業の資産、負債の項目及び金額、譲渡方式、譲渡価格、譲渡日程等については、今後の両社協議

に基づき決定いたします。 

 

(3) 当該事業譲渡により事業を継承する会社の内容 

① 名称 グローリー株式会社 

② 代表者の氏名 代表取締役社長 西 野 秀 人 

③ 本店所在地 兵庫県姫路市下手野一丁目３番１号 

④ 資本金 128億92百万円 

⑤ 事業の内容 貨幣処理機・貨幣端末機・自動販売機及び自動サービス機器の製造・販売・保守サ

ービス 

 

(4) 今後の見通し 

当該譲渡に伴う業績に与える影響に関しましては、当該事業の譲渡価格等が今後の両者の協議に基づき決定

されるため、現時点では不明であります。 

 

当連結会計年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日) 

該当事項はありません。 
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２ 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 
 

  
第52期 

(平成19年12月31日) 
第53期 

(平成20年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金  5,221,226  672,369

２ 受取手形 ※1、3 2,267,037  1,133,079

３ 売掛金 ※１ 3,380,350  4,245,563

４ 商品  48,367  －

５ 製品  734,320  710,997

６ 原材料  4,729,117  3,477,413

７ 仕掛品  1,903,499  2,068,816

８ 貯蔵品  123,082  56,579

９ 前渡金  1,405  －

10 前払費用 ※２ 1,753,588  1,212,421

11 短期貸付金 ※２ 435,575  681,633

12 未収入金  171,213  645,119

13 その他 ※２ 238,187  161,291

14 貸倒引当金  △258,992  △425,627

流動資産合計  20,747,978 64.0  14,639,659 79.4

Ⅱ 固定資産   

(1) 有形固定資産   

１ 建物 ※１ 3,517,619 734,879 

減価償却累計額  1,583,680 1,933,939 360,080 374,798

２ 構築物  193,499 53,098 

減価償却累計額  122,903 70,596 18,511 34,587

３ 機械装置  1,132,576 1,051,379 

減価償却累計額  882,825 249,750 885,801 165,577

４ 車両運搬具  56,362 56,362 

減価償却累計額  53,216 3,145 53,924 2,437

５ 工具器具備品  11,452,723 3,623,900 

減価償却累計額  8,398,941 3,053,782 2,387,933 1,235,966

６ 土地 ※１ 2,326,556  464,134

７ 建設仮勘定  2,464  －

有形固定資産合計  7,640,235 23.5  2,277,503 12.4

 －34－



アビリット株式会社（６４２３） 平成２０年１２月期 決算短信 

 

  
第52期 

(平成19年12月31日) 
第53期 

(平成20年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(2) 無形固定資産   

１ 借地権  37,273  37,273

２ ソフトウェア  538,934  498,722

３ その他  9,675  8,849

無形固定資産合計  585,883 1.8  544,844 3.0

(3) 投資その他の資産   

１ 投資有価証券  1,473,640  4,701

２ 関係会社株式  531,788  10,000

３ 出資金  36,190  22,190

４ 関係会社長期貸付金  1,375,000  975,200

５ 長期前払費用  37,335  2,366

６ その他  106,581  235,378

７ 貸倒引当金  △93,286  △277,659

投資その他の資産合計  3,467,250 10.7  972,177 5.3

固定資産合計  11,693,368 36.0  3,794,525 20.6

資産合計  32,441,347 100.0  18,434,185 100.0

   
 

 －35－



アビリット株式会社（６４２３） 平成２０年１２月期 決算短信 

 

  
第52期 

(平成19年12月31日) 
第53期 

(平成20年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形 ※３ 7,127,065  2,657,005 

２ 設備支払手形 ※３ 729,949  154,161 

３ 買掛金  549,912  2,375,805 

４ 短期借入金 ※１ 1,756,000  1,109,771 

５ １年以内返済 
予定長期借入金 

 41,850  － 

６ 未払金  331,567  772,532 

７ 未払費用  61,194  25,609 

８ 未払法人税等  32,340  16,763 

９ リース債務  177,212  247,140 

10 預り金  26,667  508,496 

11 前受収益  591  591 

12 賞与引当金  122,334  53,531 

13 その他  61,174  173,911 

流動負債合計  11,017,859 34.0  8,095,319 43.9

Ⅱ 固定負債    

１ 新株予約権付社債  10,000,000  － 

２ リース債務  504,694  229,645 

３ 受入保証金  1,278,839  2,150 

４ 繰延税金負債  －  178 

５ その他  69,372  27,864 

固定負債合計  11,852,906 36.5  259,837 1.4

負債合計  22,870,765 70.5  8,355,156 45.3
 

 －36－
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 －37－

 

  
第52期 

(平成19年12月31日) 
第53期 

(平成20年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金  5,967,239 18.4  5,967,239 32.4

２ 資本剰余金   

(1) 資本準備金  7,938,756 1,938,756 

(2) その他資本剰余金  578,201 578,177 

資本剰余金合計  8,516,957 26.3  2,516,934 13.6

３ 利益剰余金   

(1) 利益準備金  278,245 278,245 

(2) その他利益剰余金   

特別償却準備金  2,994 1,595 

別途積立金  5,500,000 5,500,000 

繰越利益剰余金  △10,311,643 △3,903,677 

利益剰余金合計  △4,530,403 △14.0  1,876,163 10.2

４ 自己株式  △281,488 △0.9  △281,565 △1.5

株主資本合計  9,672,305 29.8  10,078,772 54.7

Ⅱ 評価・換算差額等   

１ その他有価証券 
評価差額金 

 △101,723  256

評価・換算差額等合計  △101,723 △0.3  256 0.0

純資産合計  9,570,581 29.5  10,079,028 54.7

負債及び純資産合計  32,441,347 100.0  18,434,185 100.0

   

 



アビリット株式会社（６４２３） 平成２０年１２月期 決算短信 

② 【損益計算書】 

 

  
第52期 

(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

第53期 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   

１ 製商品売上高  15,714,654 8,993,405 

２ 役務収入  3,764,382 19,479,036 100.0 1,967,661 10,961,066 100.0

Ⅱ 売上原価   

１ 製商品売上原価   

(1) 期首製品棚卸高  2,300,315 734,320 

(2) 期首商品棚卸高  199,777 48,367 

(3) 当期製品製造原価  15,209,991 7,181,015 

(4) 当期商品仕入高  1,606,311 698,458 

合計  19,316,396 8,662,160 

(5) 他勘定振替高 ※１ 509,501 811,219 

(6) 期末製品棚卸高  734,320 710,997 

(7) 期末商品棚卸高  48,367 18,024,207 ― 7,139,943

２ 役務原価  672,640  365,232

売上原価合計 ※２ 18,696,848 96.0  7,505,176 68.5

割賦販売未実現利益 
調整前売上総利益 

 782,188 4.0  3,455,890 31.5

割賦販売未実現利益戻入  458 0.0  ― ―

売上総利益  782,646 4.0  3,455,890 31.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

１ 販売手数料  884,924 669,536 

２ 販売促進費  136,733 124,227 

３ 広告宣伝費  158,407 96,176 

４ 荷造運送費  65,163 27,466 

５ 著作権使用料  94,765 82,071 

６ 役員報酬  199,660 133,914 

７ 給与手当  816,264 532,204 

８ 福利厚生費  12,800 5,480 

９ 賞与  81,717 51,297 

10 賞与引当金繰入額  59,772 14,487 

11 旅費交通費  120,585 78,845 

12 地代家賃  90,007 70,755 

13 研究開発費 ※７ 2,293,530 1,474,735 

14 交際費  21,833 10,647 

15 減価償却費  267,488 222,073 

16 貸倒引当金繰入額  2,543 16,247 

17 その他  1,602,163 6,908,361 35.4 1,148,781 4,758,950 43.4

営業損失  6,125,714 △31.4  1,303,059 △11.9

   
 

 －38－
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第52期 

(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

第53期 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息 ※６ 37,304 46,510 

２ 有価証券利息  41,841 16,128 

３ 受取配当金 ※６ 318,394 11,995 

４ 受取賃貸料 ※６ 60,319 37,750 

５ 情報料収入 ※６ 53,128 25,702 

６ その他  34,798 545,787 2.8 47,606 185,694 1.7

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息  36,211 44,494 

２ 貸倒引当金繰入額  97,821 344,981 

３ 複合金融商品評価損  116,950 ― 

４ 商品化権等一括償却損  ― 73,705 

５ その他  38,032 289,015 1.5 54,209 517,390 4.7

経常損失  5,868,942 △30.1  1,634,756 △14.9

Ⅵ 特別利益   

１ 固定資産売却益 ※３ 86,019 8,774 

２ 投資有価証券売却益  ― 4,539,923 

３ 社債買入償還益  ― 255,000 

４ 賞与引当金戻入益  ― 112,912 

５ その他  ― 86,019 0.4 55,649 4,972,259 45.4

Ⅶ 特別損失   

１ 固定資産売却損 ※４ ― 1,439,218 

２ 固定資産除却損 ※５ 31,597 145,696 

３ 棚卸資産評価損  4,058,091 ― 

４ 棚卸資産処分損  20,901 ― 

５ 関係会社株式評価損  105,344 300,319 

６ 投資有価証券評価損  642,456 1,565 

７ 投資有価証券売却損  ― 325,860 

８ 減損損失 ※８ 925,870 ― 

９ 開発中止損失  ― 597,354 

10 その他  20,303 5,804,564 29.8 106,470 2,916,485 26.7

税引前当期純利益又は 
純損失（△） 

 △11,587,487 △59.5  421,017 3.8

法人税、住民税 
及び事業税 

 17,885 14,450 

過年度法人税等  7,919 ― 

法人税等調整額  ― 25,804 0.1 ― 14,450 0.1

当期純利益又は 
純損失（△） 

 △11,613,292 △59.6  406,567 3.7

 

 －39－
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 －40－

製造原価明細書 

 

  
第52期 

(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

第53期 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

Ⅰ 材料費  10,122,969 87.8 6,613,561 85.2

Ⅱ 外注加工費  395,456 3.4 306,575 4.0

Ⅲ 労務費 ※２ 350,619 3.0 230,285 3.0

Ⅳ 経費  654,729 5.8 605,338 7.8

(減価償却費)  (403,696) (345,501)

当期総製造費用  11,523,775 100.0 7,755,761 100.0

期首仕掛品棚卸高  8,667,398 1,903,499 

合計  20,191,173 9,659,260 

他勘定振替高 ※３ 3,077,683 409,427 

期末仕掛品棚卸高  1,903,499 2,068,816 

当期製品製造原価  15,209,991 7,181,015 

 

(脚注) 

 

第52期 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

第53期 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

 １ 原価計算の方法 

   実際総合原価計算を採用しております。 

 

 １ 原価計算の方法 

同左 

※２ 労務費のうち、賞与引当金繰入額は20,025千円で

あります。 

 

※２ 労務費のうち、賞与引当金繰入額は12,378千円で

あります。 

※３ 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

販売費及び一般管理費 124,076千円

特別損失 2,762,780千円

製品 24,661千円

貯蔵品 △20,007千円

工具器具備品 189,133千円

その他 △2,960千円

 
 

※３ 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

販売費及び一般管理費 66,119千円

特別損失 2,205千円

製品 6,768千円

貯蔵品 △2,027千円

工具器具備品 82,290千円

会社分割 254,070千円
 

 



アビリット株式会社（６４２３） 平成２０年１２月期 決算短信 

③ 【株主資本等変動計算書】 

第52期(自 平成19年１月１日 至 平成19年12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 
 

資本金
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 特別償却

準備金
別途積立金 繰越利益剰余金 

利益剰余金
合計 

平成18年12月31日 
残高(千円) 

5,967,239 7,938,756 578,208 8,516,965 278,245 4,465 10,000,000 △2,853,972 7,428,738

事業年度中の変動額     

 剰余金の配当    △345,848 △345,848

 その他利益剰余金の 
 取崩 

  △1,470 △4,500,000 4,501,470 ―

 当期純損失    △11,613,292 △11,613,292

 自己株式の取得     

 自己株式の処分   △7 △7   

 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) 

― ― △7 △7 ― △1,470 △4,500,000 △7,457,670 △11,959,141

平成19年12月31日 
残高(千円) 

5,967,239 7,938,756 578,201 8,516,957 278,245 2,994 5,500,000 △10,311,643 △4,530,403

 

株主資本 評価・換算差額等

 
自己株式 株主資本合計 

その他 
有価証券 

評価差額金 

純資産合計 

平成18年12月31日残高(千円) △281,060 21,631,882 △467,016 21,164,866 

事業年度中の変動額  

 剰余金の配当 △345,848 △345,848 

 その他利益剰余金の取崩 ― ― 

 当期純損失 △11,613,292 △11,613,292 

 自己株式の取得 △447 △447 △447 

 自己株式の処分 19 11 11 

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

365,292 365,292 

事業年度中の変動額合計(千円) △427 △11,959,577 365,292 △11,594,284 

平成19年12月31日残高(千円) △281,488 9,672,305 △101,723 9,570,581 

 

 －41－
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第53期(自 平成20年１月１日 至 平成20年12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 
 

資本金
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 特別償却準

備金 
別途積立金 

繰越利益剰余
金 

利益剰余金
合計 

平成19年12月31日 
残高(千円) 

5,967,239 7,938,756 578,201 8,516,957 278,245 2,994 5,500,000 △10,311,643 △4,530,403

事業年度中の変動額     

欠損補填   △6,000,000 △6,000,000  6,000,000 6,000,000

資本準備金の取崩  △6,000,000 6,000,000 ―   

 特別償却準備金の 
 取崩 

  △1,398  1,398 ―

 当期純利益    406,567 406,567

 自己株式の取得     

 自己株式の処分   △23 △23   

 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) 

― △6,000,000 △23 △6,000,023 ― △1,398 ― 6,407,965 6,406,567

平成20年12月31日 
残高(千円) 

5,967,239 1,938,756 578,177 2,516,934 278,245 1,595 5,500,000 △3,903,677 1,876,163

 

株主資本 評価・換算差額等

 
自己株式 株主資本合計 

その他 
有価証券 

評価差額金 

純資産合計 

平成19年12月31日残高(千円) △281,488 9,672,305 △101,723 9,570,581 

事業年度中の変動額  

 欠損補填 ― ― 

 資本準備金の取崩 ― ― 

 特別償却準備金の取崩 ― ― 

 当期純利益 406,567 406,567 

 自己株式の取得 △114 △114 △114 

 自己株式の処分 38 14 14 

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

101,979 101,979 

事業年度中の変動額合計(千円) △76 406,466 101,979 508,446 

平成20年12月31日残高(千円) △281,565 10,078,772 256 10,079,028 

 

 －42－
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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 

 

第52期 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

第53期 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当社は、当事業年度において、11,613百万円の当期純

損失を計上した結果、前事業年度の当期純損失3,961百

万円計上に続き２期連続当期純損失となりました。ま

た、純資産の大幅な減少により、取引金融機関１社との

コミットメントライン（特定融資枠）契約の一部の財務

制限条項への抵触及び転換社債型新株予約権付社債の繰

上償還請求の可能性、新規借入の実行等について慎重に

検討する必要が生じております。 

これらの状況により、当事業年度末において当社には

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象が存在して

おります。 

当該状況を解消すべく、あらためて当社グループ全般

にわたり事業構造のあり方を見直すとともに、採算性、

必要性、成長性を厳しく査定し「事業の選択と集中」を

大胆に推し進めてまいります。 

特に、当社グループの主力事業であります遊技機関連

事業におきましては、開発から生産、販売にいたる各機

能分野における徹底した合理化を推進してまいります。

財務面におきましては、上記転換社債型新株予約権付

社債の繰上償還請求に対する償還資金を確保し財務状態

を安定させるために、当社の主要金融機関の支援のも

と、一部事業の売却を予定しており、すでに特定の事業

会社との交渉が具体化しつつあります。 

さらに、償還資金の金融支援を含め、手元資金及び借

入金の借り換え等当面の資金繰りについては主要金融機

関から必要な金融支援に関して同意を頂いております。

このような施策の結果、財務体質の強化及び収益の改

善を図ることにより、継続企業の前提に関する重要な疑

義を解消できるものと判断しております。 

財務諸表は継続企業を前提として作成されており、こ

のような重要な疑義を財務諸表には反映しておりませ

ん。 

 

当社には、前事業年度における２期連続営業損失の計

上、及び平成20年９月における2010年満期円貨建転換社

債型新株予約権付社債（以下、ＣＢといいます）の繰上

償還の困難性等を原因とする、継続企業の前提に重要な

疑義を抱かせる事象が存在しておりました。 

当該事象のうち、財務上の 大の課題でありました平

成20年９月におけるＣＢの繰上償還請求につきまして

は、当連結会計年度において、全額を償還しておりま

す。具体的には、平成20年８月にグローリー株式会社に

対してプリペイドカード関連事業を6,760百万円にて譲

渡し、さらには、同年９月に本社並びに伊勢工場につい

て不動産管理信託契約を締結の上、信託受益権を1,400

百万円で譲渡したこと等により、償還資金の確保等を実

施したものであります。 

しかしながら、当事業年度においても営業損失1,303

百万円を計上したこと、また、新規資金調達の可能性に

ついては慎重に検討を要する状況が継続すること等、当

社グループには継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる

事象が未だ存在しております。 

当社では、当該状況を根本的に解消すべく、グループ

全般に渡る事業構造のあり方を見直し、かつ、遊技機関

連事業への原点回帰を基軸とする経営構造改革を推進実

行中であります。 

特に、開発から生産、販売にいたるまでの各機能分野

において徹底した合理化を更に推進し、当事業年度の第

４四半期において発売した「鬼浜爆走紅蓮隊 爆音烈士

編」に代表されるヒット機種の安定的供給を継続すべ

く、現在、実績・ポテンシャル重視の組織改革、及び強

化・活性化を図っております。 

財務面につきましては、引続き主要金融機関のご協力

並びに事業会社の支援を要請してまいります。 

以上のような各種施策の実施に伴う財務体質の強化、

及び収益の改善を図ることにより、当社は継続企業の前

提に関する重要な疑義を解消できるものと判断しており

ます。 

なお、当財務諸表は継続企業を前提として作成されて

おり、このような重要な疑義の影響を財務諸表には反映

しておりません。 
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重要な会計方針 

 

項目 
第52期 

(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

第53期 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

１ 有価証券の評価基準及

び評価方法 

子会社株式及び関連会社株式 

 移動平均法による原価法 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

 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

均法により算定しております。な

お、組込デリバティブを区分して

測定することができない複合金融

商品は、全体を時価評価し、評価

差額を当事業年度の損益に計上し

ております。) 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

  移動平均法による原価法 

 時価のないもの 

同左 

２ デリバティブ等の評価

基準及び評価方法 

デリバティブ 

 時価法 

デリバティブ 

同左 

３ たな卸資産の評価基準

及び評価方法 

商品、製品、仕掛品、原材料 

 総平均法による原価法 

商品、製品、仕掛品、原材料 

同左 

 貯蔵品 

 終仕入原価法による原価法 

貯蔵品 

同左 

４ 固定資産の減価償却の

方法 

有形固定資産 

建物（建物付属設備除く） 

 旧定額法によっております。但

し、平成10年３月31日以前取得

のものについては旧定率法によ

っております。 

有形固定資産 

建物（建物付属設備除く） 

同左 

 リース資産 

 定額法によっております。但

し、平成19年３月31日以前取得

のものについては旧定額法によ

っております。 

リース資産 

同左 

 建物（建物付属設備除く）及びリ

ース資産以外 

 定率法によっております。但

し、平成19年３月31日以前取得

のものについては旧定率法によ

っております。 

 なお、主な耐用年数は以下の通り

であります。 

  建物：２～50年 

  工具器具備品：２～20年 

建物（建物付属設備除く）及びリース

資産以外 

同左 

 無形固定資産(リース資産含む) 

 定額法 

 なお、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能

期間(５年)に基づく定額法によっ

ております。 

無形固定資産(リース資産含む) 

同左 

 

（追加情報） 

当社は、平成19年度の法人税改正に伴

い、平成19年3月31日以前に取得した有形

固定資産のうち償却可能限度額まで償却

が完了しているものについては、残存価

額を5年間で均等償却しております。な

お、これに伴う損益への影響は43百万円 
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項目 
第52期 

(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

第53期 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

  であります。 

 
長期前払費用 

定額法 
長期前払費用 

同左 

５ 引当金の計上基準 (1) 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、

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。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支出に充

てるため、将来の支給見込額のうち当期

の負担額を計上しております。 

(2) 賞与引当金 

同左 

 (3) 役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与の支出に充て

るため、将来の支給見込額のうち当事業

年度の負担額を計上しております。 

――― 

 

 

６ リース取引の処理方法 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、通常の売買取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。 

同左 

７ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。な

お、金利スワップ取引については、特例

処理の要件を満たしている場合は、特例

処理によっております。 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

(イ)ヘッジ手段 … 金利スワップ取引 

(ロ)ヘッジ対象 … 借入金 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

(イ) ヘッジ手段 … 同左 

(ロ) ヘッジ対象 … 同左 

 (3) ヘッジ方針 

資金調達における将来の市場金利の変動

にかかるリスクを回避することを目的と

しております。 

(3) ヘッジ方針 

同左 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ対象の相場変動またはキャッシ

ュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相

場変動またはキャッシュ・フロー変動の

累計を比較し、その変動額の比率によっ

て有効性を評価しております。ただし、

特例処理によっている金利スワップ取引

については、有効性の判定を省略してお

ります。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

８ その他財務諸表作成のた

めの重要な事項 

(1) 消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

(1) 消費税等の会計処理 

同左 
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重要な会計方針の変更 

第52期 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

第53期 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

（有形固定資産の減価償却の方法） 

当事業年度より、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。 

この変更により、従来の方法に比べて、営業損失、経

常損失及び税引前当期純損失が15,486千円多く計上され

ております。 

          ――― 
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表示方法の変更 

 

第52期 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

第53期 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

(貸借対照表） 

従来、「支払手形」に含めていた「設備支払手形」

は、負債及び純資産の合計額の100分の１を超えたため

区分掲記しております。 

なお、前事業年度の「支払手形」に含まれる「設備支

払手形」は、134,350千円であります。 

           ――― 

 

――― 

 

（損益計算書） 

 従来、特別損失の「その他」に含めていた「固定資

産売却損」は、特別損失の合計額の100分の10を超えた

ため区分掲記しております。 

 なお、前事業年度の特別損失の「その他」に含まれる

「固定資産売却損」は549千円であります。 
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注記事項 

(貸借対照表関係) 

 

第52期 
(平成19年12月31日) 

第53期 
(平成20年12月31日) 

※１ 担保に供している資産及びこれに対応する債務は

次のとおりであります。 

(イ)担保に供している資産 

受取手形 1,757,150千円

計 1,757,150千円
 

※１ 担保に供している資産及びこれに対応する債務は

次のとおりであります。 

(イ)担保に供している資産 

受取手形 633,726千円

土地 463,371千円

建物 342,943千円

売掛金 48,671千円

計 1,488,712千円
 

(ロ) 上記に対応する債務は、次の通りでありま

す。 

短期借入金 1,756,000千円
 

(ロ) 上記に対応する債務は、次の通りでありま

す。 

短期借入金 1,109,771千円
 

  

※２ 関係会社に対する主な資産 

   関係会社に対する主な資産として区分掲記された

もののほか次のものがあります。 

短期貸付金 434,000千円

前払費用 647,157千円

その他 488,184千円
 

※２ 関係会社に対する主な資産 

   関係会社に対する主な資産として区分掲記された

もののほか次のものがあります。 

短期貸付金 681,173千円

前払費用 470,379千円

その他 166,839千円
 

  

※３ 期末日満期手形の会計処理について 

   期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもっ

て決済処理しております。したがって、当期末日

が休日のため次の通り期末日満期手形が当期末残

高に含まれております。 

受取手形 879,532千円

支払手形 3,009,757千円

設備支払手形 211,971千円
 

※３ 期末日満期手形の会計処理について 

   期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもっ

て決済処理しております。したがって、当期末日

が休日のため次の通り期末日満期手形が当期末残

高に含まれております。 

受取手形 77,211千円

支払手形 263,933千円

設備支払手形 46,622千円
 

  

  

４ コミットメントライン（特定融資枠）契約 

運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融

機関１社と特定融資枠契約を締結しておりま

す。この契約に基づく当事業年度末の借入未実

行残高は次のとおりであります。 

貸付極度額 3,000,000千円

借入実行残高 ― 千円

差引額 3,000,000千円

なお、平成20年１月18日付でコミットメントラ

インの契約を終了致しました。 

４                  ――― 
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(損益計算書関係) 

 

第52期 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

第53期 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

※１ 他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。

原材料 △90,767千円

工具器具備品 213,984千円

販売費及び一般管理費 104,633千円

特別損失 278,664千円

仕掛品 2,986千円
 

※１ 他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。 

原材料 △53,228千円

会社分割 739,854千円

工具器具備品 94,246千円

販売費及び一般管理費 28,341千円

特別損失 1,811千円

仕掛品 194千円
 

※２ 売上原価には、原価性を有する棚卸資産評価損が

4,511,176千円含まれております。 

※２ 売上原価には、原価性を有する棚卸資産評価損戻

入が5,026千円含まれております。 

※３ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

土地 61,819千円

建物 23,663千円

工具器具備品 536千円
 

※３ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

土地 7,960千円

建物及び構築物 813千円

 
 

※４         ――― 

 

※４ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

建物 898,601千円

土地 486,820千円

工具器具備品 53,796千円
 

※５ 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 30,434千円

建物 846千円

車両運搬具 316千円
 

※５ 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 141,738千円

建物 3,907千円

機械装置 50千円
 

  

※６ 関係会社取引高 

受取配当金 300,000千円

その他 153,205千円
 

※６ 関係会社取引高 

受取利息 42,098千円

その他 63,453千円
 

  

※７ 一般管理費及び当期製造費用に含まれている研究

開発費の総額 

 2,293,530千円
 

※７ 一般管理費及び当期製造費用に含まれている研究

開発費の総額 

 1,474,735千円
 

※８ 減損損失 

当事業年度において、当社は以下の資産グループにつ

いて減損損失を計上しました。 

用途 種類 場所 
金額 
(千円) 

全社 建物 
大阪市 
３件 

199,047

建物 359,197遊技機 
関連事 
業 土地 

大阪市 
３件 
他１件 33,786

建物 199,000プリペ 
イドカ 
ード関 
連事業 土地 

大阪市 
３件 
他１件 71,601

医療環 
境事業 

建物 
大阪市 
１件 

63,236

合計 925,870

 
 

※８                  ――― 
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第52期 

(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

第53期 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当社は、事業区分単位にグルーピングを行っておりま

す。また、共用資産については、本社を含む、より大き

な単位でグルーピングしております。なお、事業の用に

直接供していない遊休資産、福利厚生施設等については

個別に取り扱っております。当社の営業活動から生ずる

損益は、前事業年度及び当事業年度がマイナスであるた

め、全社、遊技機関連事業、プリペイドカード関連事業

について、また、医療環境事業については、営業活動か

ら生ずる損益が過去２期継続してマイナスとなっている

ため、減損損失の計上を行っております。なお、当資産

グループの回収可能価額は正味売却価額によっており、

不動産鑑定評価額等に基づいて算定しております。 

 

 

(株主資本等変動計算書関係) 

第52期(自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日) 

 
 自己株式に関する事項 
                                             （単位：株） 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式 591,025 914 40 591,899

(注) 普通株式の自己株式の増加914株は、単元未満株式の買取による増加であり、減少40株は単元未満株式の買増

請求による売渡であります。 

 

第53期(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日) 

 
 自己株式に関する事項 
                                             （単位：株） 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式 591,899 685 80 592,504

(注) 普通株式の自己株式の増加685株は、単元未満株式の買取による増加であり、減少80株は単元未満株式の買増

請求による売渡であります。 
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 (１株当たり情報) 

 

第52期 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

第53期 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

１株当たり純資産額 276円73銭

 

１株当たり純資産額 291円44銭

 

１株当たり当期純損失金額 335円80銭

 

１株当たり当期純利益金額 11円76銭

 
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、新株引受権方式及び自己株式譲渡方式ストッ

クオプション制度の実施並びに新株予約権付社債を発

行しておりますが、１株当たり当期純損失が計上され

ているため記載しておりません。 

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、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

 
(注) １株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後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。 

 
第52期 

(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

第53期 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当期純利益又は純損失（△） (千円) △11,613,292 406,567 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― 

普通株式に係る当期純利益又は純損失
（△）(千円) 

△11,613,292 406,567 

普通株式の期中平均株式数(千株) 34,584 34,583 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益金額の算定に含め

なかった潜在株式の概要 

平成11年９月28日定時株主総会
決議ストックオプション 
(新株予約権方式) 
 普通株式 26,000株 
 
平成15年１月１日合併により引
き継いだストックオプション 
(新株予約権方式) 
 普通株式  880株 
 
2010年満期円貨建転換社債型新
株予約権付社債 
（額面金額10,000,000千円） 
 
平成13年９月27日定時株主総会
決議ストックオプション 
(自己株式譲渡方式) 
 普通株式 2,500株 
 
平成15年１月１日合併により引
き継いだストックオプション 
(自己株式譲渡方式) 

普通株式 2,200株 

 

 

平成13年９月27日定時株主総会
決議ストックオプション 
(自己株式譲渡方式) 
 普通株式 1,500株 
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(重要な後発事象) 

第52期(自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日) 

１ 医療環境事業部門の会社分割 

平成19年11月９日開催の取締役会の決議に基づき、次の通り平成20年１月４日に当社医療環境事業部門の会社

分割を行っております。 

 

(1) 会社分割の目的 

平成14年２月に「人々の健康・幸せに役立つ製品を開発し世の中に貢献する」ために「医療環境事業推進

室」を設置して事業をスタートし、平成15年９月には「医療事業本部」に改組して研究開発に加えて成果物の

事業化により独立採算制の導入と事業の単年度黒字化を目指してまいりました。 

しかしながら、現状のように当社の一事業部門として進めていくことは、他の事業部門との関連においても

限界があり、また各事業部門それぞれの価値を最大化するためには、事業運営におけるガバナンス体制を整え

て経営の自由度と共に透明性を高め、さらには公平な評価の仕組みを実現することが必要であると判断して、

当事業を会社分割により分離することといたしました。 

 

(2) 会社分割の要旨 

① 分割年月日 平成20年１月４日（新設会社設立登記日） 

② 分割方式 当社を分割会社とし、アビメディカル株式会社を新設会社とする新

設分割（簡易分割）とします。 

③ 株式の割当て 本件分割に際し、新会社が発行する普通株式1,000株すべては当社に

割当てられ、株券は不発行とします。 

④ 分割により減少する資本金等の

額 

該当事項はありません。 

⑤ 分割会社の新株予約権及び新株

予約権付社債に関する取扱い 

当社（分割会社）の新株予約権及び新株予約権付社債に基づく義務

を新会社に移転または継承させません。 

⑥ 新設会社が承継する権利義務 新設会社は、当社の医療環境事業部門に関わる資産・負債及び各種

契約などの権利義務を承継します。ただし、新設会社の従業員は当

社からの出向によるものとします。 

⑦ 債務履行の見込み 当社及び新設会社は、本件分割後においてもその負担すべき債務の

履行を担保するに足る責任財産を保有しており、当社及び新設会社

の負担すべき債務の履行の確実性につきまして問題ないと考えてお

ります。 
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(3) 分割会社の概要 

① 商号 アビリット株式会社 

② 主な事業内容 遊技機の製造・販売、遊技場向プリペイドカードシステムの製造・

販売、医療環境関連機器の製造・販売 

③ 設立年月日 1956年7月28日 

④ 本店所在地 大阪市中央区南船場二丁目9番14号 

⑤ 代表者 代表取締役社長 濱野雅弘 

⑥ 資本金の額 5,967百万円 

⑦ 発行済株式総数 35,175千株 

⑧ 純資産 9,570百万円 

⑨ 総資産 32,441百万円 

⑩ 事業年度の末日 12月31日 

⑪ 従業員数 342名 

⑫ 主要取引先 全国遊技場 

⑬ 大株主及び持株比率 ㈲平成             7.39％ 

濱野佳子            5.49％ 

濱野雅弘            3.38％ 

角村佳英            2.47％ 

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱信託口 2.07％ 

財務大臣            1.99％ 

⑭ 主要取引銀行 三井住友銀行、りそな銀行、住友信託銀行、みずほ銀行 

 

(4) 分割する事業部門の内容 

①分割する部門の事業内容 

口臭測定器等医療環境関連機器の製造、販売等 

 

②分割する部門の平成19年12月期における経営成績 

 医療環境事業部門(a) 当社(b) 比率（ａ／ｂ） 

売上高 92,649千円 19,479,036千円 ０．４８％ 

売上総利益 45,147千円 782,646千円 ５．７７％ 

営業利益(注) △501,554千円 △6,125,714千円 ― 

経常利益(注) ―千円 △5,868,942千円 ― 

(注) 医療環境事業本部のセグメント数値であり、共通費及び営業外損益は配賦されていないため経常

利益は非表示。△は損失。 
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③分割する資産負債の項目及び金額（平成19年１月４日現在） 

流動資産 245,196千円 

固定資産 268,157千円 

資産合計 513,353千円 

流動負債 423,353千円 

固定負債 ―千円 

負債合計 423,353千円 

 

(5) 新設分割設立会社の状況 

① 商号 アビメディカル株式会社 

② 主な事業内容 医療環境関連機器製造・販売 

③ 本店所在地 大阪市鶴見区今津北四丁目８番18号 

④ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 濱野雅弘 

⑤ 資本金 50,000千円 

⑥ 事業年度の末日 12月31日 

⑦ 従業員数 21名 

 

(6) 分割後の当社の状況 

① 商号 アビリット株式会社 

② 主な事業内容 遊技機の製造・販売、遊技場向プリペイドカードシステムの製造・販売

③ 本店所在地 大阪市中央区南船場二丁目9番14号 

④ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 濱野雅弘 

⑤ 資本金 5,967百万円 

⑥ 事業年度の末日 12月31日 

⑦ 従業員数 321名 

 

２ 経営構造改革 

当社は、平成20年３月19日開催の取締役会において、当社グループの経営構造改革の骨子について決議いたし

ました。 

(1) 経営構造改革の目的 

当社グループが２期連続の大幅な赤字となった原因は、当社グループの主力事業である遊技機関連事業の不

振にあります。それは、遊技業界のマクロ環境の悪化もさることながら、遊技機関連事業における開発・販売

体制及び各機能上の問題に負う部分が大きいものと考えております。 

しかしながら、当遊技機関連事業は業界トップクラスの商品開発力を有しており、当事業の収益構造の改善

及び当事業への経営資源の集中を行うことが当社経営改善に向けた不可欠の選択と考えております。 

したがいまして、遊技機関連事業への原点回帰を事業再構築の主軸とした経営構造改革を断行し、当面の難

局を乗り切ると共に安定的な収益を計上できるスリムで筋肉質な経営体質に転換してまいります。 
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(2) 経営構造改革の骨子 

① 遊技機関連事業の再構築 

② プリペイドカード関連事業の譲渡 

③ グループ内の不採算事業及び関係会社の見直し 

④ 人員の適正配置、少数精鋭化によるコスト削減 

⑤ 保有資産の売却 

 

(3) 今後の見通し 

当該経営構造改革の具体的内容については、今後早急に決定し実行してまいります。このため業務に与える

影響については、現時点では不明であります。 

 

３ プリペイドカード関連事業の譲渡 

当社は、平成20年３月19日開催の取締役会において、グローリー株式会社との間でプリペイドカード関連事業

の譲渡に関する基本合意書を締結することを決議し、同合意書を締結いたしました。 

(1) 事業譲渡の目的 

当社は、平成19年12月期事業年度において11,613百万円の当期純損失を計上した結果、前事業年度の当期純

損失3,961百万円の計上に続き２期連続当期純損失となりました。また、純資産の大幅な減少により、取引金

融機関１社とのコミットメントライン（特定融資枠）契約の一部の財務制限条項への抵触及び転換社債型新株

予約権付社債の繰上償還請求の可能性、新規借入の実行等について慎重に検討する必要が生じております。こ

のような状況から、当社には継続企業の前提に重要な疑義が存在することを認識しており、早期に当該状況を

解消することが喫緊の経営課題であるものと考えております。 

こうした中、当社の主要金融機関の支援のもと、当社のプリペイドカード関連事業の譲渡に関する検討を進

めてまいりました。プリペイドカード関連事業は、遊技機関連事業と共に当社の主力事業として、相互のシナ

ジーを追求してまいりました。しかし、現時点におきましては両事業によるシナジー効果の発現は十分には認

められず、当事業の譲渡が遊技機関連事業に対してマイナス効果をもたらす可能性は限定的であり、当社の財

務状態改善の必要性を鑑みれば、当事業を譲渡することが妥当と判断いたしました。 

譲渡先の選定に関しては、事業の継続及び業界での信頼度の観点から、グローリー株式会社が最適と判断し、

このたびプリペイドカード関連事業の譲渡に関する基本合意書を締結することとしたものであります。 

 

(2) 譲渡の対象となる事業の概要 

① 対象事業の内容     当社のプリペイドカード関連事業 

② 対象事業の経営成績 

 プリペイドカード関連事業(a) 当社平成19年12月期実績(b) 比率(a/b) 

売上高 7,439百万円 19,479百万円 38.2％ 

売上総利益 2,799百万円 782百万円 357.6％ 

営業利益 1,628百万円 △6,125百万円 ― 

③ 対象事業の資産、負債の項目及び金額、譲渡方式、譲渡価格、譲渡日程等については、今後の両社協議

に基づき決定いたします。 

 

(3) 当該事業譲渡により事業を継承する会社の内容 

① 名称 グローリー株式会社 

② 代表者の氏名 代表取締役社長 西 野 秀 人 

③ 本店所在地 兵庫県姫路市下手野一丁目３番１号 

④ 資本金 128億92百万円 

⑤ 事業の内容 貨幣処理機・貨幣端末機・自動販売機及び自動サービス機器の製造・販売・保守サ

ービス 

(4) 今後の見通し 

当該譲渡に伴う業績に与える影響に関しましては、当該事業の譲渡価格等が今後の両者の協議に基づき決定

されるため、現時点では不明であります。 
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第53期(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日) 

該当事項はありません。 
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