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1. 平成23年3月期第1四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年6月30日）

 (1) 経営成績(累計)

(％表示は、対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期第1四半期 8,747 8.5 847 39.1 828 35.5 438 △24.8

22年3月期第1四半期 8,065 2.1 609 △37.8 611 △38.8 582 △56.3

1株当たり 
四半期純利益

潜在株式調整後
1株当たり 

四半期純利益

円 銭 円 銭

23年3月期第1四半期 3,838.69 ―

22年3月期第1四半期 5,103.60 ―

 (2) 財政状態

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

23年3月期第1四半期 53,448 32,516 60.8 284,905.01

22年3月期 52,431 32,399 61.8 283,878.12

(参考) 自己資本 23年3月期第1四半期 32,516百万円 22年3月期 32,399百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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

22年3月期 ― 2,500.00 ― 2,500.00 5,000.00

23年3月期 ―

23年3月期(予想) 2,500.00 ― 2,500.00 5,000.00

3. 平成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)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) 16,000 2.2 1,200 18.4 1,200 21.2 600 △3.7 5,257.16

通期 31,000 △5.6 2,000 27.7 1,900 25.9 1,050 14.4 9,200.04



 
(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

 
(注) 「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期財務諸表作成に係る会

計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

    この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決

算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していませ

ん。 

  

    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。業績予想の前提となる条件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、添付資料 3ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は、添付資料 3ページ「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(注) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。

 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) 23年3月期1Q 114,130株 22年3月期 114,130株

② 期末自己株式数 23年3月期1Q ―株 22年3月期 ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期1Q 114,130株 22年3月期1Q 114,130株

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、輸出及び生産が持ち直しつつあり、企業の業況判断も
改善しています。しかしながら、雇用情勢は依然として厳しく、また物価も緩やかなデフレ状況にある
ことから、景気の先行きは不透明なまま推移しています。 
 当遊技業界においては、ホール数の減少傾向にも歯止めがかかり、一部パチスロ機台において、人気
回復の兆しも見えていますが、金融機関の融資姿勢は好転しておらず、市場規模の縮小に歯止めがかか
ったという状況にはありません。 
 こうしたなか、パチンコホールにおいては低玉貸し営業（通称：１円パチンコ）によるファン層の拡
大や集客力の向上を目指した営業戦略を加速させるとともに、周辺機器を中心とした設備投資の抑制
等、コスト削減にも積極的な動きを見せています。 
 当社は、こうした省力化のニーズに合致する商品「Ｂ∞ＬＥＸ（ビーレックス）」を昨年11月に市場
投入したところ、市場から高い評価を受け、特に各台計数機能付ユニットの販売が好調に推移していま
す。 
 しかしながら、加盟店舗数の減少傾向は鈍化しているものの、増加するまでには至っていないこと、
またカード販売枚数も磁気カードを中心に大幅に減少していることから、カード収入高とシステム使用
料収入は昨年同期と比べ減少となりました。 
 利益面では、売上増に加え、第１四半期に見込んでいた研究開発費が第２四半期以降にずれ込んだこ
ともあり第１四半期の当初見込みを大きく上回りました。 
 以上の結果、当第１四半期累計期間における売上高は8,747百万円（前年同四半期比8.5％増）、営業
利益は847百万円（同 39.1％増）、経常利益は828百万円（同 35.5％増）、四半期純利益は438百万円
（同 24.8％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、4,921百万円（前年同四半期比24.7％増）となりました。 
 カード収入高は、1,036百万円（同 12.4％減）となりました。 
 システム使用料収入は、2,638百万円（同 4.2％減）となりました。 
 その他の収入については、151百万円（同 16.1％減）となりました。 

  

当第１四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ1,016百万円（1.9％）増加し53,448
百万円となりました。 

  

(資産) 

流動資産は、前事業年度末に比べ745百万円（2.1％）増加し37,019百万円となりました。 
 主な増加要因は、商品471百万円及び転リース取引等の発生に伴うリース投資資産335百万円の増加に
よるものであります。 
 固定資産は、前事業年度末に比べ270百万円（1.7％）増加し16,429百万円となりました。 
 主な増減要因は、情報管理センター設備使用権の取得に伴う長期前払費用767百万円及びリース取引
の発生に伴うリース資産（有形）206百万円の増加と、有形・無形固定資産の償却に伴う688百万円の減
少によるものであります。 
 この結果、資産合計は前事業年度末に比べ1,016百万円(1.9％)増加し53,448百万円となりました。 

  

(負債) 

流動負債は、前事業年度末に比べ638百万円（5.4％）増加し12,566百万円となりました。 
 主な増加要因は、買掛金636百万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260百万円（3.2％）増加し8,365百万円となりました。 
 主な増加要因は、リース債務268百万円の増加によるものであります。 
 この結果、負債合計は前事業年度末に比べ899百万円(4.5％)増加し20,931百万円となりました。 

  

(純資産) 

純資産合計は、前事業年度末に比べ117百万円（0.4％）増加し32,516百万円となりました。 
 主な増減要因は、利益剰余金152百万円の増加及びその他有価証券評価差額金35百万円の減少による
ものであります。 

  

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する定性的情報

(2) 財政状態に関する定性的情報
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第２四半期累計期間については、売上高及び利益面が予想を上回る見通しとなりました。つきまして
は、平成22年５月12日に公表しました業績予想を修正しています。平成22年８月４日に公表しました
「業績予想の修正に関するお知らせ」を参照ください。 
 通期の業績予想については、第３四半期以降の市場動向及びその業績に与える影響が不透明なため、
現時点では修正していません。今後、修正が必要となった場合には、速やかに開示します。 
  

  

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

四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 
なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年
３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成
20年３月31日）を適用しております。 
これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ0百万円、税引前四半期純利益は24百万円減少して

おります。 

  

  

  

(3) 業績予想に関する定性的情報

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 四半期財務諸表 
(1) 四半期貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,705 10,072

受取手形及び売掛金 4,234 4,022

営業未収入金 1,470 1,627

有価証券 12,996 7,999

商品及び製品 3,316 2,840

原材料及び貯蔵品 480 459

供託金 － 5,000

その他 4,851 4,291

貸倒引当金 △36 △40

流動資産合計 37,019 36,273

固定資産   

有形固定資産 1,963 1,989

無形固定資産   

のれん 2,723 2,821

その他 3,535 3,718

無形固定資産合計 6,259 6,540

投資その他の資産   

投資有価証券 5,944 5,938

その他 2,589 2,008

貸倒引当金 △328 △318

投資その他の資産合計 8,205 7,628

固定資産合計 16,429 16,158

資産合計 53,448 52,431

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,957 3,320

営業未払金 66 70

未払法人税等 373 379

引当金 483 473

カード未精算勘定 4,202 4,323

その他 3,482 3,360

流動負債合計 12,566 11,927

固定負債   

引当金 279 281

資産除去債務 5 －

その他 8,079 7,823

固定負債合計 8,365 8,104

負債合計 20,931 20,032
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（単位：百万円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,500 5,500

資本剰余金 2,044 2,044

利益剰余金 24,927 24,774

株主資本合計 32,471 32,318

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 44 80

評価・換算差額等合計 44 80

純資産合計 32,516 32,399

負債純資産合計 53,448 52,431
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(2) 四半期損益計算書 
【第１四半期累計期間】 

（単位：百万円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

カード発行高 3,096,880 2,888,608

売上高   

機器売上高 3,947 4,921

カード収入高 1,182 1,036

システム使用料収入 2,755 2,638

その他の収入 180 151

売上高合計 8,065 8,747

売上原価   

機器売上原価 3,731 4,161

カード売上原価 460 474

システム使用料売上原価 1,459 1,409

その他の原価 221 207

売上原価合計 5,872 6,253

売上総利益 2,192 2,494

販売費及び一般管理費 1,583 1,646

営業利益 609 847

営業外収益   

受取利息 25 11

受取配当金 7 7

その他 17 8

営業外収益合計 50 27

営業外費用   

支払利息 33 31

支払保証料 14 15

その他 0 0

営業外費用合計 48 47

経常利益 611 828

特別利益   

製品取替引当金戻入額 467 －

特別利益合計 467 －

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 23

その他 － 1

特別損失合計 － 25

税引前四半期純利益 1,079 803

法人税等 496 365

四半期純利益 582 438

日本ゲームカード㈱ （6261） 平成23年３月期第１四半期決算短信

－6－



(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 1,079 803

減価償却費 585 653

のれん償却額 105 97

長期前払費用償却額 7 1

差入保証金償却額 － 0

固定資産除却損 0 －

ゴルフ会員権評価損 － 1

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 23

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2 6

製品取替引当金の増減額（△は減少） △473 △91

その他の引当金の増減額（△は減少） 25 98

受取利息及び受取配当金 △33 △18

支払利息 48 46

売上債権の増減額（△は増加） 795 △22

たな卸資産の増減額（△は増加） △276 △490

仕入債務の増減額（△は減少） 254 633

カード未精算勘定の増減額（△は減少） △337 △121

未収入金の増減額（△は増加） 121 12

未払金の増減額（△は減少） △130 △637

長期預り金の増減額（△は減少） △49 △11

その他 △57 △50

小計 1,666 936

利息及び配当金の受取額 18 10

利息の支払額 △64 △61

法人税等の支払額 △498 △363

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,122 521

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △992 △996

有価証券の償還による収入 1,000 1,000

供託金の返還による収入 － 5,000

有形固定資産の取得による支出 △6 △29

無形固定資産の取得による支出 △13 △370

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 △7 △0

差入保証金の回収による収入 1 1

その他 △0 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 5 4,605

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △229 △241

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △213 △252

財務活動によるキャッシュ・フロー △442 △494

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 684 4,633

現金及び現金同等物の期首残高 20,281 17,072

現金及び現金同等物の四半期末残高 20,965 21,705
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該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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