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配当支払開始予定日 平成23年6月24日

有価証券報告書提出予定日 平成23年6月23日

(百万円未満切捨て)

１．平成23年3月期の業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日）
（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 ％

 23年3月期 37,005 12.7 4,322 176.0 4,208 179.0 2,338 154.7

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

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 ％ ％ ％

 23年3月期 20,490 18 ― 7.0 7.8 11.7

 22年3月期 8,044 87 ― 2.9 2.9 4.8

(参考) 持分法投資損益  23年3月期 ―百万円  22年3月期 ―百万円

（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 56,173 34,145 60.8 299,181 21

 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 34,145百万円  22年3月期 32,399百万円

（３）キャッシュ・フローの状況

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

 23年3月期 5,082 77 △1,639 20,593

 22年3月期 2,615 △4,319 △1,504 17,072

２．配当の状況

年間配当金 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 ％ ％

22年3月期 － 2,500 00 － 2,500 00 5,000 00 570 62.2 1.8

23年3月期 － 2,500 00 － 2,500 00 5,000 00 570 24.4 1.7



  

 
（注）詳細は、13ページ「重要な会計方針の変更」をご覧ください。 

  

 
  

・この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点におい
て、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査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２ページ「経営成績に関する分析」をご覧ください。 

３．その他
（１）重要な会計方針の変更
 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有
 ② ①以外の変更 ： 無

（２）発行済株式数（普通株式）
① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年3月期 114,130株 22年3月期 114,130株

② 期末自己株式数 23年3月期 －株 22年3月期 －株

③ 期中平均株式数 23年3月期 114,130株 22年3月期 114,130株

※ 監査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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①当期の経営成績 

当事業年度におけるわが国経済は、海外経済の回復や政策効果等を背景に、企業収益や個人消費に持
ち直しの動きが見られたものの、失業率が高水準で推移していることやデフレ等の不安材料から先行き
への不透明感を払拭できない状況が継続しました。また、年度末に発生した東日本大震災の経済に与え
る影響が懸念され、先行きについては厳しい状況になっていくものと思われます。  
当遊技業界では、パチスロの人気が回復していますが、1 円パチンコに代表される低玉貸し営業の普

及等の影響により売上は低迷しています。今後についても、東日本大震災の影響による電力不足が懸念
され、パチンコホールの営業自粛等により市場規模が縮小する可能性があります。 
このように売上が低迷するなか、多くのパチンコホールは収益を確保するためのコスト削減や集客力

アップへ向けたホール内環境改善等、様々な取り組みを行っています。 
当社においては、パチンコホールの省力化ニーズに対応した「Ｂ∞ＬＥＸ（ビーレックス）」を主力

商品に加盟店舗数の増加を目指し、システム導入時の資金負担を軽減するためのリース及びレンタル等
資金サポート面でのサービスを継続して実施する等、積極的な営業を展開しました。また、新商品につ
いては、タバコ臭を分解・除去する等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（Ｐ
ＣＩ）ユニット」の販売を昨年７月より開始しました。 
これらの営業を展開した結果、主力商品である「Ｂ∞ＬＥＸ」が市場から高い評価を受け好調であっ

たことやパチスロの人気回復によりパチスロ向けメダル貸機が好調であったことにより、機器売上高が
前年同期に比べ大きく上回りました。しかしながら、加盟店舗数の減少傾向に歯止めがかかったもの
の、増加するまでには至っていないことや低玉貸し営業の影響による消費低迷によりカード収入高及び
システム使用料収入については、前年同期と比べ若干の減少となりました。 
利益面については、機器売上高の増加による利益の増加及び販管費等の削減の効果により、前年同期

を大きく上回りました。 
以上により、当期における売上高は37,005百万円（前年同期比12.7％増）、営業利益は4,322百万円

（同 176.0％増）、経常利益は4,208百万円（同 179.0％増）、当期純利益は2,338百万円（同
154.7％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、21,336百万円（前年同期比28.1％増）となりました。 
カード収入高は、4,797百万円（同 1.4％減）となりました。 
システム使用料収入は、10,421百万円（同 3.4％減）となりました。 
その他の収入については、450百万円（同 14.0％減）となりました。 

  

②次期の見通し 

平成23年５月13日に開示した「平成24年３月期の連結業績予想及び配当予想並びに経営方針に関する
お知らせ」をご参照ください。 
  

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3,741百万円（7.1%）増加し56,173百万円とな
りました。 

  

(資産) 

流動資産は、前事業年度末に比べ5,396百万円（14.9%）増加し41,670百万円となりました。 
 これは、主として転リース取引等の発生に伴いリース投資資産が2,515百万円、現金及び預金が1,520
百万円、満期日が1年以内になったことによる投資有価証券からの振替により有価証券が1,050百万円そ
れぞれ増加したことなどによります。 
 固定資産は、前事業年度末に比べ1,655百万円（10.2%）減少し14,503百万円となりました。 
 これは、主として情報管理センター設備使用権の取得により長期前払費用が536百万円増加したもの
の、投資有価証券が1,025百万円、無形固定資産が減価償却等により1,033百万円それぞれ減少したこと
などによります。 

  

(負債) 

流動負債は、前事業年度末に比べ309百万円（2.6%）増加し12,237百万円となりました。 
 これは、主としてカード未精算勘定が744百万円、未払金が715百万円それぞれ減少したものの、リー
ス債務が857百万円、未払法人税等が847百万円それぞれ増加したことなどによります。 
 固定負債は、前事業年度末に比べ1,685百万円（20.8%）増加し9,790百万円となりました。 
 これは、主としてリース債務1,711百万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1,995百万円(10.0％)増加し22,028百万円となりました。 

  

(純資産) 

純資産合計は、前事業年度末に比べ1,746百万円（5.4％）増加し34,145百万円となりました。 
 これは、利益剰余金が1,767百万円増加した一方、その他有価証券評価差額金が21百万円減少したこ
とによります。 

  

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3,520
百万円増加し、20,593百万円となりました。 
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、5,082百万円となりました。 
収入の主な内訳は、税引前当期純利益4,165百万円、減価償却費2,425百万円等であり、支出の主な内

訳は、法人税等の支払額784百万円、カード未精算勘定の減少額744百万円、たな卸資産の増加額743百
万円等です。 

  

(b)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、77百万円となりました。 
主な収入は供託金の返還による収入5,000百万円であり、支出の主な内訳は、発行保証金信託の取得

による支出3,000百万円、無形固定資産の取得による支出1,012百万円、長期前払費用の取得による支出
767百万円等です。 

  
(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1,639百万円となりました。 
これは、ファイナンス・リース債務の返済による支出1,072百万円と配当金の支払い566百万円による

ものです。 

  

（２）財政状態に関する分析
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平成23年５月13日に開示した「平成24年３月期の連結業績予想及び配当予想並びに経営方針に関する
お知らせ」をご参照ください。  

  

  

  

  

２．経営方針
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3.【財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,072 11,593

受取手形 126 253

営業未収入金 1,627 1,284

売掛金 3,895 3,757

リース投資資産 3,388 5,903

有価証券 7,999 11,049

発行保証金信託 － 3,000

商品及び製品 2,840 3,555

原材料及び貯蔵品 459 490

前払費用 73 201

繰延税金資産 607 441

供託金 5,000 －

その他 222 257

貸倒引当金 △40 △119

流動資産合計 36,273 41,670

固定資産   

有形固定資産   

建物 195 196

減価償却累計額 △105 △115

建物（純額） 90 81

機械及び装置 8 8

減価償却累計額 △3 △5

機械及び装置（純額） 4 3

工具、器具及び備品 4,170 3,865

減価償却累計額 △3,329 △3,419

工具、器具及び備品（純額） 841 445

土地 0 0

リース資産 1,367 2,142

減価償却累計額 △315 △667

リース資産（純額） 1,052 1,474

有形固定資産合計 1,989 2,005

無形固定資産   

のれん 2,821 2,430

ソフトウエア 2,162 1,867

リース資産 1,525 1,179

その他 30 30

無形固定資産合計 6,540 5,506
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 5,938 4,913

関係会社株式 462 426

出資金 5 5

破産更生債権等 389 348

長期前払費用 10 547

繰延税金資産 644 600

その他 496 454

貸倒引当金 △318 △303

投資その他の資産合計 7,628 6,991

固定資産合計 16,158 14,503

資産合計 52,431 56,173

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,320 3,453

営業未払金 70 52

リース債務 1,451 2,309

未払金 1,444 728

未払費用 64 74

未払法人税等 379 1,226

預り金 17 30

前受収益 380 359

賞与引当金 198 200

製品取替引当金 195 110

ポイント引当金 79 32

災害損失引当金 － 77

カード未精算勘定 4,323 3,578

その他 1 3

流動負債合計 11,927 12,237

固定負債   

リース債務 5,064 6,775

退職給付引当金 249 261

役員退職慰労引当金 31 31

長期預り金 2,758 2,715

資産除去債務 － 6

その他 1 －

固定負債合計 8,104 9,790

負債合計 20,032 22,028
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23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   

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 17,032 18,800

利益剰余金合計 24,774 26,542

株主資本合計 32,318 34,086

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 80 58

評価・換算差額等合計 80 58

純資産合計 32,399 34,145

負債純資産合計 52,431 56,173
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(2)【損益計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

カード発行高 11,970,628 11,419,997

売上高   

機器売上高 16,650 21,336

カード収入高 4,865 4,797

システム使用料収入 10,793 10,421

その他の収入 524 450

売上高合計 32,834 37,005

売上原価   

機器売上原価 14,746 18,003

カード売上原価 1,894 1,969

システム使用料売上原価 5,749 5,208

その他の原価 783 625

売上原価合計 23,174 25,805

売上総利益 9,660 11,199

販売費及び一般管理費 8,093 6,877

営業利益 1,566 4,322

営業外収益   

受取利息 9 0

有価証券利息 77 46

受取配当金 15 15

債務勘定整理益 4 －

受取保証料 13 22

その他 19 16

営業外収益合計 138 101

営業外費用   

支払利息 131 127

支払保証料 59 58

固定資産除却損 5 27

その他 － 2

営業外費用合計 196 215

経常利益 1,508 4,208

特別利益   

製品取替引当金戻入額 479 63

貸倒引当金戻入額 0 －

ポイント引当金戻入額 － 72

特別利益合計 479 135

特別損失   

リース資産減損損失 271 －

固定資産除却損 50 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 23

災害による損失 － 151

その他 6 2

特別損失合計 328 178

税引前当期純利益 1,659 4,165

法人税、住民税及び事業税 843 1,602

法人税等調整額 △102 224

法人税等合計 741 1,827

当期純利益 918 2,338
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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21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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 544 544

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 544 544

資本剰余金合計   

前期末残高 2,044 2,044

当期変動額   

当期変動額合計 － －

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 16,684 17,032

当期変動額   

剰余金の配当 △570 △570

当期純利益 918 2,338

当期変動額合計 347 1,767

当期末残高 17,032 18,800

利益剰余金合計   

前期末残高 24,426 24,774

当期変動額   

剰余金の配当 △570 △570

当期純利益 918 2,338

当期変動額合計 347 1,767

当期末残高 24,774 26,542
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本合計   

前期末残高 31,971 32,318

当期変動額   

剰余金の配当 △570 △570

当期純利益 918 2,338

当期変動額合計 347 1,767

当期末残高 32,318 34,086

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 59 80

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 21 △21

当期変動額合計 21 △21

当期末残高 80 58

純資産合計   

前期末残高 32,030 32,399

当期変動額   

剰余金の配当 △570 △570

当期純利益 918 2,338

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 21 △21

当期変動額合計 368 1,746

当期末残高 32,399 34,145
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(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21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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 1,659 4,165

減価償却費 2,643 2,425

のれん償却額 423 391

長期前払費用償却額 16 102

差入保証金償却額 － 2

固定資産除却損 55 27

固定資産減損損失 6 －

リース資産減損損失 271 －

ゴルフ会員権評価損 － 2

災害損失 － 151

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） △5 0

製品取替引当金の増減額（△は減少） △414 △85

その他の引当金の増減額（△は減少） △6 △33

受取利息及び受取配当金 △101 △62

支払利息 190 185

売上債権の増減額（△は増加） 869 415

たな卸資産の増減額（△は増加） △336 △743

仕入債務の増減額（△は減少） △349 113

カード未精算勘定の増減額（△は減少） △1,825 △744

未収入金の増減額（△は増加） 143 55

未払金の増減額（△は減少） 638 △238

長期預り金の増減額（△は減少） △98 △42

その他 △34 △93

小計 3,746 6,019

利息及び配当金の受取額 53 32

利息の支払額 △191 △184

法人税等の支払額 △994 △784

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,615 5,082
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３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

供託金の預入による支出 △5,000 －

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 △551 △160

無形固定資産の取得による支出 △618 △1,012

投資有価証券の取得による支出 △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 △54 △1

差入保証金の回収による収入 53 6

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 △4,319 77

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △570 △566

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △933 △1,072

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,504 △1,639

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,208 3,520

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期末残高 17,072 20,593
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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）重要な会計方針の変更

会計方針の変更

前事業年度

(自  平成21年４月１日

 至  平成22年３月31日)

当事業年度

(自  平成22年４月１日

 至  平成23年３月31日)

――――――――― (資産除去債務に関する会計基準等)

当事業年度より、「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、当事業年度の営業利益及び経常利益はそ

れぞれ3百万円、税引前当期純利益は27百万円減少して

います。
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当社は、パチンコプリペイドカードシステム関連事業の単一セグメントであるため、記載を省略して
います。 
  

     (追加情報) 

当事業年度より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平成21
年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指
針第20号  平成20年３月21日)を適用しています。 

   
  

前事業年度（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。 

  

当事業年度（自  平成22年４月１日  至  平成23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。 

  

 
(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金額 

（７）財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報等)

(持分法投資損益等)

(１株当たり情報)

前事業年度
(自  平成21年４月１日
至  平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

 

 

１株当たり純資産額 283,878.12円

１株当たり当期純利益金額 8,044.87円

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、潜在株式が存在しないため記載していませ
ん。

 

 

１株当たり純資産額 299,181.21円

１株当たり当期純利益金額 20,490.18円

同左

項目
前事業年度

(平成22年３月31日）
当事業年度

(平成23年３月31日）

貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円) 32,399 34,145

普通株式に係る純資産額(百万円) 32,399 34,145

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21年４月１日
至  平成22年３月31日)

当事業年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

損益計算書上の当期純利益(百万円) 918 2,338

普通株式に係る当期純利益(百万円) 918 2,338

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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株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス設立について  

当社と株式会社ジョイコシステムズ（以下「ジョイコ」といいます）は、平成22年12月10日付で締結
された「共同株式移転契約」に従い、平成23年４月１日付で共同株式移転の方法により両社の完全親会
社となる共同持株会社「株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス」（以下「同社」といいま
す）を設立し、同社はテクニカル上場により大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）に新規上場
しました。なお、同社の新規上場に伴い、当社は同社の完全子会社となり、平成23年３月29日付で株式
会社大阪証券取引所において上場廃止となりました。 
  

 なお、株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングスの概要は以下のとおりです。 

 
  

（開示の省略） 

上記以外の注記については、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
を省略しています。 

  

(重要な後発事象)

（１）商    号 株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス

（２）事業内容
プリペイドカードの発行及び販売、遊技機用プリペイドシステム機器の
企画・開発・販売・貸与及び保守等を行う子会社等の経営管理及びそれ
に付帯・関連する事業

（３）本店所在地 東京都千代田区一番町16番地

（４）代表者及び役員 
     

取締役会長 石橋 保彦 現: ジョイコ取締役会長 
    株式会社平和 
    代表取締役社長

代表取締役社長 山田   明 現: 当社代表取締役社長

取締役 野澤 一夫 現: ジョイコ代表取締役社長

取締役 毒島 秀行 現: 株式会社ＳＡＮＫＹＯ 
    代表取締役会長

取締役 市原 高明 現: 株式会社大一商会 
    代表取締役

取締役 金沢 全求 現: ジョイコ取締役 
    株式会社三洋物産 
    代表取締役専務

取締役 関口 正夫 現: 当社監査役(社外) 
    株式会社データ・アート 
    代表取締役専務

取締役 堀 幹千代 現: 当社取締役常務執行役員

取締役 金子 賢司 現: ジョイコ常務取締役

常勤監査役 加藤 大三郎 現: 当社常勤監査役

監査役(社外) 筒井 公久 現: 当社監査役(社外) 
    株式会社ＳＡＮＫＹＯ 
    取締役副社長執行役員

監査役(社外) 相浦 義則 現: 青空税理士法人代表社員

（５）資 本 金 55億円

（６）純 資 産 
     （連 結） 390億円

（７）総 資 産 
     （連 結） 626億円

（８）決 算 期 ３月31日
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