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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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 ％

24年3月期第1四半期 9,702 ― 1,268 ― 1,297 ― 2,613 ―
23年3月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 2,605百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 ―百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 183.21 ―
23年3月期第1四半期 ― ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 62,660 39,498 63.0
23年3月期 ― ― ―
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  39,498百万円 23年3月期  ―百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― ― ― ― ―
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 50.00 50.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 15,000 ― 900 ― 900 ― 2,300 ― 161.26
通期 32,000 ― 2,200 ― 2,100 ― 3,000 ― 210.33



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注）詳細は、添付資料3ページ「サマリー情報（その他）に関する情報」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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きまして、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おりません。 

※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きましては、添付
資料3ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
 
・当社は、平成23年8月25日（木）に機関投資家及びアナリスト向けの四半期決算説明会を開催する予定であります。この説明会で配布する資料、動画につきま
しては、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定であります。 
 
・当社は平成23年4月1日に、日本ゲームカード株式会社と株式会社ジョイコシステムズとが株式移転の方法により経営統合し、両社を完全子会社とする共同持
株会社として設立されました。当連結会計年度が第1期となるため、前期実績及び前年第1四半期実績はありません。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 14,263,000 株 23年3月期 ― 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 78 株 23年3月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 14,262,988 株 23年3月期1Q ― 株
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当社は平成23年４月１日に、日本ゲームカード株式会社と株式会社ジョイコシステムズとが株式移転

の方法により経営統合し、両社を完全子会社とする共同持株会社として設立されました。当連結会計年

度が第１期となるため、前期実績及び前年第１四半期実績はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災により大きな打撃を受け、一部に復

興に向けた回復の兆しが見られるものの、先行きにつきましては、原発事故による電力供給制約の影響

等のリスクが存在し、予断を許さない状況にあります。 

 当遊技業界におきましては、震災の影響により閉店を余儀なくされるホールやパチンコファンの消費

マインドの低下等もあり、厳しい状況が続いております。加えて、節電対策の一環として一定日数営業

自粛を実施する等、いつ好転するのか全く不透明な状況にあります。 

 このような環境のなか、当社は、日本ゲームカード株式会社と株式会社ジョイコシステムズとの経営

統合により平成23年４月１日付で、新たにスタートいたしました。当社グループの第１四半期連結累計

期間につきましては、当初震災の影響が懸念されましたが、日本ゲームカード株式会社の主力商品であ

る「Ｂ∞ＬＥＸ（ビーレックス）」の各台計数付ユニット及びパチスロ向けメダル貸機の販売により、

機器売上高は概ね好調に推移いたしました。カード収入高及びシステム使用料収入につきましても、加

盟店舗数が増加するまでには至っていないものの、震災の影響が落ち着きを見せ始めたこともあり順調

に推移いたしました。 

 利益面につきましては、機器売上高が概ね好調に推移したことにより、当初の見込みを上回りまし

た。なお、経営統合に伴う負ののれん発生益1,855百万円及び災害損失引当戻入額96百万円を特別利益

として、災害による損失36百万円を特別損失として計上しております。 

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は9,702百万円、営業利益は1,268百万円、経

常利益は1,297百万円、四半期純利益は2,613百万円となりました。 

 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、5,417百万円となりました。 

 カード収入高は、1,271百万円となりました。 

 システム使用料収入は、2,898百万円となりました。 

 その他の収入は、114百万円となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間の総資産は、62,660百万円となりました。 

流動資産は47,808百万円、固定資産は14,852百万円で、資産合計は62,660百万円となりました。主な

内訳は、現金及び預金15,873百万円、有価証券11,047百万円、リース投資資産6,428百万円でありま

す。 

流動負債は12,381百万円、固定負債は10,780百万円で、負債合計は23,162百万円となりました。主な

内訳は、リース債務6,964百万円、支払手形及び買掛金4,264百万円、カード未精算勘定3,436百万円で

あります。 

純資産合計は39,498百万円となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報

(資産)

(負債)

(純資産)
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当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、本日発表のとおり好調に推移しており、第２四半

期連結累計期間につきましては、当初予想を上回ることが確実であります。しかしながら、第２四半期

以降の震災の影響、市場動向及びその業績に与える影響が依然として不透明なため、現在集計中であり

ます。集計が完了次第、速やかに開示いたします。 

  

  

該当事項はありません。 

  

当連結会計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。 

  

該当事項はありません。 

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

 税金費用の計算

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 15,873

受取手形及び売掛金 3,547

営業未収入金 1,617

リース投資資産 6,428

有価証券 11,047

発行保証金信託 3,000

商品及び製品 4,791

原材料及び貯蔵品 572

その他 995

貸倒引当金 △67

流動資産合計 47,808

固定資産  

有形固定資産 2,231

無形固定資産  

のれん 2,332

その他 2,997

無形固定資産合計 5,329

投資その他の資産  

その他 7,641

貸倒引当金 △350

投資その他の資産合計 7,291

固定資産合計 14,852

資産合計 62,660

負債の部  

流動負債  

支払手形及び買掛金 4,264

営業未払金 60

未払法人税等 624

引当金 453

カード未精算勘定 3,436

その他 3,541

流動負債合計 12,381

固定負債  

引当金 346

資産除去債務 20

リース債務 6,964

その他 3,449

固定負債合計 10,780

負債合計 23,162
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

純資産の部  

株主資本  

資本金 5,500

資本剰余金 5,122

利益剰余金 28,824

自己株式 △0

株主資本合計 39,446

その他の包括利益累計額  

その他有価証券評価差額金 51

その他の包括利益累計額合計 51

純資産合計 39,498

負債純資産合計 62,660
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 四半期連結損益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 9,702

売上原価 6,570

売上総利益 3,132

販売費及び一般管理費 1,863

営業利益 1,268

営業外収益  

受取利息 10

受取配当金 7

貸倒引当金戻入額 22

製品取替引当金戻入額 16

その他 19

営業外収益合計 76

営業外費用  

支払利息 30

支払保証料 13

その他 4

営業外費用合計 48

経常利益 1,297

特別利益  

負ののれん発生益 1,855

災害損失引当金戻入額 96

特別利益合計 1,951

特別損失  

災害による損失 36

その他 2

特別損失合計 38

税金等調整前四半期純利益 3,210

法人税等 596

少数株主損益調整前四半期純利益 2,613

四半期純利益 2,613
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 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,613

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 △7

その他の包括利益合計 △7

四半期包括利益 2,605

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 2,605
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当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

該当事項はありません。 

  

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

当社は平成23年４月１日に日本ゲームカード株式会社と株式会社ジョイコシステムズが経営統合し両

社を完全子会社とする共同持株会社として設立されました。この結果、当第１四半期連結会計期間末に

おいて資本金は5,500百万円、資本剰余金は5,122百万円、利益剰余金は28,824百万円、自己株式は△0

百万円となっております。 

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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