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1.  22年3月期の業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

（注）当社は、平成21年３月期より非連結となったため、対前期増減率は記載しておりません。 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

22年3月期 32,834 6.0 1,566 △41.4 1,508 △44.3 918 △59.3

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

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 ％ ％ ％

22年3月期 8,044.87 ― 2.9 2.9 4.8
21年3月期 19,744.38 ― 7.1 5.4 8.6

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21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

22年3月期 52,431 32,399 61.8 283,878.12
21年3月期 51,922 32,030 61.7 280,648.76

（参考） 自己資本   22年3月期  32,399百万円 21年3月期  32,030百万円

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

22年3月期 2,615 △4,319 △1,504 17,072
21年3月期 4,037 △3,586 △958 20,281

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 2,500.00 ― 2,500.00 5,000.00 570 25.3 1.8
22年3月期 ― 2,500.00 ― 2,500.00 5,000.00 570 62.2 1.8

23年3月期 
（予想）

― 2,500.00 ― 2,500.00 5,000.00 54.3

3.  23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23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

15,100 △3.5 700 △30.9 650 △34.3 360 △42.2 3,154.30

通期 31,000 △5.6 2,000 27.7 1,900 25.9 1,050 14.4 9,200.04
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

（注）詳細は、20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、37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 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） 22年3月期 114,130株 21年3月期 114,130株

② 期末自己株式数 22年3月期  ―株 21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 
当事業年度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により低迷していた

悪期を脱し、 近では中国等の外需に牽引され、回復の動きを見せています。しかし、国内需要は、政
府の経済対策にもかかわらず、デフレの影響や雇用情勢の不透明さ等から、依然として回復力は弱く、
本格回復には至っていません。  
 当遊技業界では、１円パチンコに代表される低玉貸営業の導入が一層進む等新たなファン獲得に向け
た試みが続けられていますが、金融機関の融資姿勢に変化はなく、ホール企業の経営環境は引き続き厳
しい状況が続いています。そのような中、過剰な設備投資を控え企業体力に見合った出店やコスト削減
につながる各台計数システムの導入等、体質改善に向けた経営努力がなされています。その結果、前年
に比べホール企業の倒産件数は減少しており、パチンコホール数の減少傾向には下げ止まり感がみられ
ています。  
 このような市場環境下において、当社はカードシステム導入ホールに占める当社シェアアップを目指
し、攻めの経営戦略を展開しました。  
 まず、エコをコンセプトにした省電力かつローコストのカードユニット「ＢＬＩＣＺ Ｌｉｇｈｔ
（ブリッツ・ライト）」を６月に、各台計数システム等様々なタイプバリエーションを取り揃えた「Ｂ
∞ＬＥＸ（ビーレックス）」を11月に市場投入し、低価格商品から高機能・高付加価値商品まで、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の確立を実現しました。そして、さらなる営
業力の強化と拡充を目指して、６月には広島営業部を開設し全国規模の営業基盤の一層の強化を図ると
ともに、より密接に顧客とのコミュニケーションを図るために、全パチンコホールを訪問する等、積極
的な営業活動を展開しました。また、ホール企業のシステム導入時の資金負担を軽減するために、リー
ス及びレンタル等資金サポート面でのサービスも拡充させました。  
 これらの戦略が奏功し、新商品である「ＢＬＩＣＺ Ｌｉｇｈｔ」・「Ｂ∞ＬＥＸ」を中心に機器販
売が好調に推移し、とりわけ各台計数システムに対応可能な「Ｂ∞ＬＥＸ」は市場から高い評価を受
け、機器売上高については見込みを大きく上回ることができました。  
 しかし、カード収入高及びシステム使用料収入については、低玉貸営業の普及に伴うカード利用額の
減少や加盟店舗数が目標を下回ったこと等により、見込みを下回ることとなりました。  
 また、販売管理費についても、今期市場投入しました新商品の開発費等が見込みに比べ増加した結
果、当期における売上高は32,834百万円（前年同期比6.0％増）、営業利益は1,566百万円（同 41.4％
減）、経常利益は1,508百万円（同 44.3％減）、当期純利益は918百万円（同 59.3％減）となりまし
た。 
 販売品目別の業績概況は、次のとおりです。  
 機器売上高は、16,650百万円（前年同期比22.2％増）となりました。  
 カード収入高は、4,865百万円（同 7.4％減）となりました。  
 システム使用料収入は、10,793百万円（同 6.4％減）となりました。  
 その他の収入については、524百万円（同 6.2％減）となりました。  
  
②次期の見通し 
 今後のわが国経済は、海外経済の改善や政府の経済対策の効果等を背景に、景気の回復傾向が続くこ
とが期待されますが、一方で、海外景気の下振れ懸念、デフレの影響など景気を下押しするリスクが存
在し、雇用情勢の悪化懸念も依然として残っており予断を許さない状況が続くものと思われます。  
 当遊技業界においては、引き続き低玉貸営業の導入等新たなファン獲得に向けた動きが継続するとと
もに、ホール企業は売上の伸びが期待できない中、収益を確保するためコスト削減により一層努めると
予想されます。  
 このような中、当社は新商品２機種を市場投入したことによって、ローコストタイプの「ＢＬＩＣＺ
Ｌｉｇｈｔ」から高機能タイプの「Ｂ∞ＬＥＸ」まで、ホール経営者のニーズに対応する幅広い商品ラ
インアップを実現しました。特に、「Ｂ∞ＬＥＸ」については、フルカラー有機ＥＬパネルの使い勝手
の良さや、後からでもオプション機能を導入できる拡張性が市場から高く評価されており、さらなるサ
ービスレベルの向上を目指して改良を加えていきます。  
 これらの新商品を武器に、加盟店舗数の増加を目指し、引き続き積極的な営業展開を図っていきま
す。具体的には、一昨年から実施している全パチンコホールへの訪問を引き続き実施するほか、代理店
や地域の有力事業者を活用する等あらゆるチャネルを通じて、市場から評価の高い「Ｂ∞ＬＥＸ」をよ
り多くのホール経営者にアピールし、新規店の獲得を目指します。また、レンタルやリースによる資金
サポートを継続して実施する等、システム導入時のホール負担の軽減をできる限り図っていきます。  
 さらに、安定的に収益を確保していくために、物流・製造・システム維持費用等のコスト削減にも取
り組んでいきます。  
 以上の結果、次期の見通しにつきましては、売上高31,000百万円、営業利益2,000百万円、経常利益
1,900百万円、当期純利益1,050百万円を見込んでいます。  

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、前事業年度末に比べ1.0％増加し、52,431百万円となりました。 
  

(a)資産 

流動資産は、前事業年度末に比べて4,353百万円（10.7％）減少し、36,273百万円となりました。主
な増減要因は、有価証券5,623百万円、現金及び預金5,248百万円、営業未収入金1,409百万円の減少及
び供託金5,000百万円、リース投資資産2,246百万円、売掛金609百万円の増加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4,862百万円（43.0％）増加し、16,158百万円となりました。主

な増減要因は、投資有価証券5,888百万円の増加及びリース資産（無形）642百万円の減少によるもので
あります。 

  
(b)負債 

流動負債は、前事業年度末に比べて1,108百万円（8.5％）減少し、11,927百万円となりました。主な
増減要因は、カード未精算勘定1,825百万円、製品取替引当金414百万円の減少及び未払金996百万円の
増加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1,249百万円（18.2％）増加し、8,104百万円となりました。主な

増減要因は、リース債務1,403百万円の増加及び長期預り金98百万円の減少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368百万円（1.2％）増加し、32,399百万円となりました。主な
増加要因は、繰越利益剰余金347百万円、その他有価証券評価差額金21百万円の増加によるものであり
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3,208
百万円減少し、当事業年度末には17,072百万円となりました。 
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、2,615百万円となりました。 
収入の主な内訳は、税引前当期純利益1,659百万円、減価償却費2,643百万円、売上債権の減少869百

万円及び未払金の増加638百万円であり、支出の主な内訳は、カード未精算勘定の減少1,825百万円及び
法人税等の支払994百万円及び製品取替引当金の減少414百万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、4,319百万円となりました。 
支出の主な内訳は、投資有価証券の取得5,880百万円及び供託金の預入れ5,000百万円であり、収入の

主な内訳は投資有価証券の償還5,000百万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ファイナンス・リース債務の返済による支出933百万円及び配当金の
支払570百万円であります。 

  

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いま
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いきます。 
 上記基本方針のもと、当期の配当については、１株当たり5,000円（中間配当2,500円を含む）として
います。また、次期についても、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
向上に取り組んでいきます。なお、現時点においては、次期の１株当たり年間配当金は5,000円を計画
しています。 
  

(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、以下のとおりです。   
なお、文中の将来に関する事項は、発表日（平成22年５月12日）現在において当社が判断したもので
す。 
  
①業界の動向に関するリスク 
(a)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す。当社の平成21年12月末現

在の加盟店舗数は4,287店舗であり、日本レジャーカードシステム株式会社との合併後の平成20年12月
末の加盟店舗数4,443店舗から156店舗減少しています。警察庁生活安全局発表による平成21年12月末の
遊技場総数も12,652店舗と、平成20年12月末の店舗数12,937店舗から285店舗減少しており、当社加盟
店舗数減少の主な要因はホール間の淘汰であると考えています。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いますが、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、財政状況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」との二つに分類され
ます。現在、当社を含めて７社がサービスを提供しています。当社が採用しています「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いますが、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、財政状況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、磁気式にお

いて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
施されています。  
 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、当社の経営成績、財政状況等に影響を及
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」が公布・施行され、平成17年４月１日に全面施

行されています。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
理を行っています。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、財政状況等に影響を及ぼす可能性があります。 
  

④法的規制に関連するリスク 
当社は、「前払式証票の規制等に関する法律」に基づき第三者型発行者の登録を受け、パチンコプリ

ペイドカードの発行を行ってきましたが、新たに「資金決済に関する法律」（以下、「資金決済法」）
が平成22年４月１日より施行され、「資金決済法」に基づく第三者型発行者となります。当社は、「資
金決済法」に基づき第三者型発行者に課せられる義務について既に対応しており、「資金決済法」の施
行による影響はありません。ただし、今後の法改正により、当社の経営成績、財政状況等に影響を及ぼ
す可能性があります。  
 また、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います。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、財政状況等に
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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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います。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、財政状況等に影響を及ぼす可能性があります。 
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当社は、当社議決権株式の39.4％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います。「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います。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います。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は重要な取引はあ
りません。発表日（平成22年５月12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いきます。 
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います。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いきま
す。 
  

当社が現在事業を展開している市場は、パチンコホールの減少ペースが鈍化してきているとはいえ、
当面の間、飛躍的な市場の成長は期待できず、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、当社は、ホール経営者のニーズに即した 適な商品・サービスを提供すべ
く、幅広い商品ラインアップを実現し、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を図り、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、第三者発行型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、新市場の開拓や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は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いますが、今後

もこの競争状況は継続していくものと考えています。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３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  

 ・競業他社とのサービスの差別化  
 ・価格競争力の強化 

営業力の強化については、昨年６月に広島営業部を開設し、全国規模の営業基盤を整備しましたが、
それを一層強固なものとするため、パチンコホールにより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、さら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ついては、当社の技術力は長年培ってき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いますが、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
と考えています。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。  
 また、パチンコホールのニーズに即した 適なサービスという観点から、価格競争力という点も重要
であると考えています。この点については、物流・製造・システム維持費用等のコスト削減にも取り組
んでいきます。 
  

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
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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

引を実施しています。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います。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、さら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、利益体質のさらなる強化が重要な課題の一つであると考えています。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、さらなる利益
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います。

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いま
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、当社のさら
なる成長戦略が実現できるものと考えています。 

  

該当事項はありません。 

(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21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 15,321 10,072

受取手形 114 126

営業未収入金 3,037 1,627

売掛金 3,286 3,895

リース投資資産 1,141 3,388

有価証券 ※1  13,623 7,999

商品及び製品 2,542 2,840

原材料及び貯蔵品 580 459

前払費用 78 73

繰延税金資産 575 607

供託金 － ※1  5,000

その他 363 222

貸倒引当金 △39 △40

流動資産合計 40,626 36,273

固定資産   

有形固定資産   

建物 199 195

減価償却累計額 △100 △105

建物（純額） 99 90

機械及び装置 8 8

減価償却累計額 △2 △3

機械及び装置（純額） 6 4

工具、器具及び備品 4,388 4,170

減価償却累計額 △3,711 △3,329

工具、器具及び備品（純額） 677 841

土地 0 0

リース資産 984 1,367

減価償却累計額 △101 △315

リース資産（純額） 882 1,052

有形固定資産合計 1,665 1,989

無形固定資産   

のれん 3,245 2,821

ソフトウエア 2,425 2,162

リース資産 2,167 1,525

その他 30 30

無形固定資産合計 7,869 6,540

投資その他の資産   

投資有価証券 50 ※1  5,938

関係会社株式 427 462

出資金 5 5

破産更生債権等 469 389

長期前払費用 25 10

繰延税金資産 588 644

その他 519 496

貸倒引当金 △325 △318

投資その他の資産合計 1,760 7,628

固定資産合計 11,295 16,158

資産合計 51,922 52,431

日本ゲームカード㈱ （6261） 平成22年３月期決算短信

－10－



(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,584 3,320

カード未精算勘定 6,149 4,323

営業未払金 156 70

リース債務 840 1,451

未払金 448 1,444

未払費用 83 64

未払法人税等 506 379

預り金 21 17

前受収益 402 380

賞与引当金 175 198

製品取替引当金 610 195

ポイント引当金 57 79

その他 2 1

流動負債合計 13,036 11,927

固定負債   

リース債務 3,661 5,064

退職給付引当金 302 249

役員退職慰労引当金 30 31

長期預り金 2,856 2,758

その他 4 1

固定負債合計 6,855 8,104

負債合計 19,892 20,032

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 544 544

資本剰余金合計 2,044 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 16,684 17,032

利益剰余金合計 24,426 24,774

株主資本合計 31,971 32,318

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 59 80

評価・換算差額等合計 59 80

純資産合計 32,030 32,399

負債純資産合計 51,922 52,431
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(2)【損益計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

カード発行高 12,147,444 11,970,628

売上高   

機器売上高 13,620 16,650

カード収入高 ※1  5,252 ※1  4,865

システム使用料収入 11,533 10,793

その他の収入 ※2  558 ※2  524

売上高合計 30,965 32,834

売上原価   

機器売上原価 11,986 ※3  14,746

カード売上原価 1,826 1,894

システム使用料売上原価 6,060 5,749

その他の原価 769 783

売上原価合計 20,643 23,174

売上総利益 10,322 9,660

販売費及び一般管理費 ※4, ※5  7,648 ※4, ※5  8,093

営業利益 2,674 1,566

営業外収益   

受取利息 10 9

有価証券利息 112 77

受取配当金 17 15

債務勘定整理益 35 4

受取保証料 15 13

その他 4 19

営業外収益合計 196 138

営業外費用   

支払利息 87 131

支払保証料 64 59

固定資産除却損 ※6  8 ※6  5

その他 0 －

営業外費用合計 160 196

経常利益 2,710 1,508

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 216 479

貸倒引当金戻入額 20 0

その他 35 －

特別利益合計 1,365 479

特別損失   

リース資産減損損失 － ※8  271

リース解約損 411 －

固定資産除却損 ※7  339 ※7  50

その他 37 6

特別損失合計 788 328

税引前当期純利益 3,286 1,659

法人税、住民税及び事業税 1,084 843

法人税等調整額 △50 △102

法人税等合計 1,033 741

当期純利益 2,253 918
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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20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22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 － 544

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 544 544

資本剰余金合計   

前期末残高 1,500 2,044

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 2,044 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 14,991 16,684

当期変動額   

剰余金の配当 △560 △570

当期純利益 2,253 918

当期変動額合計 1,693 347

当期末残高 16,684 17,032

利益剰余金合計   

前期末残高 22,733 24,426

当期変動額   

剰余金の配当 △560 △570

当期純利益 2,253 918

当期変動額合計 1,693 347

当期末残高 24,426 24,774
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

株主資本合計   

前期末残高 29,733 31,971

当期変動額   

剰余金の配当 △560 △570

当期純利益 2,253 918

合併による増加 544 －

当期変動額合計 2,237 347

当期末残高 31,971 32,318

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 157 59

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △97 21

当期変動額合計 △97 21

当期末残高 59 80

純資産合計   

前期末残高 29,890 32,030

当期変動額   

剰余金の配当 △560 △570

当期純利益 2,253 918

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） △97 21

当期変動額合計 2,139 368

当期末残高 32,030 32,399

日本ゲームカード㈱ （6261） 平成22年３月期決算短信

－14－



(4)【キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22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 1,659

減価償却費 1,996 2,643

のれん償却額 360 423

長期前払費用償却額 153 16

固定資産除却損 348 55

固定資産減損損失 － 6

リース資産減損損失 － 271

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 △5

製品取替引当金の増減額（△は減少） △176 △414

その他の引当金の増減額（△は減少） 38 △6

受取利息及び受取配当金 △141 △101

支払利息 151 190

売上債権の増減額（△は増加） 984 869

たな卸資産の増減額（△は増加） 709 △336

仕入債務の増減額（△は減少） 577 △349

カード未精算勘定の増減額（△は減少） △1,112 △1,825

未収入金の増減額（△は増加） △261 143

未払金の増減額（△は減少） △251 638

長期預り金の増減額（△は減少） △318 △98

その他 △209 △34

小計 5,389 3,746

利息及び配当金の受取額 89 53

利息の支払額 △131 △191

リース解約による支出額 △411 －

法人税等の支払額 △898 △994

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,037 2,615

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 －

定期預金の払戻による収入 － 2,700

有価証券の取得による支出 △1,491 △992

有価証券の償還による収入 1,550 1,000

供託金の預入による支出 － △5,000

有形固定資産の取得による支出 △253 △551

無形固定資産の取得による支出 △708 △618

投資有価証券の取得による支出 △50 △5,880

投資有価証券の償還による収入 － 5,000

保険積立金の解約による収入 － 24

差入保証金の差入による支出 △0 △54

差入保証金の回収による収入 62 53

その他 5 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,586 △4,319
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △558 △570

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △400 △933

財務活動によるキャッシュ・フロー △958 △1,504

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △507 △3,208

現金及び現金同等物の期首残高 17,864 20,281

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 ※1  17,072
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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20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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)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)

(2)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によって

おります。

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。

通常の販売目的で保有するたな卸資産

    同左

(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。

(1)商品、製品、原材料

  同左

(2)貯蔵品

  同左

――――――――

３ 固定資産の減価償却の方法 (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 

  機械及び装置       10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）  

    同左 

  

 

  

  建物以外  

    同左  

  

 

 

 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。
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項目
前事業年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(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。 

また、のれんについては、均等償却

(10年)によっております。

(2)無形固定資産(リース資産を除く)

   同左

(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。

(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 

   同左 

  

 

但し、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。

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

     同左

(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
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項目
前事業年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(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

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。

ファイナンス・リース取引に係る収益

の計上基準

同左   

６ 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預金及び容易

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

る短期投資からなっております。

同左

７ 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20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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

方法に準じた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21年３月31日)

当事業年度
(平成22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。

   供託金             5,000百万円

    有価証券          4,963百万円     投資有価証券          1,949百万円

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。

 

２ 加盟店486店舗のリース契約に伴う債務に対して
5,033百万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20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

※１  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。

※１ カード収入高には、カード未精算勘定取崩高
   686百万円が含まれております。

※２  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。

      ――――――――――――

※２ その他収入の主な内容は、貸与通信設備の設置
      料収入343百万円であります。

※３ 機器売上原価には、収益性の低下による簿価切
      げに伴う棚卸資産評価損389百万円が含まれてお 
      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 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

  

※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 1,190百万円
賞与引当金繰入額 165百万円
役員退職慰労引当金繰入額 11百万円
退職給付費用 25百万円
地代家賃 573百万円
減価償却費 1,202百万円
支払手数料 467百万円
研究開発費 1,733百万円
製品取替引当金繰入額 192百万円
貸倒引当金繰入額 1百万円
ポイント引当金繰入額 34百万円
のれん償却費 423百万円

 

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29.0％
一般管理費 約71.0％

  

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30.3％
一般管理費 約69.7％

 

※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
  

※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 1,733百万円

 

 

※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

 

 

※６ 固定資産除却損(営業外費用)の内容
工具、器具及び備品 5百万円

※７ 固定資産除却損(特別損失)の内容
建物 8百万円
工具、器具及び備品 21百万円
ソフトウェア 19百万円
長期前払費用 0百万円

計 50百万円
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前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 
      ――――――――――――

 

 

※８ 減損損失
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

ホールシステム
通信設備

リース資産

情報管理センター   
（横浜市西区）     
ホールシステム加盟店
（全国）

（経緯）
当社がサービスを提供するホールシステムの一部につい
て、加盟店舗数が当初の予定よりも伸びないことから、
帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損
損失として認識し特別損失に計上しました。 
  
（減損損失の金額）

種類 金額（百万円）

リース資産 271

    合計 271

（グルーピングの方法）
サービスを提供するホールシステムを独立したキャッ
ス・フローを生み出す単位として行いました。 
  
（回収可能価額の算定方法等） 
使用価値、割引率1.5％ 
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前事業年度(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)  

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

 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。 
  

 
  

 
  

当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

   

  

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
(百万円)

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 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 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
(百万円)

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 2,500 平成21年３月31日 平成21年６月25日

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) 114,130 ― ― 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
(百万円)

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 285 2,500 平成21年３月31日 平成21年６月25日

平成21年11月５日 
取締役会

普通株式 285 2,500 平成21年９月30日 平成21年12月７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
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年６月23日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 285 2,500 平成22年３月31日 平成22年６月24日
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(キャッシュ・フロー計算書関係)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日)

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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

 

 

 

※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 10,072百万円

有価証券勘定 7,999百万円

計 18,071百万円

運用期間が３ヶ月を超える 
債券他

△999百万円

現金及び現金同等物 17,072百万円

 

 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。

 ２ 重要な非資金取引の内容

  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 
 3,026百万円であります。
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(リース取引関係)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日)

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日)

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

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

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

 
 

車 輌
運搬具
(百万円)

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

7 6,474 34 6,516

減価償却累計
額相当額

5 4,861 34 4,901

減損損失累計
額相当額

― 2 ― 2

期末残高
相当額

1 1,609 0 1,612

 

 

 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

 
 

 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 928百万円

１年超 747百万円

合 計 1,675百万円

リース資産減損勘定期末残高 1百万円

 

 

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

 

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 1,268百万円

リース資産減損勘定の取崩額 6百万円

減価償却費相当額 1,185百万円

支払利息相当額 66百万円

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

 同左 

 

   利息相当額の算定方法

 同左
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前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日)

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 1,541

減価償却 
累計額

822

期末残高 719

 

工具器具
及び備品
（百万円）

取得価額 1,378

減価償却
累計額

959
 

期末残高 419

 

 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
 

 ② 未経過リース料期末残高相当額

１年内 282百万円

１年超 222百万円

合 計 504百万円

 

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 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。

 

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 325百万円

減価償却費 279百万円

受取利息相当額 43百万円

④ 利息相当額の算定方法

  同左

 

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

 
 

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 16百万円

合 計 24百万円

 

 

（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

 
 

（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 14百万円

１年超 3百万円

合 計 17百万円
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前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日)

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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。

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

同左

 （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）リース資産の減価償却の方法

同左 

但し、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．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

同左

 （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。

（２）リース資産の減価償却の方法

同左

（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

（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 3,677百万円

受取利息相当額 379百万円

 

 （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

 

（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 879

１年超２年以内 870

２年超３年以内 834

３年超４年以内 687

４年超５年以内 350

５年超 54

日本ゲームカード㈱ （6261） 平成22年３月期決算短信

－27－



当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

  
（追加情報） 

当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年３月10日）及び
「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年３月10日）を
適用しております。 

  
１．金融商品の状況に関する事項 
 (1) 金融商品に対する取組方針 

当社は、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行うための設備投資計画に照ら
して必要な資金及び短期的な運転資金は自己資金によっております。資金運用については安全性の高
い金融資産で運用する方針であります。 
また、当社はデリバティブ取引を全く利用しておりません。 

  
 (2) 金融商品の内容及びそのリスク 

営業債権である受取手形、営業未収入金、売掛金、リース投資資産は、顧客の信用リスクに晒され
ております。 
有価証券及び投資有価証券は、譲渡性預金、国債等の満期保有目的の債券であり、市場価額の変動

リスクに晒されております。 
関係会社株式は、その他有価証券であり、市場価額の変動リスクに晒されております。 
営業債務である買掛金、カード未精算勘定、営業未払金は、ほとんど１年以内の支払期日でありま

す。 
ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に営業用設備投資に必要な資金の調達を目的と

したものであり、償還日は決算日後、 長で６年後であります。 
  
 (3) 金融商品に係るリスク管理体制 

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 
当社は、債権管理規程に従い、営業債権について、営業管理部門が主要な取引先の状況を定期的

にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による
回収懸念の早期把握や軽減を図っております。 
満期保有目的の債券は、格付の高い債券を主な対象としているため信用リスクは僅少でありま

す。 
当期の決算日現在における 大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の貸借対照表価

額により表わされております。 
② 市場リスク（金利等の変動リスク）の管理 

当社は、有価証券及び投資有価証券、関係会社株式については、定期的に時価や発行体の財務状
況等を把握しております。 

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理 
当社は、経理部門が日次で収支日報を作成・更新するとともに、手許流動性を売上高のおおむね

３ヶ月分相当以上に維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。 
  
 (4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された
価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条
件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。 

  

(金融商品関係)
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２．金融商品の時価等に関する事項 
平成22年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり

ます。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注
２）を参照下さい。）。 

（単位：百万円）

 
  
（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 
資 産 

 (1) 現金及び預金 
預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお

ります。 
  
 (2) 売掛金 

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま
す。 

  
 (3) リース投資資産 

元利金の合計額を、新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値
により算定しております。 

  
 (4) 有価証券及び投資有価証券 

譲渡性預金については短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっており、市場価格のある債券については、取引金融機関から提示された価格によってお
り、市場価格のない債券については、満期までの期間及び信用リスクを加味した利率により割り引い
た現在価値によっております。  
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照くださ

い。 
  
 (5) 供託金 

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま
す。 

  
 (6) 関係会社株式 

上場株式であり、取引所の価格によっております。 
 また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照くださ
い。 

  
負 債 

 (1) 買掛金 
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま

す。 
  

貸借対照表 
計上額

時価 差額

 (1) 現金及び預金 10,072 10,072 －

 (2) 売掛金 3,895 3,895 －

 (3) リース投資資産 3,388 3,377 △10

 (4) 有価証券及び投資有価証券

     満期保有目的の債券 13,938 13,939 1

 (5) 供託金 5,000 5,000 －

 (6) 関係会社株式

     その他有価証券 462 462 －

資産計 36,757 36,748 △8

 (1) 買掛金 3,320 3,320 －

 (2) カード未精算勘定 4,323 4,323 －

 (3) リース債務 6,515 6,583 68

負債計 14,160 14,228 68
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 (2) カード未精算勘定 
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま

す。 
  
 (3) リース債務 

元利金の合計額を、新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値
により算定しております。 

  
デリバティブ取引 

「デリバティブ取引関係」注記を参照ください。 
  
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

 
上記については、加盟店からの担保としての預り保証金であり、返済期限の定めはない。 
計画上も何時返済されるか定められておらず、全ての入手可能な証拠を勘案し、 善の見積もりを行っ

ても、なお合理的な見積もりが不能であり、時価を把握することは極めて困難であると認められるため、
時価の注記は行っておりません。 

  
（注３）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額 

（単位：百万円）

 
  
（注４）リース債務の決算日後の返済予定額 

（単位：百万円）

 
  

（単位：百万円）

区 分 貸借対照表計上額

長期預り金 2,758

１年以内
１年超 ２年超 ３年超 ４年超

５年超
２年以内 ３年以内 ４年以内 ５年以内

現金及び預金 10,072 － － － － －

売掛金 3,895 － － － － －

リース投資資産 727 758 762 654 341 53

有価証券及び投資有価証券

 満期保有目的の債券   
（譲渡性預金） 7,000 － － － － －

 満期保有目的の債券 
（コマーシャル・ペーパー） 1,000 － － － － －

 満期保有目的の債券（私募債） － 50 － － － －

 満期保有目的の債券（国債） － 1,000 － － 5,000 －

供託金 5,000 － － － － －

合計 27,696 1,808 762 654 5,341 53

１年以内
１年超 ２年超 ３年超 ４年超

５年超
２年以内 ３年以内 ４年以内 ５年以内

リース債務 1,451 1,487 1,498 1,345 676 56
合 計 1,451 1,487 1,498 1,345 676 56
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前事業年度(平成21年３月31日） 

 
  

 
  

   満期保有目的の債券 

 
  

 
  

(有価証券関係)

１ 満期保有目的の債権で時価のあるもの

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

２ その他有価証券で時価のあるもの

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

３ 時価評価されていない有価証券

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

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

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(平成22年３月31日） 

 １ 満期保有目的の債券                                                          (単位：百万円) 

 
  

 ２ その他有価証券                                                     (単位：百万円）

 
  

  

  

  

  

  

  

区分
貸借対照表日における 
貸借対照表計上額 

 

貸借対照表日に 
おける時価 

 

 
差額 
 

時価が貸借対照表計上額を 
超えるもの 
  

  国債 2,949 2,963 14

  コマーシャル・ペーパー 999 999 0

  私募債 50 50 0

小計 3,999 4,013 14

時価が貸借対照表計上額を 
超えないもの

  譲渡性預金 7,000 7,000 ―

  国債 2,939 2,926 △12

小計 9,939 9,926 △12

合計 13,938 13,939 1

区分
貸借対照表日における 
貸借対照表計上額 

 

取得原価 
 

 
差額 
 

貸借対照表計上額が取得原価を 
超えるもの 
  
   株式 462 327 135

合計 462 327 135
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前事業年度(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21年４月１日 至 平成22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。 

  

前事業年度(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21年４月１日 至 平成22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。 

  

前事業年度(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。 

  

当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22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
商品の仕入

7,674 買掛金 899

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

マ ミ ヤ・オ
ーピー㈱

東京都 
品川区

3,958

パチンコホール
内システム機器
の製造・販売

所有 なし
被所有なし

当社商品及び通
信設備周辺機器
の購入 
 

※１
商品の仕入

4,340 買掛金 843

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
商品の仕入

5,684 買掛金 88
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(税効果会計関係)

前事業年度 
(平成21年３月31日)

当事業年度 
(平成22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 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

 

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 80百万円

貸倒引当金 145百万円

未払事業税 40百万円

たな卸資産評価損 339百万円

製品取替引当金 79百万円

固定資産等償却額 455百万円

会員権評価損 68百万円

退職給付引当金 114百万円

その他 50百万円

繰延税金資産小計 1,375百万円

評価性引当額 △68百万円

繰延税金資産合計 1,306百万円

（繰延税金負債）

その他有価証券評価差額金 55百万円

繰延税金負債合計 55百万円

繰延税金資産の純額 1,251百万円

 

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)

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％

 

 

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)

のれん償却費 10.4％

接待交際費等永久に損金に算
入されない項目

2.1％

試験研究費等の税額控除 △9.1％

均等割 0.8％

その他 △0.1％

税効果会計適用後の
法人税等の負担率

44.7％

(退職給付関係)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日)

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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。

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。

 

２.退職給付債務に関する事項

①退職給付債務 249百万円

②退職給付引当金 249百万円

（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

 
 

３.退職給付費用に関する事項

①退職給付費用 29百万円
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前事業年度(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。  

  

当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

該当事項はありません。  

  

  

  

(ストック・オプション等関係)
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(企業結合等関係)

前事業年度  
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日)

当事業年度  
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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、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。 

  

   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)

(賃貸等不動産)

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 280,648円76銭 １株当たり純資産額 283,878円12銭

１株当たり当期純利益 19,744円38銭 １株当たり当期純利益 8,044円87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21年３月31日)
当事業年度

（平成22年３月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額
(百万円)

32,030 32,399

普通株式に係る純資産額(百万円) 32,030 32,399

普通株式の発行済株式数(株) 114,130 114,130

普通株式の自己株式数(株) ― ―

１株当たり純資産額の算定に 
用いられた普通株式の数(株)

114,130 114,130

項目
前事業年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

損益計算書上の当期純利益(百万円) 2,253 918

普通株式に係る当期純利益(百万円) 2,253 918

普通株主に帰属しない金額(百万円)    ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 114,130 114,130
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前事業年度(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。 

  

当事業年度(自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

  

(重要な後発事象)
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該当事項はありません。 

  

新任取締役候補（平成22年６月23日付予定） 

 
  

 
（注）１．※印は、平成22年６月23日付新任予定です。 

２．取締役 中村英一、宍戸岩男、堀幹千代及び森直俊の４名は、執行役員を兼務する予定です。  

３. 監査役 筒井公久、関口正夫の両氏は、社外監査役です。 

  

  

5. その他

(1) 役員の異動

①代表者の異動

②その他の役員の異動

取締役 森  直 俊 （現 常務執行役員技術開発本部副本部長）

〔参考〕

取締役、監査役及び執行役員一覧（平成22年６月23日付予定）

役 職 氏 名 現役職

 代表取締役社長 山 田  明 同左

 取締役専務執行役員技術開発本部長 中 村 英 一 同左

 取締役常務執行役員営業本部長 宍 戸 岩 男 同左

 取締役常務執行役員管理本部長 堀  幹千代 同左

※取締役常務執行役員技術開発本部副本部長 森  直 俊 常務執行役員技術開発本部副本部長

 常勤監査役 加 藤 大三郎 同左

 監査役   筒 井 公 久 同左

 監査役 関 口  正 夫 同左

 執行役員営業本部副本部長 東 堂  徹 也 同左

 執行役員管理本部副本部長 山 口 一 美 同左
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