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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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3四半期 33,156 ― 3,895 ― 3,932 ― 4,343 ―
23年3月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 4,324百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 ―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3四半期 304.51 ―
23年3月期第3四半期 ― ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 68,088 40,860 60.0
23年3月期 ― ― ―
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  40,860百万円 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 ― 25.00 ―
24年3月期（予想） 35.00 60.00

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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有   

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 42,000 ― 4,300 ― 4,300 ― 4,500 ― 315.50



(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24年2月17日（金）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、動画について
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3四半期実績はありません。 

4.  その他

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3Q 14,263,000 株 23年3月期 ― 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 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3Q 14,262,943 株 23年3月期3Q ― 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３四半期実績はありません。  

  

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響から一部回復の兆しがみられ

たものの、電力供給の制約や原子力災害の影響、円高の長期化や欧州の政府債務危機などを背景とした

海外経済の下振れ懸念などから、依然として、先行きは不透明な状況が続いております。 

当遊技業界におきましては、東日本大震災の影響は限定的なものに留まり、パチスロの人気は好調を

維持しておりますが、個人消費の低迷により、回復しつつあった集客にかげりがみられ、依然として予

断を許さない状況が続いております。こうしたなか、パチンコホールでは、コスト削減につながる設備

投資に関心が高まっており、プリペイドカードシステムの分野では、各台計数システムの需要が増加し

ております。 

平成23年４月１日付で経営統合した当社グループの当第３四半期連結累計期間につきましては、当初

震災の影響による厳しい販売状況を想定しておりましたが、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）」の販売が好調に推移いたしました。特に各台計数タイプの販売が好

調に推移したこと、さらに、パチスロ人気を背景に、パチンコからパチスロへの入れ替え需要が活発化

し、パチスロ向けメダル貸機の販売が好調であったことから、売上高が当初計画を大きく上回りまし

た。 

利益面につきましては、機器売上高が好調に推移したこと、カード収入高・システム使用料収入が想

定していたほどの震災の影響がなく堅調に推移したこと及び経営統合に伴う一定のコスト削減効果もあ

り、当初の見込みを大きく上回りました。なお、第１四半期連結累計期間において、経営統合に伴う負

ののれん発生益1,855百万円を特別利益として計上しております。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は33,156百万円、営業利益は3,895百万円、

経常利益は3,932百万円、四半期純利益は4,343百万円となりました。 

  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、19,947百万円となりました。 

  カード収入高は、4,141百万円となりました。 

  システム使用料収入は、8,692百万円となりました。 

  その他の収入は、375百万円となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間の総資産は、68,088百万円となりました。 

流動資産は52,795百万円、固定資産は15,292百万円で、資産合計は68,088百万円となりました。主な

内訳は、現金及び預金13,917百万円、有価証券10,999百万円、受取手形及び売掛金7,370百万円、リー

ス投資資産7,325百万円であります。 

流動負債は16,116百万円、固定負債は11,111百万円で、負債合計は27,227百万円となりました。主な

内訳は、支払手形及び買掛金7,326百万円、リース債務7,269百万円、カード未精算勘定3,453百万円で

あります。 

純資産合計は40,860百万円となりました。 

  

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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通期の連結業績予想につきましては、直近の状況を総合的に勘案した結果、課税所得金額が減少し、

税金費用が前回予想（平成23年12月15日発表）を下回る見込みとなりましたので、当期純利益の予想を

修正いたします。 

  

  

 
  

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

通期の連結業績予想数値の修正

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

前回発表予想（Ａ） 42,000 4,300 4,300 4,200 294.47

今回修正予想（Ｂ） 42,000 4,300 4,300 4,500 315.50

増減額（Ｂ－Ａ） ― ― ― 300 ―

増減率 ― ― ― 7.1% ―
（ご参考）前期実績 
（平成23年３月期）

― ― ― ― ―

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３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 13,917

受取手形及び売掛金 7,370

営業未収入金 1,881

リース投資資産 7,325

有価証券 10,999

発行保証金信託 5,001

商品及び製品 4,430

原材料及び貯蔵品 799

その他 1,100

貸倒引当金 △30

流動資産合計 52,795

固定資産

有形固定資産 2,256

無形固定資産

のれん 2,136

その他 2,695

無形固定資産合計 4,831

投資その他の資産

その他 8,585

貸倒引当金 △381

投資その他の資産合計 8,204

固定資産合計 15,292

資産合計 68,088

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,326

営業未払金 44

未払法人税等 721

引当金 205

カード未精算勘定 3,453

その他 4,365

流動負債合計 16,116

固定負債

引当金 375

リース債務 7,269

その他 3,465

固定負債合計 11,111

負債合計 27,227
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31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 30,197

自己株式 △0

株主資本合計 40,820

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 40

その他の包括利益累計額合計 40

純資産合計 40,860

負債純資産合計 68,088
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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３四半期連結累計期間

(単位：百万円)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

売上高 33,156

売上原価 23,337

売上総利益 9,818

販売費及び一般管理費 5,923

営業利益 3,895

営業外収益

受取利息 32

受取配当金 15

貸倒引当金戻入額 50

その他 81

営業外収益合計 180

営業外費用

支払利息 86

支払保証料 40

その他 17

営業外費用合計 143

経常利益 3,932

特別利益

負ののれん発生益 1,855

災害損失引当金戻入額 103

特別利益合計 1,959

特別損失

災害による損失 36

その他 14

特別損失合計 51

税金等調整前四半期純利益 5,840

法人税等 1,497

少数株主損益調整前四半期純利益 4,343

四半期純利益 4,343
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四半期連結包括利益計算書
第３四半期連結累計期間

(単位：百万円)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 4,343

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △18

その他の包括利益合計 △18

四半期包括利益 4,324

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 4,324
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当第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日） 

該当事項はありません。 

  

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31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３四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30,197百万円、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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