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1.  21年3月期の業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

(注）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、対前期増減率は記載しておりません。 

(2) 財政状態 

(注）当社は、平成21年３月期より非連結決算となったため、前期実績は記載しておりません。 

(3) キャッシュ・フローの状況 

(注）当社は、平成21年３月期より非連結決算となったため、前期実績は記載しておりません。 
 

(1) 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 ％

21年3月期 30,965 ― 2,674 ― 2,710 ― 2,253 ―

20年3月期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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 ％ ％ ％

21年3月期 19,744.38 ― 7.1 5.4 8.6
20年3月期 ― ― ― ― ―

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―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

21年3月期 51,922 32,030 61.7 280,648.76
20年3月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   21年3月期  32,030百万円 20年3月期  ―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

21年3月期 4,037 △3,586 △958 20,281
20年3月期 ― ― ― ―

2.  配当の状況 

(注）当社は、平成21年３月期より非連結決算となったため、配当性向、純資産配当率における前期実績は記載しておりません。 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
純資産配当

率（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 ％ ％

20年3月期 ― 2,500.00 ― 2,500.00 5,000.00 550 ― ―

21年3月期 ― 2,500.00 ― 2,500.00 5,000.00 570 25.3 1.8

22年3月期 
（予想）

― 2,500.00 ― 2,500.00 5,000.00 64.8

3.  22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3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）

 

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

13,200 △14.0 1,000 △14.1 1,000 △16.9 580 △48.3 5,081.92

通期 28,400 △8.3 1,500 △43.9 1,500 △44.6 880 △60.9 7,710.51
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

(注）詳細は、19ページ「重要な会計方針の変更」をご覧ください。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

(注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、30ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 114,130株 20年3月期 110,000株

② 期末自己株式数 21年3月期  ―株 20年3月期  ―株

※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、
実際の業績等はさまざまな要因により大きく異なる可能性があります。 
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①当期の経営成績 
当会計期間におけるわが国経済は、米国に端を発した世界的な金融市場の混乱が、株価の暴落や急激

な為替の変動を招き、企業の業績や雇用環境の悪化、更には個人消費の買い控えによる低迷と、景気の
減速傾向が一段と強まってきております。 
当社が事業を展開しております遊技業界、特に当社の直接の顧客であるパチンコホールにおいては、

依然、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一方、ファン層の拡大・収益力向上を狙ったいわゆる１円パチンコに代表
される低玉貸営業を導入する動きが全国的な広がりを見せました。しかしながら、金融機関の融資姿勢
は厳しいままであり、新規出店やパチンコ周辺機器への設備投資意欲は依然低迷しております。またパ
チンコホール数の減少が続くなか、競合他社との加盟店獲得競争の激化による価格競争も激しさを増
し、当社の事業環境は一層厳しいものとなってきております。 
このような厳しい経営環境下において、当社は、平成21年３月期を次なるステップに向けての足元を

固める年と位置付け、体制の整備に努めました。 
まず、昨年４月１日に日本レジャーカードシステム株式会社と合併したことにより確立された全国的

な営業基盤を、より効果的かつ効率的に機能させるために、両社のシステム統合を昨年８月に実現させ
ました。 
次に、こうして整備した営業基盤の上で、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、よりホールに密着したダイレクト営業を強化しました。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

数が見込みを下回る等、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、カード収入・システ
ム使用料収入は見込みを上回ることが出来ました。 
また、機器売上についても、１円パチンコに代表される低玉貸営業の普及にともない、カードユニッ

トのみならず対応部材の販売数量も予想以上に好調に推移し、見込みを上回ることが出来ました。 
以上の結果、当期における売上高は30,965百万円、営業利益は2,674百万円、経常利益は2,710百万

円、当期純利益は2,253百万円となりました。 
販売品目別の業績概況は、次のとおりであります。 
機器売上高は、13,620百万円となりました。 
カード収入高は、5,252百万円となりました。 
システム使用料収入は、11,533百万円となりました。 
その他の収入については、558百万円となりました。 
  

②次期の見通し 
今後のわが国経済は、米国に端を発した世界的な金融市場の混乱が、企業の業績や雇用環境の悪化、

更には個人消費の低迷と実体経済に波及し、景気の減速傾向が一段と強まってきており、予断を許さな
い状況が続くものと思われます。 
当遊技業界におきましても、依然としてパチンコホールの減少傾向は続くものと見込まれ、競合他社

との加盟店獲得競争に一段と拍車がかかることが予想されます。 
このように当社が事業を展開する遊技業界を取り巻く環境は厳しいものがありますが、当社として

は、次の成長ステップに向けて加盟店舗シェアのアップを目指す攻めの経営戦略へと転換していきま
す。具体的には、「低価格タイプ」「高機能タイプ」の新商品２機種を投入し、高機能、高付加価値商
品から低コスト商品まで、パチンコホールの多様なニーズに対応した商品バリエーションを確立いたし
ます。また、さらなる営業力の強化と拡充を目指し、新たに広島営業部を開設する等、パチンコホール
と今まで以上により密接な関係の構築を図っていきます。さらに、現在のホール経営が厳しい環境下に
あることを踏まえ、ユニット購入時のリース保証やレンタル制度など資金サポート面のサービスも拡充
し、当社のシステムをパチンコホールにスムーズに導入していただくための環境整備を行っていきま
す。 
ただ、こうした積極的な戦略により店舗数・販売本数が増加するにもかかわらず、売上高について

は、「低価格タイプ」の新機種を市場投入予定であること、また既存タイプのユニットの販売単価の減
少が見込まれることから、機器売上高が大幅に減少すると見込んでいます。また、新機種及び新サービ
スの研究開発費等が増加する見込みです。 
以上の結果、次期の見通しにつきましては、売上高28,400百万円、営業利益及び経常利益1,500百万

円、当期純利益880百万円を見込んでおります。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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①資産・負債及び純資産の状況 

当事業年度末における総資産は、連結子会社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29.6％増加し、51,922百万円となりました。 
  

(a)資産 

流動資産は、前事業年度末に比べて14,310百万円（54.4％）増加し、40,626百万円となりました。
主な増加要因は、現金及び預金6,454百万円、有価証券3,577百万円の増加及び会計処理の変更に伴う
リース投資資産1,141百万円の計上によるものであります。 
固定資産は、前事業年度末に比べて2,441百万円（17.8％）減少し、11,295百万円となりました。

主な増減要因は、投資有価証券4,876百万円及び関係会社株式3,575百万円の減少、のれん3,245百万
円及び会計処理の変更に伴うリース資産3,050百万円の計上による増加であります。 
  

(b)負債 

流動負債は、前事業年度末に比べて4,917百万円（60.6％）増加し、13,036百万円となりました。
主な増加要因は、カード未精算勘定2,952百万円、買掛金1,094百万円の増加及び会計処理の変更に伴
うリース債務840百万円の計上によるものであります。 
固定負債は、前事業年度末に比べて4,811百万円（235.4％）増加し、6,855百万円となりました。

主な増加要因は、会計処理の変更に伴うリース債務3,661百万円の計上及び長期預り金1,049百万円の
増加によるものであります。 
  

(c)純資産 

純資産合計は、前事業年度末に比べて2,139百万円（7.2％）増加し、32,030百万円となりました。
主な増加要因は、繰越利益剰余金1,693百万円の増加及びその他資本剰余金544百万円の計上によるも
のであります。 
  

②キャッシュ・フローの状況 

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末に比べて
2,416百万円（合併に伴う増加2,924百万円含む）増加し、当事業年度末には20,281百万円となりまし
た。 
当事業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。 
  

(a)営業活動におけるキャッシュ・フロー 

営業活動の結果得られた資金は、4,037百万円となりました。 
収入の主な内訳は、税引前当期純利益3,286百万円、減価償却費1,996百万円、売上債権の減少984

百万円及びたな卸資産の減少709百万円であり、支出の主な内訳は、カード未精算勘定の減少1,112百
万円、抱合せ株式消滅差益1,093百万円及び法人税等の支払898百万円によるものであります。 
  

(b)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、3,586百万円となりました。 
支出の主な内訳は、定期預金の預入2,700百万円、有価証券の取得1,491百万円及び無形固定資産の

取得708百万円であり、収入の主な内訳は有価証券の償還1,550百万円によるものであります。 
  

(c)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配当金の支払558百万円及びファイナンス・リース債務の返済によ
る支出400百万円であります。 

  

当社は、株主への適正な利益還元を も重要な経営課題の一つと考えており、財務面での健全性を維
持しつつ、長期にわたり安定した配当を継続していくことを利益配分についての基本方針としておりま
す。 
今後も企業価値の向上を目指した内部留保による既存事業の強化及び新規事業への投資を通じて、株

主利益を 大化するべく、業績の向上に努めてまいります。 
上記基本方針のもと、当期の配当につきましては、１株当たり5,000円（中間配当2,500円を含む）と

しております。また、次期につきましても、引き続き上記基本方針に基づいた安定した配当を実現でき
るよう業績向上に取り組んでまいります。なお、現時点におきましては、次期の１株当たり年間配当金
は5,000円を計画しております。 

  

(2) 財政状態に関する分析

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社の経営成績等に影響を及ぼす恐れのある事業等のリスクは、以下のとおりであります。 
なお、文中の将来に関する事項は、発表日（平成21年５月13日）現在において当社が判断したもので

あります。 
  
①業界の動向に関するリスク 

(a)市場規模について 

市場規模について加盟店舗の獲得及びその維持は、当社の収益拡大にとって重要な要素であります。
昨年４月に合併した日本レジャーカードシステム株式会社を合わせた当社の加盟店舗数は平成16年12月
末現在6,677店から、平成20年12月末現在4,443店と2,234店減少しておりますが、警察庁生活安全局発
表の平成20年12月末の遊技場総数も、12,937店と平成16年12月末の店舗数15,617店から４年間で2,680
店減少しており、当社加盟店舗数減少の主な要因はホール間の淘汰が背景にあります。現在、当社は、
新商品の投入、営業力の強化、資金サポート等の施策により新規店等の獲得を目指す戦略をとっており
ますが、景気動向の変化等により当社の計画通りに加盟店舗数が推移しない場合には、経営成績等に影
響を及ぼす可能性があります。 
  

(b)競合について  

プリペイドカードシステムにつきましては、販売者と購入者との間の決済を第三者である発行者が担
う「第三者発行型」と発行者及びその関係者のみにおいて使用される簡易型の「自家発行型」の二つに
分類されます。現在、当社を含めて７社がサービスを提供しております。当社が採用しております「第
三者発行型」システムは「自家発行型」システムに比べ、開発費やランニングコストが割高となる傾向
があります。当社としては、拡張性と付加価値の高い複合的・総合的サービスを提供することで他社と
の差別化を図っており、一定の評価をいただいておりますが、新たな事業会社の参入、あるいは競合他
社の動向によっては、当社の経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。 
  

②セキュリティに関するリスク 
当社のプリペイドカードシステムは、創業以来蓄積された技術力により、ＩＣ式は勿論、磁気式もカ

ード製造からシステムの監視まで十分なるセキュリティ対策がカード媒体、システム全体に施されてお
ります。 
 しかしながら、ＩＴ関連の技術革新により、プリペイドカードの偽変造、不正使用問題が、今後発生
する可能性は否定できません。これらの事象が発生した場合、当社の財政状態及び経営成績に影響を及
ぼす可能性があります。 
  

③個人情報に関するリスク 
平成15年５月30日に「個人情報の保護に関する法律」（以下、「個人情報保護法」）が公布・施行さ

れ、平成17年４月１日に全面施行されております。当社は、同法における個人情報取扱事業者に該当し
ます。 
当社は、個人情報の取扱いについて、「個人情報保護規程」を制定し法令及びその他の規範を遵守す

るとともに、「個人情報保護管理者」を任命し、厳重なセキュリティ対策の下で、個人情報の適切な管
理を行っております。この他個人情報相談窓口の設置や、社内における教育の徹底等、事故を未然に防
ぐべく対策を講じております。また当社では、個人情報の管理レベルを一層向上させ、維持するため、
平成19年12月にプライバシーマークを取得いたしました。 
しかしながら、人為的過誤、ネットワーク及びシステムの不具合、ハッキングその他何らかの原因に

より個人情報が流出した場合、当社の経営成績に影響を与える可能性があります。 
  

④法的規制に関連するリスク 
当社のパチンコプリペイドカード関連事業及びその商品の販売については、直接的な法規制は、受け

ておりませんが、当社の顧客である遊技場は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法
律」、「国家公安委員会規則」及び都道府県条例等の規制を直接受けており、カードユニットの使用に
あたっては使用許可の取得または使用届けが義務付けられております。 
従って各種法的規制の改正が行われた場合、カードユニット等の遊技場への販売・設置に際して営業

上の影響を受け、当社の経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。 
  

⑤自然災害等に関するリスク 
当社のシステム運営の中枢ともいえる情報管理センターは、不測の事態に備え万全な管理体制及びバ

ックアップ体制をとっております。しかしながら、想定を超える地震・台風等の大規模自然災害や大規
模な事故等が発生し、情報管理センターに重大な被害を受け、システム障害等が生じた場合には事業活
動に支障を生じ、当社の経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。 

(4) 事業等のリスク
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当社は、当社議決権株式の39.41％を保有する「その他の関係会社」である株式会社ＳＡＮＫＹＯが形
成する企業集団に持分法適用関連会社として属しており、パチンコホール向けプリペイドカードシステム
販売事業を日本全国で展開しております。「その他の関係会社」である株式会社ＳＡＮＫＹＯは、当社の
カードシステム販売代理店の一つでもあり、他の販売代理店と同様に、当社は同社へカードシステム機器
を販売し、同社に対してホール内通信機器の設置工事を業務委託しております。また、同社の子会社であ
るインターナショナル・カード・システム株式会社、及び「その他の関係会社」である株式会社データ・
アートの子会社のマミヤ・オーピー株式会社からはカードシステム機器の一部を仕入購入しております。
なお、当事業年度において、「その他の関係会社」である株式会社データ・アートと当社との間に取引は
ありません。また、平成20年３月期（平成19年４月１日～平成20年３月31日）において連結子会社であり
まし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日付で当社と吸収合併したことにより消
滅しております。発表日（平成21年５月13日）現在の企業集団についての事業系統図は次のとおりであり
ます。 
  

 

2. 企業集団の状況
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当社は、カード事業を通じてレジャー産業の健全な発展に貢献し、豊かな社会の実現を目指すことを
経営理念とし、その達成のため以下の３項目を基本方針として事業に取り組んでまいります。 
①消費者に安全・安心を与える第三者発行型決済システムを普及し、加盟店舗数のトップシェアを維

持します。   
②市場ニーズに即した高品質・高付加価値な夢のあるサービスを迅速に提供し、顧客満足度向上に努

めます。 
③高い倫理観と誠実さを持ち、創意工夫と変革の精神でチャレンジする人材を育成し、経営基盤の強

化と継続的な成長を目指します。 

  

当社は、財務体質の強化及び積極的な事業展開を通じた企業価値の拡大・発展を目標としており、経
常利益の増加及び利益率の向上を重要な経営指標として認識しております。今後とも、企業価値の拡
大・発展を目指し、利益の創出を通じ適正な収益力の確保及び安定的な配当を実現できるよう努めてま
いります。 

  

当社が現在事業を展開しております市場は、パチンコホールの減少・淘汰の傾向が続いており、当面
の間、飛躍的な市場成長力は期待できず、競合他社との間で限られたパイを奪い合う厳しい状況にあり
ます。 
そのような状況において、平成21年３月期は営業力の強化と開発体制の整備を主眼にしました。これ

により、パチンコホールの多様なニーズに応え、他社との競争に打ち勝つ体制が整備できたと考えてい
ます。 
今後は、次の成長ステップに向けて加盟店舗数の増加を目指す経営戦略へと転換していきます。具体

的には、当社加盟店舗のシェアを平成23年３月期中に50％にすることを目標に掲げております。市場ニ
ーズに即した新商品を市場投入し、低価格から高機能まで商品バリエーションを充実させます。また、
代理店施策の強化やダイレクト営業の強化による販売・保守体制の充実、パチンコホールへの導入促進
としての資金サポートなど、あらゆる面からホール経営を支える 適なサービスを提供し続けることに
よって、加盟店シェアのアップ及びブランド力の向上を実現していきます。プリペイドカード事業のリ
ーディングカンパニーとして、圧倒的なシェアを獲得することで安定した収益を確保し、その上で、新
たな成長機会を求め、第三者決済システムであることの特徴を生かして、異業種を含む他企業との提携
も視野に入れながら、新市場の開拓・新規事業の創出等に挑戦し、長期的にも高い成長性を継続できる
企業体質を目指していきます。 

  

当社を取り巻く経営環境は、遊技場の減少傾向や競合他社との加盟店獲得競争の激化等、今後も一段
と厳しくなることが予想されます。この厳しい経営環境のなかで、当社が中長期的な成長を維持し、経
営基盤を一層強固なものとするためには、加盟店の維持・獲得が 重要事項であると考えており、その
ための取り組むべき課題として以下のものがあります。 

  

①競争力の強化 
現在、競合他社との間で、成熟した市場の限られた店舗を奪い合う競争が展開されておりますが、今

後もこの競争状況は継続していくものと考えております。当社がこのような競合他社との熾烈な競争に
打ち勝っていくためには、以下の２点を中心に競争力を強化していくことが重要となります。 
・営業力の強化 
・競合他社とのサービスの差別化 
営業力の強化に関しましては、日本レジャーカードシステム株式会社との昨年４月の合併により、全

国規模の営業基盤が整備されましたが、それを一層強固なものとするため、広島営業部を開設するな
ど、よりパチンコホールに密着したダイレクト営業をさらに強化していきます。また、併せて、販売代
理店施策についても見直しを行い、更なる協力体制の強化を図り、加盟店の維持・獲得及び機器販売台
数の増加を図っていきます。 
競合他社との差別化に関しましては、当社の技術力は長年培ってまいりました実績により市場からの

信頼を有していると判断しておりますが、パチンコホールのニーズにいかにすばやく対応していくかが
課題であると考えております。現有の技術レベルに満足することなく、常に先を見据えた新技術を追求
しながら、パチンコホールのニーズに即した 適なサービスを提供し続けることで、競合他社との差別
化を図っていきます。 

  

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) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題

日本ゲームカード㈱(6261)平成21年３月期 決算短信

－7－



②財務体質の強化 
当社は、第三者発行型のプリペイドカードを発行しており、当社加盟店との間では現金決済を伴う取

引を実施しております。従いまして、十分な財務基盤が、当社の信用力につながるため、自己資本比率
を重視した経営を行っております。そのためには、中長期的な安定成長を続けることで企業価値を高
め、利益を確保するとともに、キャッシュ・フローも 大化し、更なる財務体質の強化に努めていきま
す。 

  

③利益体質の強化 
当社にとって今後一層厳しい経営環境が見込まれる中、当社が今後継続して安定した利益を獲得して

いくためには、利益体質の更なる強化が重要な課題の一つであると考えております。そのために、加盟
店舗数を増加させることが重要となってきますが、一方で、全社員に採算意識、コスト意識を浸透させ
るとともに、各部門において原価や在庫、販管費等の徹底した予実損益管理を実施して、更なる利益体
質の強化を図っていきます。 

  

④新規市場の創出 
当社は、現在、加盟店舗数シェア１位という優位性のもと安定した利益を継続的に享受しておりま

す。しかしながら、今後、右肩上がりの拡大・成長を実現し、飛躍していくためには、現事業領域にと
らわれることなく、新たな事業領域を見い出し、新事業の開拓、または新市場の創出等を行っていくこ
とが重要な課題であります。当社は、業界初の電子マネーサービス「e-mon」を開発し、サービスを提
供しておりますが、このような新たな核となる事業を創出し、積極的に経営資源を投下することによ
り、当社の更なる成長戦略が実現できるものと考えております。  

  

該当する事項はありません。 

(5) その他、会社の経営上重要な事項
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4.【財務諸表】

(1)【貸借対照表】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 8,866 15,321 

受取手形 43 114 

営業未収入金 2,057 3,037 

売掛金 2,721 3,286 

リース投資資産 － 1,141 

有価証券 10,046 ※1 13,623 

商品 1,625 － 

製品 60 － 

商品及び製品 － 2,542 

原材料 149 － 

貯蔵品 25 － 

原材料及び貯蔵品 － 580 

前払費用 70 78 

繰延税金資産 566 575 

その他 90 363 

貸倒引当金 △6 △39 

流動資産合計 26,316 40,626 

固定資産 

有形固定資産 

建物 194 199 

減価償却累計額 △86 △100 

建物（純額） 108 99 

機械及び装置 8 8 

減価償却累計額 △0 △2 

機械及び装置（純額） 8 6 

工具、器具及び備品 2,044 4,388 

減価償却累計額 △1,450 △3,711 

工具、器具及び備品（純額） 593 677 

土地 0 0 

リース資産 － 984 

減価償却累計額 － △101 

リース資産（純額） － 882 

建設仮勘定 1 － 

有形固定資産合計 712 1,665 

無形固定資産 

のれん － 3,245 

ソフトウエア 2,904 2,425 

リース資産 － 2,167 

その他 61 30 

無形固定資産合計 2,966 7,869 

投資その他の資産 

投資有価証券 ※1 4,926 50 

関係会社株式 4,002 427 

出資金 5 5 

破産更生債権等 247 469 

長期前払費用 372 25 

繰延税金資産 191 588 

その他 507 519 

貸倒引当金 △194 △325 

投資その他の資産合計 10,058 1,760 

固定資産合計 13,737 11,295 

資産合計 40,053 51,922 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

買掛金 2,489 3,584 

カード未精算勘定 3,196 6,149 

営業未払金 111 156 

リース債務 － 840 

未払金 955 448 

未払費用 39 83 

未払法人税等 216 506 

預り金 19 21 

前受収益 143 402 

賞与引当金 133 175 

製品取替引当金 787 610 

ポイント引当金 26 57 

その他 0 2 

流動負債合計 8,119 13,036 

固定負債 

リース債務 － 3,661 

退職給付引当金 154 302 

役員退職慰労引当金 60 30 

長期預り金 1,807 2,856 

その他 21 4 

固定負債合計 2,043 6,855 

負債合計 10,163 19,892 

純資産の部 

株主資本 

資本金 5,500 5,500 

資本剰余金 

資本準備金 1,500 1,500 

その他資本剰余金 － 544 

資本剰余金合計 1,500 2,044 

利益剰余金 

利益準備金 142 142 

その他利益剰余金 

別途積立金 7,600 7,600 

繰越利益剰余金 14,991 16,684 

利益剰余金合計 22,733 24,426 

株主資本合計 29,733 31,971 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 157 59 

評価・換算差額等合計 157 59 

純資産合計 29,890 32,030 

負債純資産合計 40,053 51,922 
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(2)【損益計算書】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

カード発行高 6,718,946 12,147,444 

売上高 

機器売上高 12,551 13,620 

カード収入高 ※2 2,836 ※2 5,252 

システム使用料収入 7,704 11,533 

その他の収入 ※3 1,145 ※3 558 

売上高合計 24,238 30,965 

売上原価 

機器売上原価 10,972 11,986 

カード売上原価 1,135 1,826 

システム使用料売上原価 3,973 6,060 

その他の原価 833 769 

売上原価合計 16,914 20,643 

売上総利益 7,323 10,322 

販売費及び一般管理費 ※4, ※5 5,284 ※4, ※5 7,648 

営業利益 2,039 2,674 

営業外収益 

受取利息 11 10 

有価証券利息 83 112 

受取配当金 10 17 

債務勘定整理益 － 35 

受取保証料 13 15 

その他 7 4 

営業外収益合計 125 196 

営業外費用 

支払利息 6 87 

支払保証料 24 64 

固定資産除却損 ※6 1 ※6 8 

その他 2 0 

営業外費用合計 35 160 

経常利益 2,129 2,710 

特別利益 

抱合せ株式消滅差益 － 1,093 

製品取替引当金戻入額 80 216 

貸倒引当金戻入額 51 20 

その他 － 35 

特別利益合計 131 1,365 

特別損失 

リース解約損 － 411 

固定資産除却損 － ※7 339 

過年度損益修正損 13 － 

その他 － 37 

特別損失合計 13 788 

税引前当期純利益 2,246 3,286 

法人税、住民税及び事業税 641 1,084 

法人税等調整額 209 △50 

法人税等合計 850 1,033 

当期純利益 1,396 2,253 
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 5,500 5,500 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 5,500 5,500 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 1,500 1,500 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,500 1,500 

その他資本剰余金 

前期末残高 － － 

当期変動額 

合併による増加 － 544 

当期変動額合計 － 544 

当期末残高 － 544 

資本剰余金合計 

前期末残高 1,500 1,500 

当期変動額 

合併による増加 － 544 

当期変動額合計 － 544 

当期末残高 1,500 2,044 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 142 142 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 142 142 

その他利益剰余金 

別途積立金 

前期末残高 7,600 7,600 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 7,600 7,600 

繰越利益剰余金 

前期末残高 14,145 14,991 

当期変動額 

剰余金の配当 △550 △560 

当期純利益 1,396 2,253 

当期変動額合計 846 1,693 

当期末残高 14,991 16,684 

前期末残高 21,887 22,733 

当期変動額 

剰余金の配当 △550 △560 

当期純利益 1,396 2,253 

当期変動額合計 846 1,693 

当期末残高 22,733 24,426 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 113 157 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

43 △97 

当期変動額合計 43 △97 

当期末残高 157 59 

純資産合計 

前期末残高 29,000 29,890 

当期変動額 

剰余金の配当 △550 △560 

当期純利益 1,396 2,253 

合併による増加 － 544 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 43 △97 

当期変動額合計 890 2,139 

当期末残高 29,890 32,030 
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(4)【キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税引前当期純利益 3,286 

減価償却費 1,996 

のれん償却額 360 

長期前払費用償却額 153 

固定資産除却損 348 

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 7 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △70 

製品取替引当金の増減額（△は減少） △176 

その他の引当金の増減額（△は減少） 38 

受取利息及び受取配当金 △141 

支払利息 151 

売上債権の増減額（△は増加） 984 

たな卸資産の増減額（△は増加） 709 

仕入債務の増減額（△は減少） 577 

カード未精算勘定の増減額（△は減少） △1,112 

未収入金の増減額（△は増加） △261 

未払金の増減額（△は減少） △251 

長期預り金の増減額（△は減少） △318 

その他 △209 

小計 5,389 

利息及び配当金の受取額 89 

利息の支払額 △131 

リース解約による支出額 △411 

法人税等の支払額 △898 

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,037 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の預入による支出 △2,700 

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 1,550 

有形固定資産の取得による支出 △253 

無形固定資産の取得による支出 △708 

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 △3,586 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

配当金の支払額 △558 

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △400 

財務活動によるキャッシュ・フロー △958 

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） △507 

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期末残高 ※1 20,281 
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該当事項はありません。 

  

(5)【継続企業の前提に関する注記】

(6)【重要な会計方針】

項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 有価証券の評価基準及び評

価方法

(1)満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)によっており

ます。

(1)満期保有目的の債券

同左

(2)子会社株式

移動平均法による原価法によって

おります。

――――――――

(3)その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価

法によっております。(評価差額は

全部純資産直入法により処理し売

却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの

移動平均法による原価法によって

おります。

(3)その他有価証券

時価のあるもの

  同左  

   

    

 

時価のないもの

  同左

２ たな卸資産の評価基準及び

評価方法

通常の販売目的で保有するたな卸資産

 評価基準は原価法（収益性の低下に

よる簿価切下げの方法）によっており

ます。

(1)商品、製品、原材料

移動平均法による低価法によって

おります。

(2)貯蔵品

終仕入原価法によっておりま

す。

(1)商品、製品、原材料

移動平均法によっております。

(2)貯蔵品

終仕入原価法によっておりま

す。

 (会計方針の変更)

 当事業年度より、「棚卸資産の評価

に関する会計基準」(企業会計基準第

９号 平成18年７月５日公表分)を適

用しております。

 これに伴う影響額はありません。
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項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日 
  至 平成20年３月31日)

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日)

３ 固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産  

  建物（建物附属設備は除く）  

    平成10年４月１日から  

    平成19年３月31日までに  

    取得したもの 

     旧定額法によっております。 

  建物以外  

  ① 平成19年３月31日以前に  

    取得したもの  

    旧定率法によっております。 

  ② 平成19年４月１日以降に  

    取得したもの  

    定率法によっております。  

  なお、主な耐用年数は次のとおり 

  であります。  

  建物         10～15年 

  機械装置         15年 

  工具器具及び備品   ２～５年

(1)有形固定資産(リース資産を除く)  

  建物（建物附属設備は除く）  

    平成10年４月１日から  

    平成19年３月31日までに  

    取得したもの  

    旧定額法によっております。 

  建物以外  

  ① 平成19年３月31日以前に  

    取得したもの  

    旧定率法によっております。 

  ② 平成19年４月１日以降に  

    取得したもの  

    定率法によっております。  

  なお、主な耐用年数は次のとおり 

  であります。  

  建物         10～15年 

  機械装置         10年 

  工具器具及び備品   ２～５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。  

 これに伴い、前事業年度と同一の方

法によった場合と比べ、売上総利益が

３百万円、営業利益が15百万円、経常

利益が15百万円、税引前当期純利益が

15百万円それぞれ減少しております。

 また、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よっております。

（追加情報） 

 なお、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よっております。 

当該変更に伴う損益に与える影響は軽

微であります。

(2)無形固定資産

定額法によっております。

耐用年数については、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。

但し、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。

(2)無形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっております。

耐用年数については、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。

但し、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。
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項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

―――――――― (3)リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取

引に係るリース資産 

自己所有の固定資産に適用する減価

償却方法と同一の方法を採用してお

ります。 

但し、当事業年度に取得した情報管

理センターに係るソフトウェアにつ

いては、利用可能期間（６年）に基

づく定額法によっております。 

  

所有権移転外ファイナンス・リース

取引に係るリース資産  

リース期間を耐用年数として、残存

価額をゼロとする定額法によってお

ります。

なお、所有権移転外ファイナンス・

リース取引のうち、リース取引開始

日が平成20年３月31日以前のものに

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。

(4)長期前払費用

均等償却によっております。

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。

(4)長期前払費用

同左

４ 引当金の計上基準 (1)貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため

一般債権については合理的に見積っ

た貸倒率により、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、支給見込額に基づき

計上しております。

(2)賞与引当金

同左

(3)製品取替引当金

当事業年度以前において販売した機

器の内蔵部品等の取り替えについ

て、当社が負担する取替費用の支出

に備えるため、必要な見積額を計上

しております。

(3)製品取替引当金

同左

(4)ポイント引当金

ＪＧ－ｅ会員サービスの会員に付与

したポイントの将来の利用に備える

ため、当事業年度末における将来利

用見込額を計上しております。

(4)ポイント引当金

同左

(5)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当

期末における退職給付債務の見込額

に基づき、当事業年度末において発

生している額を計上しております。

(5)退職給付引当金

同左

(6)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計

上しております。

(6)役員退職慰労引当金

同左
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項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

５ 収益及び費用の計上基準 ―――――――― ファイナンス・リース取引に係る収益

の計上基準

 リース料受取時に売上高と売上原価

を計上する方法によっております。

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、通常の賃

貸借取引に係る会計処理に準じた方法

によっております。

――――――――

７ キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

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、手元現

金・随時引き出し可能な現金及び容易

に換金可能であり、かつ価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わない取得

日から３ヶ月以内に償還期限の到来す

る短期換算からなっております。

同左

８ その他財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

(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

(2)カードの会計処理

カード発行高は、納品されたカー

ドのカード券面額を示しておりま

す。カード収入高及びカード売上

原価は、券面額を差し引いたカー

ド代金及びその製造コストを示し

ております。また、加盟店との取

引により生じる債権及び債務（営

業未収入金及び営業未払金）につ

いては、券面相当額が含まれてお

ります。債務のカード未精算勘定

は、加盟店に納品されたカードの

券面額のうち未使用のものを示し

ております。なお、カード未精算

勘定は、発行後４年経過した日が

属する事業年度において、法人税

法の規定に基づき規則的に取り崩

しております。当該取崩高は損益

計算書上、カード収入高に含めて

記載しております。

(2)カードの会計処理

同左
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(7)【重要な会計方針の変更】

【会計処理の変更】

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

 当事業年度
(自 平成20年４月１日
 至 平成21年３月31日)

 

        

 

(リース取引に関する会計基準等)

所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、当事業年度より、「リース取引

に関する会計基準」（企業会計基準第13号(平成５年

６月17日(企業会計審議会第一部会)、平成19年３月30

日改正)）及び「リース取引に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第16号(平成６年１月

18日(日本公認会計士協会 会計制度委員会)、平成19

年３月30日改正)）を適用し、通常の売買取引に係る

会計処理によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引の

うち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のも

のについては、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。

これにより売上総利益及び営業利益は、それぞれ43

百万円増加し、経常利益及び税引前当期純利益は、そ

れぞれ37百万円減少しております。
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(8)【財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

前事業年度
(平成20年３月31日)

当事業年度
(平成21年３月31日)

※１ 次の資産を財務局への前払式証票の発行保証金と
して、担保に供しております。

※１ 次の資産を財務局への前払式証票の発行保証金と
して、担保に供しております。

    投資有価証券        4,926百万円     有価証券          4,963百万円  

２ 加盟店349店舗のリース契約に伴う債務に対して 
3,878百万円の引取保証を行っております。

 

２ 加盟店502店舗のリース契約に伴う債務に対して 
5,525百万円の引取保証を行っております。

(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

※１  受取配当金10百万円は、関係会社からのものと
      なっております。

――――――――

※２  カード収入高には、カード未精算勘定取崩高
    85百万円が含まれております。

※２ カード収入高には、カード未精算勘定取崩高
   825百万円が含まれております。

※３  その他収入の主な内容は、貸与通信設備の設置
      料収入414百万円であります。

※３ その他収入の主な内容は、貸与通信設備の設置
      料収入433百万円であります。

 

※４  販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額
給与手当 786百万円
賞与引当金繰入額 111百万円
役員退職慰労引当金繰入額 12百万円
退職給付費用 25百万円
地代家賃 459百万円
減価償却費 858百万円
支払手数料 496百万円
研究開発費 806百万円
製品取替引当金繰入額 107百万円
貸倒引当金繰入額 0百万円
ポイント引当金繰入額 26百万円

  

※４ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額
給与手当 1,231百万円
賞与引当金繰入額 143百万円
役員退職慰労引当金繰入額 15百万円
退職給付費用 86百万円
地代家賃 623百万円
減価償却費 979百万円
支払手数料 1,531百万円
研究開発費 561百万円
製品取替引当金繰入額 102百万円
貸倒引当金繰入額 3百万円
ポイント引当金繰入額 30百万円
のれん償却費 360百万円

 

販売費に属する費用と一般管理費に属する費用
の割合は、概ね次のとおりであります。

販売費 約31.5％
一般管理費 約68.5％

 
 

販売費に属する費用と一般管理費に属する費用の
割合は、概ね次のとおりであります。

販売費 約29.0％
一般管理費 約71.0％

 

※５ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開
      発費は、次のとおりであります。

一般管理費 806百万円
 

 

※５ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開
      発費は、次のとおりであります。

一般管理費 561百万円

 

※６ 固定資産除却損(営業外費用)の内容
建物 0百万円
工具器具及び備品 1百万円
 計 1百万円

 

※６ 固定資産除却損(営業外費用)の内容
工具器具及び備品 8百万円

※７ 固定資産除却損(特別損失)の内容
建物 51百万円
機械及び装置 2百万円
工具器具及び備品 34百万円
ソフトウェア 56百万円
その他無形固定資産 1百万円
長期前払費用 193百万円

計 339百万円
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当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

   

(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

吸収合併消滅会社 日本レジャーカードシステム株式会社の 

少数株主に対する新株発行による増加            4,130 株 

  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

 
  

 
  

(株主資本等変動計算書関係)

１ 発行済株式に関する事項

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(株) 110,000 4,130 ― 114,130

２ 自己株式に関する事項

３ 新株予約権等に関する事項

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

(千円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

平成20年６月24日 
定時株主総会

普通株式 275,000 2,500 平成20年３月31日 平成20年６月25日

平成20年11月６日 
取締役会

普通株式 285,325 2,500 平成20年９月30日 平成20年12月８日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年６月24日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 285,325 2,500 平成21年３月31日 平成21年６月25日

日本ゲームカード㈱(6261)平成21年３月期 決算短信

－21－



  

 
  

(キャッシュ・フロー計算書関係)

当事業年度
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日)

 

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
 

現金及び預金勘定 15,321百万円

有価証券勘定 13,623百万円

計 28,944百万円

 
運用期間が３ヶ月を超える債券他 △8,663百万円

現金及び現金同等物 20,281百万円

 

 

２ 重要な非資金取引の内容

 ① 合併
当事業年度に合併した日本レジャーカードシステム株式会社より引き継いだ資産及び負

債の主な内訳は次のとおりであります。また、合併により増加した資本剰余金は544百万
円であります。

合併により引き継いだ資産・負債

流動資産 7,945百万円

固定資産 583百万円

資産合計 8,529百万円

流動負債 5,611百万円

固定負債 1,476百万円

負債合計 7,087百万円
 ② 当事業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及び負債の額は、そ

れぞれ4,668百万円であります。
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(リース取引関係)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日)

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日)

１．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

（借主側）

 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

１．リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所

有権移転外ファイナンス・リース取引

（借主側）

 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 

工具器具
及び備品
（百万円）

 
ソフトウェア 
（百万円）

合計 
（百万円）

取得価額
相当額

6,647 1,659 8,307

減価償却累計 
額相当額

3,362 985 4,347

減損損失累計 
額相当額

72 ― 72

期末残高
相当額

3,212 674 3,886

 
 

工具器具
及び備品
（百万円）

 
ソフトウェア 
（百万円）

合計 
（百万円）

取得価額
相当額

9,903 1,719 11,622

減価償却累計
額相当額

6,682 1,335 8,017

減損損失累計
額相当額

27 ― 27

期末残高
相当額

3,193 384 3,577

 

 

 ② 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減

損勘定期末残高 

未経過リース料期末残高相当額

１年内 1,560百万円

１年超 2,596百万円

合  計 4,156百万円

リース資産減損勘定期末残高 13百万円

 
 

 ② 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減

損勘定期末残高  

未経過リース料期末残高相当額

１年内 1,940百万円

１年超 1,797百万円

合  計 3,737百万円

リース資産減損勘定期末残高 2百万円

 

 

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 1,922百万円

リース資産減損勘定の取崩額 18百万円

減価償却費相当額 1,678百万円

支払利息相当額 168百万円

 

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 2,507百万円

リース資産減損勘定の取崩額 10百万円

減価償却費相当額 2,292百万円

支払利息相当額 154百万円

④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数として、残存価額をゼロと

する定額法によっております。

   利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。

④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数として、残存価額をゼロと

する定額法によっております。

   利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。
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前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日)

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日)

（貸主側）

 ① リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末

残高

（貸主側）

 ① リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末

残高

 

工具器具
及び備品
（百万円）

取得価額 1,549

減価償却
累計額

527

期末残高 1,022

 

工具器具
及び備品
（百万円）

取得価額 1,541

減価償却
累計額

822

期末残高 719

 

 ② 未経過リース料期末残高相当額

１年内 300百万円

１年超 771百万円

合  計 1,072百万円
 

 ② 未経過リース料期末残高相当額

１年内 306百万円

１年超 461百万円

合 計 768百万円

 

③ 受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額

受取リース料 337百万円

減価償却費 272百万円

受取利息相当額 85百万円

④ 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、級数法によっております。

 

③ 受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額

受取リース料 376百万円

減価償却費 314百万円

受取利息相当額 71百万円

④ 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、級数法によっております。

 

２．オペレーティング・リース取引

（借主側）

   未経過リース料

１年内 19百万円

１年超 15百万円

合  計 35百万円

 
 

２．オペレーティング・リース取引

（借主側）

オペレーティング・リース取引のうち解約不能の

ものに係る未経過リース料

１年内 8百万円

１年超 20百万円

合  計 28百万円

 

 

（貸主側）

   未経過リース料

１年内 64百万円

１年超 71百万円

合 計 136百万円

 
 

（貸主側）

オペレーティング・リース取引のうち解約不能の

ものに係る未経過リース料

１年内 55百万円

１年超 32百万円

合 計 87百万円
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前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日)

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日)

―――――――― １．所有権移転ファイナンス・リース取引

（借主側）

 （１）リース資産の内容

  ・無形固定資産

情報管理センターのソフトウェアであります。

 （２）リース資産の減価償却の方法

自己所有の固定資産に適用する減価償却費と同一

の方法を採用しております。  

但し、当事業年度に取得した情報管理センターに

係るソフトウェアについては、利用可能期間（６

年）に基づく定額法によっております。

――――――――

 

 

２．所有権移転外ファイナンス・リース取引

（借主側）
（１）リース資産の内容
 ・有形固定資産

加盟店用通信機器及び情報管理センター設備であ

ります。

（２）リース資産の減価償却の方法

リース期間を耐用年数として、残存価額をゼロと

する定額法によっております。

（貸主側）
（１）リース投資資産の内訳
  ①流動資産

リース料債権部分 1,431百万円

受取利息相当額 268百万円

（２）リース投資資産に係るリース料債権部分の
    事業年度末日後の回収予定額
  ①流動資産

（単位：百万円）

リース投資資産

１年内 318

１年超２年以内 314

２年超３年以内 307

３年超４年以内 296

４年超５年以内 166

５年超 27
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前事業年度(平成20年３月31日現在) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

当事業年度(平成21年３月31日現在) 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 
  

２ その他有価証券で時価のあるもの 

 
  

３ 時価評価されていない有価証券 

  満期保有目的の債券 

 
  

４ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の決算日後における償還予定額 

 
  

  

  

  

(有価証券関係)

区分
貸借対照表日における
貸借対照表計上額 

(百万円)

貸借対照表日に
おける時価 
(百万円)

差額 
(百万円)

時価が貸借対照表計上額を 
超えるもの

4,963 4,984 20

時価が貸借対照表計上額を 
超えないもの

― ― ―

合計 4,963 4,984 20

区分
取得原価
(百万円)

貸借対照表日における
貸借対照表計上額 

(百万円)

差額 
(百万円)

貸借対照表計上額が取得原価を 
超えるもの 
  
①株式 327 427 99

合計 327 427 99

内容
貸借対照表計上額

(百万円)

①コマーシャル・ペーパー 999

②国内私募債 50

合計 1,049

区分
１年以内 
(百万円)

１年超５年以内
(百万円)

５年超10年以内 
(百万円)

10年超 
(百万円)

①債券

  国債・地方債等 5,000 ― ― ―

  社債 ― ― ― ―

  その他 8,660 ― ― ―

合計 13,660 ― ― ―
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当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

当社はデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

  

当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

当社は関連会社がないため、該当事項はありません。 

  

当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

(1) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等 

  

 
（注）１．上記取引金額は消費税等を含んでおりません。また、期末残高は消費税等を含んでおります。 

   ２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

    ※１．商品の仕入等の支払については、価格交渉のうえ、決定した価格に基づいて支払っております。 

  

(デリバティブ取引関係)

(持分法投資損益等)

(関連当事者情報)

種類
会社等の名称 
又は氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有 
(被所有) 
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

その 他の
関係 会社
の子会社

インターナ
ショナル・
カ ー ド・シ
ステム㈱

東京都 
渋谷区

151

パチンコホール
内システム機器
の構築・設計・
開発管理・販売

所有 なし
被所有なし

ソフトウェアの
開発、当社商品
及び通信設備周
辺機器の購入 
  
役員の兼任１名

※１
商品の仕入

7,674 買掛金 899
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(税効果会計関係)

前事業年度 
(平成20年３月31日)

当事業年度 
(平成21年３月31日)

 

 

１. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳

（繰延税金資産）

賞与引当金 54百万円

貸倒引当金 81百万円

未払事業税 24百万円

たな卸資産評価損 132百万円

製品取替引当金 320百万円

固定資産等償却額 122百万円

会員権評価損 65百万円

その他 130百万円

繰延税金資産小計 931百万円

評価性引当額 △65百万円

繰延税金資産合計 865百万円

 

（繰延税金負債）

その他有価証券評価差額金 107百万円

繰延税金負債合計 107百万円

繰延税金資産の純額 758百万円

 

 

 

１. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳

（繰延税金資産）

賞与引当金 71百万円

貸倒引当金 148百万円

未払事業税 37百万円

たな卸資産評価損 165百万円

製品取替引当金 248百万円

固定資産等償却額 358百万円

会員権評価損 68百万円

退職給付引当金 123百万円

その他 51百万円

繰延税金資産小計 1,273百万円

評価性引当額 △68百万円

繰延税金資産合計 1,204百万円

（繰延税金負債）

その他有価証券評価差額金 40百万円

繰延税金負債合計 40百万円

繰延税金資産の純額 1,164百万円

 

２. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率             40.6％

(調整)

接待交際費等永久に損金に算
入されない項目

1.1％

試験研究費等の税額控除 △4.4％

均等割 0.6％

その他 △0.2％

税効果会計適用後の
法人税等の負担率

37.8％

 

 

２.  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率              40.6％

(調整)

抱合せ株式消滅差益 △13.5％

のれん償却費 4.4％

接待交際費等永久に損金に算
入されない項目

1.0％

試験研究費等の税額控除 △1.7％

均等割 0.3％

その他 0.0％

税効果会計適用後の
法人税等の負担率

31.4％

(退職給付関係)

当事業年度
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日)

１.採用している退職給付金制度の概要

当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けております。

 

２.退職給付債務に関する事項

①退職給付債務 302百万円

②退職給付引当金 302百万円

（注）退職給付債務の算定に当たり、簡便法を採用しております。

 

３.退職給付費用に関する事項

①退職給付費用 89百万円
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当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

該当事項はありません。  

(企業結合等関係) 

 
  

(ストック・オプション等関係)

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日)

当社による日本レジャーカードシステム株式会社の吸収合併

１．結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業

の名称並びに取引の目的を含む取引の概要

 

（1）結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容

  ①名称 日本ゲームカード株式会社（当社）及び日本レジャーカードシステム株式会社

  ②事業の内容 

（当社）遊技用プリペイドカードの発行並びにカードシステム関連機器の開発及び販売 

（日本レジャーカードシステム株式会社）遊技用プリペイドカードの発行並びにカードシス

テム関連機器の開発及び販売

（2）企業結合の法的形式

   当社を存続会社とし、日本レジャーカードシステム株式会社を消滅会社とする吸収合併

（3）結合後企業の名称

   名称に変更はありません。

（4）取引の目的を含む取引の概要

  当社が、事業を展開しておりますパチンコ周辺機器市場におきましては、数年来、顧客である

パチンコホールの減少・淘汰が続いていることに加え、競合他社との加盟店獲得競争が一段と厳

しくなっており、今後も厳しい状況は続くものと予想されます。  

 このような環境のなか、当社は平成19年６月11日に日本レジャーカードシステム株式会社を子

会社化し、同社との間で競争力優位性を保つための様々な施策を検討してまいりました。  

 その結果、昨今の厳しい経営環境に対処し企業価値の 大化を実現するためには、各社が営

業・技術開発等の事業活動を個々に展開するよりも、両社の経営資源をより集中させる「合併」

が も相応しい経営統合の在り方であること、また、昨年来よりパチンコ業界が極めて低迷する

なか、早期に対処することが急務との認識で一致し、合併の運びとなりました。 

 

２．実施した会計処理の内容

 本件吸収合併は、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び

「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号

平成17年12月27日）に基づき、共通支配下の取引等の会計処理を行っております。
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 該当事項はありません。 

  

  

 
(注) 算定上の基礎 

１. １株当たり純資産額 

 
  

 ２. １株当たり当期純利益 

 
  

  

 
  

(資産除去債務)

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 271,733円94銭 １株当たり純資産額 280,648円76銭

１株当たり当期純利益 12,695円91銭 １株当たり当期純利益 19,744円38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、潜在株式がないため記載しておりませ
ん。

同左

項目
前事業年度

（平成20年３月31日)
当事業年度

（平成21年３月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額
(百万円)

29,890 32,030

普通株式に係る純資産額(百万円) 29,890 32,030

普通株式の発行済株式数(株) 110,000 114,130

普通株式の自己株式数(株) ― ―

１株当たり純資産の算定に 
用いられた普通株式の数(株)

110,000 114,130

項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

損益計算書上の当期純利益(百万円) 1,396 2,253

普通株式に係る当期純利益(百万円) 1,396 2,253

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

(百万円) 

     ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 110,000 114,130

(重要な後発事象)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
  至 平成20年３月31日)

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日)

 
 合併に関する事項につきましては、「連結財務諸表等の
（重要な後発事象）」に記載のとおりであります。

――――――――
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該当する事項はありません。 

  

 
  

  

  

5. その他

(1) 役員の異動

①代表者の異動

②その他役員の異動（平成21年６月24日付）

１．退任予定監査役

常勤監査役 佐 藤  隆 二
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