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1.  平成23年3月期第3四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期第3四半期 28,671 15.0 3,074 143.0 3,001 143.9 1,615 114.1
22年3月期第3四半期 24,935 5.8 1,265 △40.2 1,230 △44.5 754 △57.8

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3四半期 14,157.46 ―

22年3月期第3四半期 6,612.18 ―

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3四半期 56,946 33,441 58.7 293,014.79
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3四半期  33,441百万円 22年3月期  32,399百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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 ― 2,500.00 ―

23年3月期 
（予想）

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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 33,000 0.5 2,600 66.0 2,500 65.7 1,300 41.6 11,390.52



(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。 

(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） 

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 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3Q 114,130株 22年3月期  114,130株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  ―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3Q 114,130株 22年3月期3Q 114,130株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 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。 

※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。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。 
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  当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、足踏み状態にあり、一部に持ち直しに向けた動きが見
られるものの、失業率が高水準にある等依然として厳しい状況が続いています。また、先行きについて
も、海外景気の下振れ懸念や為替レートの変動等による景気の下振れリスクが存在しており、予断を許
さない状況が続いています。  
  当遊技業界においては、パチスロの人気は引き続き回復基調にありますが、低玉貸し営業の普及によ
る売上の低迷等が影響し、パチンコホール数は減少傾向にあり市場規模の縮小も続いています。  
  このようななか、多くのパチンコホールは収益確保や集客力アップに向け、ホール内の省力化や環境
改善に効果のある設備への関心を強めています。 近では、喫煙者の減少により禁煙へのニーズが増す
なか、完全禁煙の大型パチンコホールがオープンする等、新たな試みも見られています。  
  当社においては、パチンコホールの省力化に対応した主力商品である「Ｂ∞ＬＥＸ（ビーレック
ス）」及びパチスロ向けメダル貸機の販売が引き続き好調に推移しています。また、タバコ臭を分解・
除去しホール内環境改善に効果のある「プラズマクラスターイオン（ＰＣＩ）ユニット」も昨年７月の
販売開始から、好調に推移しています。  
  特に「Ｂ∞ＬＥＸ」は、市場から高い評価を受け、見込みを上回り好調に推移しています。この結
果、機器売上高が前年同期を大きく上回りました。  
  しかしながら、当社加盟店舗数は減少傾向に歯止めがかかり増加に転じているものの、増加幅が当初
見込みを下回ったことや、パチンコホールの売上の低迷によりカード利用額が減少した影響もあり、カ
ード収入高及びシステム使用料収入は前年同期と比べ減少しました。  
  利益面については、機器売上高の増加による利益の増加が大きいことに加え、販管費の削減等によ
り、前年同期を大きく上回りました。  
  以上の結果、当第３四半期累計期間における売上高は28,671百万円（前年同四半期比15.0％増）、営
業利益は3,074百万円（同 143.0％増）、経常利益は3,001百万円（同 143.9％増）、四半期純利益は
1,615百万円（同 114.1％増）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、17,230百万円（前年同四半期比33.8％増）となりました。  
  カード収入高は、3,225百万円（同 7.6％減）となりました。  
  システム使用料収入は、7,846百万円（同 3.6％減）となりました。  
  その他の収入は、369百万円（同 14.0％減）となりました。  
  

当第３四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ4,514百万円（8.6％）増加し56,946
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4,510百万円（12.4％）増加し40,783百万円となりました。 
 主な増加要因は、売掛金2,246百万円及び転リース取引等の発生に伴うリース投資資産2,097百万円の
増加によるものです。 
 固定資産は、前事業年度末に比べ4百万円（0.0％）増加し16,162百万円となりました。 
 主な増減要因は、有形固定資産784百万円、無形固定資産571百万円及び長期前払費用（情報管理セン
ター設備使用権）767百万円等の取得による増加と、有形固定資産709百万円、無形固定資産（のれん含
む）1,279百万円及び長期前払費用68百万円の償却等に伴う減少によるものです。 

  

(負債) 

流動負債は、前事業年度末に比べ1,908百万円（16.0％）増加し13,836百万円となりました。 
 主な増加要因は、買掛金1,593百万円の増加によるものです。 
 固定負債は、前事業年度末に比べ1,563百万円（19.3％）増加し9,668百万円となりました。 
 主な増加要因は、リース債務1,562百万円の増加によるものです。 
 この結果、負債合計は前事業年度末に比べ3,471百万円(17.3％)増加し23,504百万円となりました。 

  

(純資産) 

純資産合計は、前事業年度末に比べ1,042百万円（3.2％）増加し33,441百万円となりました。 
 主な増減要因は、利益剰余金1,045百万円の増加及びその他有価証券評価差額金2百万円の減少による
ものです。 

  

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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当第３四半期累計期間の業績については、本日発表のとおり好調に推移しており、通期業績予想につ
いても、大きく上回ることが予想されますが、他方法人税率引き下げに伴う法人税等調整額の減少によ
る利益の押し下げ及び磁気システム関連機器の評価替え・廃棄損等の影響も想定されるため、現在集計
中であります。今後、修正の必要がある場合には、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います。 
なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しています。 

  

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

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）を適用しています。 
これにより、当第３四半期累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ2百万円、税引前四半期純

利益は26百万円減少しています。 

(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

日本ゲームカード㈱ （6261） 平成23年３月期 第３四半期決算短信

－3－



3. 四半期財務諸表 
(1) 四半期貸借対照表 

（単位：百万円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年12月31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 9,319 10,072

受取手形及び売掛金 6,425 4,022

営業未収入金 1,596 1,627

有価証券 9,998 7,999

発行保証金信託 3,000 －

商品及び製品 3,591 2,840

原材料及び貯蔵品 453 459

供託金 － 5,000

その他 6,451 4,291

貸倒引当金 △53 △40

流動資産合計 40,783 36,273

固定資産   

有形固定資産 2,046 1,989

無形固定資産   

のれん 2,527 2,821

その他 3,304 3,718

無形固定資産合計 5,832 6,540

投資その他の資産   

投資有価証券 5,957 5,938

その他 2,631 2,008

貸倒引当金 △304 △318

投資その他の資産合計 8,283 7,628

固定資産合計 16,162 16,158

資産合計 56,946 52,431

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,913 3,320

営業未払金 56 70

未払法人税等 991 379

引当金 355 473

カード未精算勘定 4,273 4,323

その他 3,245 3,360

流動負債合計 13,836 11,927

固定負債   

引当金 302 281

資産除去債務 5 －

リース債務 6,626 5,064

その他 2,733 2,759

固定負債合計 9,668 8,104

負債合計 23,504 20,032
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（単位：百万円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年12月31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 25,819 24,774

株主資本合計 33,363 32,318

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 77 80

評価・換算差額等合計 77 80

純資産合計 33,441 32,399

負債純資産合計 56,946 52,431
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(2) 四半期損益計算書 
【第３四半期累計期間】 

（単位：百万円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

カード発行高 8,988,913 8,633,392

売上高   

機器売上高 12,874 17,230

カード収入高 3,492 3,225

システム使用料収入 8,139 7,846

その他の収入 429 369

売上高合計 24,935 28,671

売上原価   

機器売上原価 11,475 14,540

カード売上原価 1,479 1,583

システム使用料売上原価 4,324 3,946

その他の原価 617 505

売上原価合計 17,898 20,576

売上総利益 7,037 8,094

販売費及び一般管理費 5,772 5,020

営業利益 1,265 3,074

営業外収益   

受取利息 67 36

受取配当金 15 15

債務勘定整理益 2 －

その他 30 21

営業外収益合計 115 72

営業外費用   

支払利息 100 97

支払保証料 44 45

その他 4 2

営業外費用合計 150 145

経常利益 1,230 3,001

特別利益   

製品取替引当金戻入額 467 －

その他 1 4

特別利益合計 469 4

特別損失   

リース資産減損損失 271 －

固定資産除却損 30 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 23

その他 6 2

特別損失合計 308 26

税引前四半期純利益 1,391 2,978

法人税等 636 1,363

四半期純利益 754 1,615

日本ゲームカード㈱ （6261） 平成23年３月期 第３四半期決算短信

－6－



(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 1,391 2,978

減価償却費 1,899 1,882

のれん償却額 317 293

長期前払費用償却額 14 68

差入保証金償却額 － 2

固定資産除却損 32 1

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 3 －

ゴルフ会員権評価損 － 2

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） △1 △0

製品取替引当金の増減額（△は減少） △481 △32

その他の引当金の増減額（△は減少） △80 △64

受取利息及び受取配当金 △82 △51

支払利息 145 142

売上債権の増減額（△は増加） △1,338 △2,343

たな卸資産の増減額（△は増加） △752 △733

仕入債務の増減額（△は減少） 1,698 1,579

カード未精算勘定の増減額（△は減少） △637 △50

未収入金の増減額（△は増加） 212 21

未払金の増減額（△は減少） 69 △446

長期預り金の増減額（△は減少） △75 △24

その他 △37 △21

小計 2,574 3,228

利息及び配当金の受取額 47 28

利息の支払額 △159 △154

リース解約による支出額 △2 －

法人税等の支払額 △992 △783

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,466 2,319
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（単位：百万円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

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 2,700 －

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

発行保証金信託の取得による支出 － △3,000

有形固定資産の取得による支出 △542 △107

無形固定資産の取得による支出 △541 △868

投資有価証券の取得による支出 △2,942 －

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 △52 △0

差入保証金の回収による収入 53 1

長期前払費用の取得による支出 － △767

その他 △0 10

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,294 271

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △546 △546

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △685 △797

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,231 △1,343

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,059 1,247

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 19,221 18,319
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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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