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（百万円未満切捨て）  
１．平成 20 年３月期第３四半期の連結業績（平成 19 年４月１日 ～ 平成 19 年 12 月 31 日） 
(1) 連結経営成績                             （％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（当期）純利益 

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 

20 年３月期第３四半期 19,584 △4.6 4,148 3.2 4,251 3.7 2,483 16.1 
19 年３月期第３四半期 20,520 △21.8 4,019 △41.3 4,099 △40.5 2,139 △34.9 

19 年３月期 26,564 － 5,305 － 5,411 － 2,980 － 
 

 １株当たり四半期 
（当期）純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円     銭 円     銭 

20 年３月期第３四半期 122 74 － － 
19 年３月期第３四半期 100 96 － － 

19 年３月期 141 87 － － 
 
(2) 連結財政状態 

 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 

20 年３月期第３四半期 43,233 32,408 74.3 1,669    78 
19 年３月期第３四半期 43,199 32,128 73.7 1,556    30 

19 年３月期 44,075 32,926 74.0 1,595    70 
 
(3) 連結キャッシュ・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 

20 年３月期第３四半期 1,074 △821 △2,765 9,161 
19 年３月期第３四半期 697 △2,191 △3,183 10,402 

19 年３月期 3,173 △3,307 △3,271 11,674 
 
２．平成 20 年３月期の連結業績予想（平成 19 年４月１日 ～ 平成 20 年３月 31 日） 【参考】 

（％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 
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 27,000 1.6 5,590 5.4 5,630 4.0 3,168 6.3 154 94 
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３．その他 
  
(1) 期中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) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 有 
(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 有 
 

［（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。］ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであ
り、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる場合があります。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 
当第３四半期における我が国経済は、企業収益の改善に牽引され、設備投資が底堅く推移する一方で、

サブプライムローン問題による米国経済の減速、原油や穀物の価格高騰による個人消費への影響が懸念さ

れるなど、先行き不透明な状況が続きました。 
当社グループの主要販売先であるパチンコ業界において、パチンコホールでは、新基準のパチスロ機へ

の入替が完了し、遊技機に対する過度な設備投資は一段落しましたが、熱烈なパチスロファンの乖離が散

見され、パチスロの収益の減少に伴い、多くのパチンコホールでは営業方針の転換に迫られました。また、

金融機関からの融資が受け難い状況が続き、新規出店や改装の計画を延期又は中止にするなど、周辺設備

への投資を見送る傾向にありました。 
このような状況の中で、当社グループはプリペイドカードシステムであるサイクルカードシステムを中

心に景品管理システムやホールコンピュータなど、トータルシステムでの提案販売を行ってまいりました。 
中でも最新のプリペイドカードシステムに台毎の計数機を備えた『パーソナルＰＣシステム』は、業界標

準化に向けて積極的に販売を展開してまいりました。『パーソナルＰＣシステム』は、遊技ファンには、遊

技スペースの確保や１枚のカードで移動できる利便性を提供、従業員には、重労働である玉運び業務から

開放し、遊技ファンへのサービス業務に専念できる環境を提供し、経営者には、人材難や収益の減少が深

刻化する当業界において、少数精鋭でのパチンコホール運営を実現します。このように『パーソナルＰＣ

システム』は、快適な遊技や労働環境を提供し、収益改善に寄与するシステムとして多方面から評価を得

て、全国各地の有力パチンコホールへの導入が進みました。 
当第３四半期におけるパーソナルＰＣシステムを含めたサイクルカードシステムの売上件数は 133 店舗、

導入（実稼動）店舗数は平成 19年 12月末時点で 1,805店舗（市場シェア 17.2％）となりました。  
この結果、当第３四半期の売上高は 195億 84百万円（前年同期比 4.6％減）、営業利益は 41億 48百万

円（同 3.2％増）、経常利益は 42億 51百万円（同 3.7％増）、四半期純利益は 24億 83百万円（同 16.1％
増）となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 
当第 3四半期の財政状態は以下のとおりであります。 
総資産は前連結会計年度末と比較して、8億42百万円減少し432億 33百万円となりました。主な要因は、

現金預金が 22 億 15 百万円減少し 67 億 43 百万円となりました。有価証券は、13 億 69 百万円減少し 48 億

５百万円となりました。 

負債は３億 24 百万円減少し 108 億 24 百万円となりました。 

純資産は前連結会計年度末と比較して、５億 17 百万円減少し 324 億８百万円となりました。主な要因は、

自己株式が 18 億 36 百万円増加し 82 億 68 百万円となりました。 

自己資本比率は 0.3 ポイント増加し 74.3％となりました。 

 

連結キャッシュ・フロー 

営業活動の結果得られた資金は、10 億 74 百万円となりました。 

投資活動の結果支出した資金は、８億 21 百万円となりました。主な要因は、投資有価証券の取得 23 億

12 百万円等によるものであります。 
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財務活動の結果支出した資金は、27 億 65 百万円となりました。主な要因は、自己株式の取得 18 億 40 百

万円と、配当金支払７億 77 百万円等によるものであります。 

以上の結果、当第３四半期末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ 25 億 12 百万円減少し

91 億 61 百万円となりました。 
 

３．連結業績予想に関する定性的情報 
平成 20 年３月期通期の業績予想につきましては、平成 19 年 11 月 19 日の中間決算発表より変更はあり

ません。 
 

４．その他 

(1) 期中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） 

該当事項はありません。 

 

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用 

税金費用の計算等については、一部簡便的な方法を採用しております。 

 

(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更 

当連結会計年度より法人税法の改正に伴い、平成19年４月１日以降取得する有形固定資産については、

改正法人税法に規定する減価償却費を計上しております。 

この変更に伴う営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 
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５．（要約）四半期連結財務諸表 
(1) （要約）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円、％） 
前年同四半期末 
平成 19 年３月期 
第３四半期末 

当四半期末 
平成 20 年３月期 
第３四半期末 

増  減 
（参考）前期末 
（平成19年３月期

末） 科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 
（（（（資産資産資産資産のののの部部部部））））         
ⅠⅠⅠⅠ    流動資産流動資産流動資産流動資産         
現金及び預金 7,487,623 6,743,822 △743,801 △9.9 8,959,200 
受取手形及び売掛金 9,644,133 9,260,576 △383,557 △4.0 8,784,190 
有価証券 5,869,458 4,805,015 △1,064,442 △18.1 6,174,569 
たな卸資産 3,943,378 3,725,780 △217,597 △5.5 3,543,701 
その他 2,593,388 3,560,356 966,968 37.3 2,779,584 

流動資産合計 29,537,983 28,095,552 △1,442,430 △4.9 30,241,245 
ⅡⅡⅡⅡ    固定資産固定資産固定資産固定資産         
有形固定資産 9,925,236 9,817,098 △108,138 △1.1 9,870,875 
無形固定資産 137,469 110,490 △26,978 △19.6 139,155 
投資その他の資産 3,599,148 5,209,989 1,610,840 44.8 3,823,890 

固定資産合計 13,661,854 15,137,577 1,475,723 10.8 13,833,921 
  資産合計 43,199,837 43,233,130 33,293 0.1 44,075,166 
（（（（負債負債負債負債のののの部部部部））））         
ⅠⅠⅠⅠ    流動負債流動負債流動負債流動負債         
    支払手形及び買掛金 
    短期借入金 

3,017,217 
186,000 

2,851,171 
139,500 

△166,045 
△46,500 

△5.5 
△25.0 

2,487,982 
186,000 

賞与引当金 212,345 170,625 △41,719 △19.6 380,391 
前受金 3,541,965 3,646,755 104,790 3.0 3,429,353 
その他 1,408,019 1,389,278 △18,740 △1.3 1,943,450 

流動負債合計 8,365,547 8,197,331 △168,215 △2.0 8,427,178 
ⅡⅡⅡⅡ    固定負債固定負債固定負債固定負債        
長期借入金 139,500 － △139,500 △100.0 93,000 
役員退職慰労引当金 553,881 591,811 37,930 6.8 563,011 
その他 2,011,951 2,035,013 23,061 1.1 2,065,403 

固定負債合計 2,705,332 2,626,824 △78,508 △2.9 2,721,414 
負債合計 11,070,880 10,824,156 △246,723 △2.2 11,148,593 
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前年同四半期末 
平成 19 年３月期 
第３四半期末 

 
当四半期末 

平成 20 年３月期 
第３四半期 

増 減 

 
（参考）前期末 
（平成19年３月期

末） 
科 目 

金 額 金 額 金 額 増減率 金 額 
（（（（純資産純資産純資産純資産のののの部部部部））））    
ⅠⅠⅠⅠ    株主資本株主資本株主資本株主資本    

資本金    
資本剰余金 
利益剰余金 
自己株式 

 
 

7,934,100 
8,371,830 
21,812,794 
△6,431,428 

 
 

7,934,100 
8,371,830 
24,319,603 
△8,268,051 

 
 

－ 
－ 

2,506,809 
△1,836,622 

 
 

－ 
－ 

11.5 
28.6 

 
 

7,934,100 
8,371,830 
22,653,593 
△6,431,428 

株主資本合計 
ⅡⅡⅡⅡ    評価評価評価評価・・・・換算差額等換算差額等換算差額等換算差額等    

その他有価証券評価差額金 
評価・換算差額等合計 

ⅢⅢⅢⅢ    少数株主持分少数株主持分少数株主持分少数株主持分 

31,687,295 
 

133,876 
133,876 
307,785 

32,357,482 
 

△236,427 
△236,427 
287,919 

670,186 
 

△370,304 
△370,304 
△19,865 

2.1 
 

△276.6 
△276.6 
△6.5 

32,528,095 
 

98,699 
98,699 
299,778 

純資産合計 32,128,957 32,408,974 280,016 0.9 32,926,573 
負債、純資産合計 43,199,837 43,233,130 33,293 0.1 44,075,166 

 

(2) （要約）四半期連結損益計算書 

                                                                       （単位：千円、％） 
前年同四半期 
平成 19 年３月期 
第３四半期 

当四半期 
平成 20 年３月期 
第３四半期 

増  減 
（参考）前期 
（平成 19 年３月

期） 科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 
ⅠⅠⅠⅠ    売上高売上高売上高売上高    20,520,973 19,584,411 △936,562 △4.6 26,564,327 
ⅡⅡⅡⅡ    売上原価売上原価売上原価売上原価    11,376,412 10,229,132 △1,147,280 △10.1 14,573,727 
売上総利益 9,144,561 9,355,279 210,718 2.3 11,990,600 
ⅢⅢⅢⅢ    販売費及販売費及販売費及販売費及びびびび一般管理費一般管理費一般管理費一般管理費    5,125,050 5,206,791 81,740 1.6 6,685,065 
営業利益 4,019,510 4,148,488 128,978 3.2 5,305,535 
ⅣⅣⅣⅣ    営業外収益営業外収益営業外収益営業外収益    85,857 111,550 25,692 29.9 114,832 
ⅤⅤⅤⅤ    営業外費用営業外費用営業外費用営業外費用    5,667 8,518 2,851 50.3 8,643 
経常利益 4,099,700 4,251,519 151,819 3.7 5,411,724 
ⅥⅥⅥⅥ    特別利益特別利益特別利益特別利益    － 127,533 127,533 － － 
ⅦⅦⅦⅦ    特別損失特別損失特別損失特別損失    129,333 108,054 △21,279 △16.5 129,615 
税金等調整前四半期 
（当期）純利益 

 
3,970,366 

 
4,270,998 

 
300,631 

 
7.6 

 
5,282,109 

法人税、住民税及び事業税 
法人税等調整額 

1,537,739 
192,563 

1,471,891 
326,394 

△65,847 
133,831 

△4.3 
69.5 

2,212,924 
△13,494 

少数株主利益又は少数
株主損失（△） 

100,585 △11,161 △111,746 △111.1 102,402 

四半期（当期）純利益 2,139,478 2,483,873 344,395 16.1 2,980,277 
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(3)（要約）四半期連結株主資本等変動計算書 
前第３四半期連結会計期間（平成 18 年４月１日～平成 18 年 12 月 31 日）              （単位：千円） 

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

評価・換算
差額等 

少数株主持
分 純資産合計

平成 18 年３月 31
日残高 7,934,100 8,371,830 20,642,978 △4,239,215 32,709,692 382,166 650,495 33,742,355 

第３四半期中の変
動額         

剰余金の配当   △855,615  △855,615   △855,615 
利益処分による役
員賞与   △114,047  △114,047   △114,047 

四半期純利益   2,139,478  2,139,478   2,139,478 
自己株式の取得    △2,192,212 △2,192,212   △2,192,212 
株主資本以外の項
目の四半期中の変
動額（純額） 

     △248,290 
 

△342,710 
 
△591,000 

第３四半期中の変
動額合計   1,169,815 △2,192,212 △1,022,397 △248,290 △342,710 △1,613,397 

平成 18 年 12 月 31
日残高 7,934,100 8,371,830 21,812,794 △6,431,428 31,687,295 133,876 307,785 32,128,957 

 

当第３四半期連結会計期間（平成 19 年４月１日～平成 19 年 12 月 31 日）               （単位：千円） 

株主資本 
 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

評価・換算
差額等 

少数株主持
分 純資産合計

平成 19 年３月 31
日残高 7,934,100 8,371,830 22,653,593 △6,431,428 32,528,095 98,699 299,778 32,926,573 

第３四半期中の変
動額         

剰余金の配当   △817,863  △817,863   △817,863 
四半期純利益   2,483,873  2,483,873   2,483,873 
自己株式の取得    △1,836,622 △1,836,622   △1,836,622 
株主資本以外の項
目の四半期中の変
動額（純額） 

     △335,126 △11,859 △346,986 

第３四半期中の変
動額合計   1,666,009 △1,836,622 △170,613 △335,126 △11,859 △517,599 

平成 19 年 12 月 31
日残高 7,934,100 8,371,830 24,319,603 △8,268,051 32,357,482 △236,427 287,919 32,408,974 
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前連結会計年度（平成 18 年４月１日～平成 19 年３月 31 日）               （単位：千円） 

 株主資本 
 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

評価・換算
差額等 

少数株主持
分 純資産合計

平成 18 年３月 31
日残高 7,934,100 8,371,830 20,642,978 △4,239,215 32,709,692 382,166 650,495 33,742,355 

連結会計年度中の
変動額         

剰余金の配当   △427,807  △427,807   △427,807 
剰余金の配当   △427,807  △427,807   △427,807 
役員賞与   △114,047  △114,047   △114,047 
当期純利益   2,980,277  2,980,277   2,980,277 
自己株式の取得    △2,192,212 △2,192,212   △2,192,212 
株主資本以外の項
目の連結会計年度
中の変動額（純額） 

     △283,467 △350,716 △634,184 

連結会計年度中の
変動額合計   2,010,615 △2,192,212 △181,597 △283,467 △350,716 △815,781 

平成 19 年３月 31
日残高 7,934,100 8,371,830 22,653,593 △6,431,428 32,528,095 98,699 299,778 32,926,573 
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(4) （要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

 
前年同四半期 
平成 19 年３月期 
第３四半期 

当四半期 
平成 20 年３月期 
第３四半期 

（参考）前期 
（平成19年３月期） 

区  分 金  額 金  額 金  額 
ⅠⅠⅠⅠ    営業活動営業活動営業活動営業活動によるによるによるによるキャッシュキャッシュキャッシュキャッシュ・・・・フローフローフローフロー       
税金等調整前四半期（当期）純利益 3,970,366 4,270,998 5,282,109 
減価償却費 451,228 421,194 619,366 
引当金の減少額 △144,072 △170,113 △8,310 
売上債権の増減額（増加：△） 611,482 △963,726 1,471,425 
たな卸資産の増加額 △469,145 △182,079 △69,275 
仕入債務の増減額（減少：△） △583,104 363,189 △1,112,340 
その他 △1,171,361 △380,486 △1,118,344 
小計 2,665,392 3,358,976 5,064,632 
法人税等の支払額 △2,006,947 △2,337,103 △1,935,811 
その他 38,913 52,734 44,730 
営業活動によるキャッシュ・フロー 697,358 1,074,606 3,173,551 

ⅡⅡⅡⅡ    投資活動投資活動投資活動投資活動によるによるによるによるキャッシュキャッシュキャッシュキャッシュ・・・・フローフローフローフロー       
有価証券の純増減額（増加：△） △224,518 1,086,242 △726,706 
投資有価証券の売却による収入 60,000 815,945 60,000 
投資有価証券の取得による支出 △808,223 △2,312,234 △1,340,922 
有形固定資産の取得による支出 △758,655 △361,042 △860,296 
連結子会社の株式取得による支出 △321,485 － △321,485 
その他（支出：△） △138,614 △50,747 △117,866 
投資活動によるキャッシュ・フロー △2,191,497 △821,837 △3,307,277 

ⅢⅢⅢⅢ    財務活動財務活動財務活動財務活動によるによるによるによるキャッシュキャッシュキャッシュキャッシュ・・・・フローフローフローフロー       
長期借入金の返済による支出 △139,500 △139,500 △186,000 
自己株式の取得による支出 △2,196,480 △1,840,826 △2,196,483 
配当金の支払額 △812,616 △777,143 △854,557 
その他（支出：△） △34,870 △8,000 △34,870 
財務活動によるキャッシュ・フロー △3,183,467 △2,765,470 △3,271,910 

ⅣⅣⅣⅣ    現金及現金及現金及現金及びびびび現金同等物現金同等物現金同等物現金同等物のののの増加額増加額増加額増加額（（（（又又又又はははは減減減減
少額少額少額少額））））    △4,677,606 △2,512,700 △3,405,637 

ⅤⅤⅤⅤ    現金及現金及現金及現金及びびびび現金同等物現金同等物現金同等物現金同等物のののの期首残高期首残高期首残高期首残高    15,079,940 11,674,303 15,079,940 
ⅥⅥⅥⅥ    現金及現金及現金及現金及びびびび現金同等物現金同等物現金同等物現金同等物のののの期末残高期末残高期末残高期末残高    10,402,334 9,161,603 11,674,303 

 
 
(5) セグメント情報 

 
〔事業の種類別セグメント情報〕 

当第３四半期及び前年同四半期については、アミューズメント関連事業の売上高、営業利益及び資産の金
額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメント資産の金額の合計額に占める割合がいず
れも 90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 
〔所在地別セグメント情報〕 

当第３四半期及び前年同四半期については、本国以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店が
ないため、該当事項はありません。 


