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　また、この売上高の拡大によって原価率の低減が進み、売上

高総利益率は前年同期の49.1%から58.0%へと著しい改善を図

ることができました。

　営業外損益につきましては、持分法適用関連会社であるウィ

ン・リゾーツ社（NASDAQ：WYNN）の第２四半期までの業績

が好調で同社の純利益が147,955千米ドル（約17,800百万

円）となり、当社は持分法投資利益を4,310百万円計上いたしま

した。これによる当中間連結会計期間の経常利益への寄与は約

30％となっております。

　この結果、当中間連結会計期間における売上高は37,495百

万円（前年同期比20,104百万円増）、営業利益9,371百万円（前

年同期比10,858百万円増）、経常利益14,121百万円（前年同

期比16,853百万円増）となりました。

　なお、ウィン・リゾーツ社の2007年度通期の業績は売上高26

億8,700万米ドル（前年同期比12億5,500万米ドル増）、営業利

益４億2,900万米ドル（前年同期比３億5,800万米ドル増）と大

幅な増収増益となっております。これは、ラスベガスやマカオをはじ

めとする世界的なカジノ市場拡大の中、ハイエンド層を確実に取

り込んだ同社のカジノリゾート戦略が大成功を収めていることを

表しており、今後も世界のカジノ市場の成長が続くと予測される

ことから、当社の営業外収益への継続した貢献が期待できます。

　また、当中間連結会計期間におきまして、当社100％子会社

である株式会社システムスタッフ（現アルゼマーケティングジャ

パン株式会社）による固定資産売却益約3,600百万円を特別利

益として計上いたしました。

　これらの結果、中間純利益は15,461百万円（前年同期比

20,197百万円増）となりました。

　なお、配当につきましては通期で20円の支払いを予定してお

ります。

　株主の皆様におかれまし

ては、ますますのご清栄のこ

ととお喜び申し上げます。

　平素は格別のご高配を賜

り、厚く御礼申し上げます。

　当社は平成19年９月30

日をもちまして、第35期中間

期（平成19年４月１日から

平成19年９月30日まで）を

終了いたしました。ここに株

主通信−第35期中間のご報

告−をお届けし、株主の皆様

に第35期中間期の事業につ

き概略をご説明すると共に、当社の事業再編と今後の事業展開

について申し上げます。

１．第35期中間期の概況
　当中間連結会計期間におけるパチスロ機の市場環境といたし

ましては、平成19年９月末までに旧基準パチスロ機（以下、「４

号機」）が順次検定期限を迎えることを受け、同年６月頃より新

基準のパチスロ機（以下、「５号機」）への入替が急速に進むとい

う業界全体として大変大きな転換がありました。同年10月以降

はホール様における設置機械は全て５号機となっております。

　このような状況の中で、当社はパチスロ機市場にて高い評価を

頂いている「青ドン」ほか、５号機を５機種発売いたしました。約

９万台の販売を行った「青ドン」を筆頭に当中間連結会計期間に

おきましては、合計で11万５千台の販売を行い、当中間連結会計

期間において既に前年通期の販売台数を上回るという極めて順

調な販売状況となりました。
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２．事業再編と今後の事業展開について
　当社は、かねてよりお知らせしておりますとおり、各事業の役

割と責任の所在を明確にし、グループ全体としての機動力の強

化と、強い組織体制を作ることを目的として、事業再編を進めて

まいりました。このたび、事業再編の総仕上げとして、当社主導

により子会社である株式会社セタに対し上場廃止を前提とした

公開買付を実施いたしました。これにより、同社の周辺機器事業

に関するノウハウや開発資産、販売体制をグループ内に確保す

ることができました。

　今後も、平成20年３月を目処に、事業再編の最終段階までの

組織改革を進め、３つのコアビジネスの本格的な拡大に備えて、

より強固な組織・人員体制の確立を図ってまいる所存であります。

　このような体制（右図）の下で、当社は、①国内パチスロ・パ

チンコ事業、②海外カジノ向けゲーミング機器事業、③カジノリ

ゾート運営事業を３つのコアビジネスとしておりますが、特に、

②海外カジノ向けゲーミング機器事業および③カジノリゾート運

営事業につきましては、今後、当社の売上高で大きな比重を占め

てくるものと考えております。

　ここで改めて国内事業の状況説明と併せて、今後のカジノ構

想の全般について次のとおりお知らせいたします。

①国内パチスロ・パチンコ事業

　国内パチスロ・パチンコ事業は、過度に射幸性の高い機器の

入れ替えによる影響もあり、市場規模が一時に比較して減少す

るなど、厳しい市場環境の変化にさらされてまいりました。

　当社はかねてより、パチスロ市場の健全な育成のため、いち早

く５号機の普及に努めてまいりましたが、ここにきてようやく新

規則のもとで平等な競争ができる環境となりました。これにより、

当社の開発、販売営業能力が十分に評価され、本格的に活動で
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事業再編後の子会社と事業体制

事業戦略統括

国内パチスロ・パチンコ事業

海外カジノ向けゲーミング機器事業、カジノリゾート運営事業

その他の事業

ア　ル　ゼ

アルゼグローバルトレーディング 部材、ユニット調達事業

メーシー販売
エレコ
ミズホ

完成品製造事業

セブンワークス 各メーカーから依頼された
コンテンツ企画開発・設計事業

アルゼマーケティングジャパン 販売、レンタル代行、販売代行事業

アルゼレンタルサービス レンタル、資産管理、ファイナンス事業

セタ 周辺機器の開発・製造・販売事業

アルゼゲーミングアメリカ
アルゼゲーミングオーストラリア
アルゼゲーミングアフリカ

海外カジノ向けゲーミング機器の開発・
製造・販売事業

アルゼUSA 投資管理業務
（ウィン・リゾーツ社との共同経営）

アルゼメディアネット 携帯サイト運営事業

フォレストエンターテイメント IT管理、基礎研究開発事業

ピートゥーピーエー ヒューマンインターフェース開発事業

北京アルゼ開発 開発事業

日本アミューズメント放送 放送事業

特許情報開発 知的財産調査業務

きる状況になり、この３〜４年の不振から脱却いたしました。

　特に開発戦略としての製品開発については、透明液晶を使用

したDX筐体を基軸とし、アミューズメント、ゲーム分野での映像

表現を中心的コンセプトとしたX筐体を開発いたしました。

　当社は、このようにリール構成と透明液晶によるコラボレー

ションを生かした機械、リールの絵柄の組み合わせと連動した映

像による面白みを発揮させた作品を中心に開発を進めておりま

す。さらにパチスロの醍醐味を十分生かし、リールの動作によっ

て大当たりの期待を持たせる絵柄の組み合わせやリーチ目、さ

らに、筐体デザインのイメージに合った絵柄のデザインや見やす

さを重視したリールなど、フィット感を重視した製品開発を行う

など、業界で唯一、製品区分毎にコンセプトを明確にした３種類

の筐体の特徴を生かした作品を開発しております。

　また、独自の特許である前段判定（技術の優劣に関係なく誰

が遊技しても公平な条件で同じ結果が得られるようにコンピュー

ターで予め当たりかハズレかを決定しておく業界初の機能）で

の入賞方式を用いることで、前段判定信号を活用した一定の法

則性をもたせた独自の演出により、入賞信号が持つリール図柄

および入賞配当の有無を遊技者に推測させるようなゲーム性に

優れた作品を開発するなど、他社とは全く異なるコンセプトをも

つ独自の機械を開発し続けております。

　国内パチスロ・パチンコ事業に関する組織体制につきまして

は、開発と営業販売とを完全に区分し、相互に独立しつつ、協力

関係を維持・強化することを目的として、アルゼグループの中で、

コンテンツ企画開発を行う株式会社セブンワークスを独立させ

ました。

　他方、営業販売体制については、機動力をアップするととも

に、責任の明確化による販売力の強化を目的としてアルゼマーケ

ティングジャパン株式会社を独立させました。具体的には、支店
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Inc.は、本格的な販売活動の開始に先立ち、当社会長岡田和生

からの資金提供により、その資本力・財政基盤を強化する予定

であります。これにより、Aruze�Gaming�America,�Inc.は、当

社から独立して事業活動が行える財務体質を構築でき、十分な

運転資金を確保することによってビジネスの幅を拡大していく予

定であります。

　なお、南アフリカ市場につきましては、当社のスロットマシン

「サンライズ」のリプレイス需要4,000台の完全取り込みを行っ

ていく予定であり、オーストラリア市場につきましては、ニュー

ジーランド、ニューカレドニア、オーストラリアのビクトリア州およ

びサウスオーストラリア州のマーケット拡大により、販売拡大を

推進いたします。成長著しいマカオ市場を中心としたアジア市場

への販売につきましては、平成19年11月より東京からの直販体

制で対応しております。

（注）インディアンカジノ・・・米国先住民部族が経営するカジノ。近年急速に拡大。

③カジノリゾート運営事業

　当社は、ウィン・リゾーツ社への出資を通じて平成12年（2000

年）10月から同社と共同で海外カジノリゾート事業を行ってまい

りました。ウィン・リゾーツ社は、ハラーズ、ベネチアン、MGM等

の巨大カジノとは異なり、富裕層にターゲットを絞ったサービスを

提供してまいりました。

　その結果、カジノホテル間の競争が激化している中で、売上

高、利益および集客の全ての点で競争激化の影響を全く受ける

ことなく、米国の「ウィン・ラスベガス」、マカオの「ウィン・マカ

オ」という２つのカジノリゾートは共に好調な稼働を記録して

おります。「ウィン・ラスベガス」の平成19年第２四半期におけ

る平均客室料は311米ドルと、ラスベガス平均の142米ドルを

大きく上回っており、客室稼働率も97.0％とラスベガス平均の

体制の構築および幹部社員への教育を徹底することで、役割の

明確化、責任意識の向上、顧客主義の徹底を図り、また、本部機

能を再編・強化することなどにより、状況変化に即時対応できる

機動的な組織体制を構築いたしました。

　また、パチスロ・パチンコの周辺機器に関する事業につきまし

ても、事業再編の総仕上げとして株式会社セタを完全にグルー

プに取り込むことにより、同社のパチスロ・パチンコサンド等に

かかる技術的資産を十分活用するとともに、当社グループの営

業力をもって契約店舗数の拡大を目指してまいります。

　このような製品開発戦略と開発・販売の組織体制の強化に

よって、より魅力的な製品を多くのお客様に提供することが可能

となり、当社は国内パチスロ事業において早期にマーケットシェ

アNo.1を奪取し、同時にパチンコ事業にも本格的に参入し、シェ

ア獲得を推進してまいります。

②海外カジノ向けゲーミング機器事業

　当社は、来期を目途として海外カジノ向けゲーミング機器事業

を完全に独立させ、その翌期には世界トップクラスのゲーミング

機器事業会社となることを目指し、来期より３年間を目処に国

内パチスロ・パチンコ事業に匹敵する業績を上げていきたいと

考えております。そのために、米国を中心として南アフリカ、オー

ストラリアの海外３拠点を機軸にグローバルな事業展開とアジ

ア市場への販売体制の強化を図っていく予定であります。

　まず、米国市場につきましては、インディアンカジノ（注）向けの

販売を本格的に開始いたしました。さらに、ラスベガスを中心とす

る大手カジノに対しての機械販売のライセンスは平成20年３月

には確保できる見込みであり、これにより４月以降には本格的

な市場への投入を計画しております。

　このため、当社の子会社であるAruze�Gaming�America,�

92.6％を上回っております。同様に、「ウィン・マカオ」につきま

しても、同年第２四半期の平均客室料は258米ドル（マカオ平

均：83米ドル）、客室稼働率は86.2％（マカオ平均：73.4％）と

高単価、高稼働率を示しております。これは、富裕層をターゲット

としたウィン・リゾーツ社の経営戦略が奏功していることの証左

であります。

　このように、ウィン・リゾーツ社の業績は極めて好調に推移し

ており、同社の第１四半期の純利益は58,405千米ドル、第２四

半期の純利益は89,550米ドルとなり、中間期合計で147,955

千米ドル（約17,800百万円）が当社の連結経常利益に貢献して

おります（当社は、当中間期においては営業外収益として4,310

百万円を計上）。

　今後においても、「ウィン・ラスベガス」および「ウィン・マカ

オ」の好調な稼働状況が見込めることから、ウィン・リゾーツ社

から当社連結決算における利益貢献が継続的に期待できると考

えております。

　また、平成19年11月19日に開催された同社の取締役会にお

いて、株式１株につき６ドルの配当がなされることが決議され、

この結果、12月中旬には当社に対して約160億円の配当がなさ

れております。

　なお、「ウィン・ラスベガス」につきましては、隣接地で約2,000

室のスイートルームを備えた「アンコール・アット・ウィン・ラス

ベガス」を建築中であり、平成21年（2009年）初頭のオープン

を予定しております。同ホテルが完成することにより、部屋数お

よびカジノスペースは現状の倍の規模となります。

　また、「ウィン・マカオ」につきましては、カジノスペースを拡

大し、さらに施設の充実を図っていく予定であります。加えて、約

400室のスイートルームなどを備えた「ウィン・ダイヤモンド・ス

イート」が着工され、平成22年（2010年）前半に開業予定であ
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ります。さらにマカオのコタイ地区において52エーカー（約21

万㎡）の土地取得を申請中であり、カジノリゾートの建築を検討

しております。来期には具体的な建築時期について計画される

予定であります。

④アジア地域における当社のカジノ進出について

　当社は、マカオを初めとするアジア地域においてカジノリゾー

ト運営に必要なライセンスを獲得し、来年度には当社独自での

カジノリゾート運営を開始したいと考えております。

　カジノリゾート運営を成功させるためには、ホテル建設と運営

に関する豊富な知識と経験、魅力的な施設作りに関するノウハ

ウ、カジノリゾート運営に精通した優秀な人材の確保などが重要

なポイントとなりますが、それらの経営上の重要なノウハウにつ

いてはウィン・リゾーツ社のスティーブ・ウィン氏の全面的な協

力を得て実施してまいる所存であります。

　スティーブ・ウィン氏とは、当社がアジア地域において単独で

カジノリゾート運営を成功させるために、ウィン・リゾーツ社との

積極的な人的交流などを含め、必要な協力を頂けるという旨の

快諾を得ており、ライセンスが獲得でき次第、具体的な実行計画

を推進してまいります。

　なお、カジノ進出に必要な資金につきましては、２ヵ年にわた

るウィン・リゾーツ社からの300億円以上の配当金を原資とし

て、当社国内事業による利益、公募等による資金調達を組み合

わせた資金計画を今後立案していく予定であります。

　アジア地域における具体的な進出先、時期、資金計画等の詳

細につきましては、決定次第順次お知らせいたします。

　株主の皆様におかれましては、今後とも何卒倍旧のお引き立

てを賜りますよう、お願い申し上げます。
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●セグメント別売上高の推移（連結）

80,000

60,000

40,000

20,000

0

パチスロ・パチンコ 不動産事業 アミューズメント施設運営事業
ゲーム機器事業 その他

第32期
（平成17年3月期）

第33期
（平成18年3月期）

第34期
（平成19年3月期）

第35期
（平成20年3月期）

23,154

8,223

36,023
【中間】

21,770
【中間】

15,294
444

193

1,140

511

668

2,420

1,556

17,390
【中間】

9,234

8,138
1,525

2,179

692

35,047

1,629

624

37,495
【中間】

47,318

2,935

16,177
1,353

4,672

25,038

1,407

16,011
2,049 1,022

2,553

1,1963,999

72,458
【通期】

48,506
【通期】

30,808

35,580
【通期】

65,000
（予想）

65,000
【通期】

（単位：百万円）

80,000

60,000

40,000

20,000

0

（単位：百万円）
売　上　高

通　期 中間期

第32期
（平成17年3月期）

第33期
（平成18年3月期）

第34期
（平成19年3月期）

第35期（中間）
（平成20年3月期）

72,458

36,023

48,506

21,770

35,580

17,390

65,000
（予想）

37,495

15,000

10,000

5,000

5,000

△10,000

（単位：百万円）
経 常 利 益

通　期 中間期

第32期
（平成17年3月期）

第33期
（平成18年3月期）

第34期
（平成19年3月期）

第35期（中間）
（平成20年3月期）

2,083

△1,309

△6,678

△8,578
△6,764

△2,731

14,121

10,000
（予想）

0

15,000

10,000

5,000

△5,000

△10,000

△15,000

（単位：百万円）
当期純利益

通　期 中間期

0

第32期
（平成17年3月期）

第33期
（平成18年3月期）

第34期
（平成19年3月期）

第35期（中間）
（平成20年3月期）

1,022

△6,724 △8,413

△12,713

9,169

△4,736

6,000
（予想）

15,461 200

100

△100

△200

（単位：円）
1株当たり当期純利益

通　期 中間期

第32期
（平成17年3月期）

第33期
（平成18年3月期）

第34期
（平成19年3月期）

第35期（中間）
（平成20年3月期）

12.79

△84.15 △105.30

△159.11

114.76

△59.27

75.09
（予想）

193.47

0

※�アミューズメント施設運営事業は、平成18年3月30日にアドアーズ㈱が当社連結子会社から持分法適用関連会社となり連結対象外となったため、
　平成19年3月期よりセグメントがなくなっております。

　当中間連結会計期間におけるパチスロ・パチンコ事業において、
パチスロ機につきましては５機種を市場投入いたしました。中でも
平成19年６月上旬に販売を開始した「青ドン」は、当社看板タイトル
の「ハナビ」の後継機であり、さらに、大型液晶をフルに活用した迫力
ある演出などにより、新旧問わず数多くのホール様・プレイヤーの皆
様に支持され順調に販売台数を伸ばすことができました。
　このような状況の中、合計で98千台を販売及び設置し、17千台の
ソフト交換サービスを行いました。
　海外カジノ向けゲーミング機器事業につきましては、海外拠点のあ
るオーストラリア、南アフリカの各市場向けへの販売を行ったほか、
成長著しいマカオ市場への販売拡大に努めました。米国市場につきま
しては、ネバダ州での永久更新可能な製造ライセンスを平成18年７月
に取得いたしましたが、機器については検査機関へ申請中であります。
インディアンカジノについてはライセンスの取得、機器の認可が下りた
ところから、販売を開始いたしました。

　国内向けアミューズメント機器事業につきましては、ゲームセンター
向けパチスロ機スロシアムシリーズの販売が好調に推移しましたが、
メダルゲーム機の新製品の販売が来期となったため、販売台数が伸び
悩みました。
　その他の事業における放送事業におきましては、スカイパーフェク
TV！にて平成12年６月に配信を開始した「パチンコ・パチスロTV！」
がファンのニーズに応えるチャンネルとして確かな支持を得ております。
　携帯サイト運営事業につきましては、事業の柱となる公式サイト「ア
ルゼ王国」において、パチスロ機「青ドン」の販売時期と連動してのア
プリゲーム投入や、プロモーション効果により、有料会員数が20％近く
増加いたしました。その他のサイトの会員数につきましては、計画を下
回るものの横ばいの推移を見せております。
　以上の結果、当中間連結会計期間における当社グループの業績は
連結売上高37,495百万円、連結営業利益9,371百万円、連結経常利
益14,121百万円、連結中間純利益15,461百万円となりました。

営業の概況

Business Review

財務ハイライト

Financial Highlight
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（単位：百万円）■中間連結貸借対照表
期　別

科　目

当中間期
（平成��年�月30日現在）

前中間期
（平成��年�月30日現在）

金　額 金　額
（資産の部）
流動資産 （��,0��） （�0,���）
現金及び預金 18,806 23,435
受取手形及び売掛金 14,696 8,848
有価証券 18,971 —
たな卸資産 26,544 23,058
繰延税金資産 1,565 2,867
未収入金 5,666 —
その他 5,937 12,340
貸倒引当金 △� 121 △� 63

固定資産 （��,���） （��,5��）
有形固定資産 （�3,0��） （30,�5�）
建物及び構築物 3,815 6,472
機械装置及び運搬具 1,871 1,971
貸与資産 6,697 3,849
土地 8,105 14,946
その他 2,591 3,218
無形固定資産 （���） （�,���）
のれん 345 437
その他 533 776
投資その他の資産 （5�,���） （5�,��3）
投資有価証券 54,620 47,966
長期貸付金 799 467
敷金保証金 1,441 1,263
長期未収入金 1,058 —
破産更生債権等 3,783 3,275
繰延税金資産 − 61
その他 1,138 5,438
貸倒引当金 △� 4,073 △� 3,549

繰延資産 （30） （�5）
新株発行費 20 5
社債発行費 10 59

資産合計 ���,��� �5�,���

期　別

科　目

当中間期
（平成��年�月30日現在）

前中間期
（平成��年�月30日現在）

金　額 金　額
（負債の部）
流動負債 （33,���） （35,5��）
支払手形及び買掛金 13,542 3,567
短期借入金 1,649 11,265
1年以内返済予定の長期借入金 896 1,508
1年以内償還予定の社債 2,550 2,800
未払金 1,795 1,405
未払法人税等 1,853 288
未払消費税等 543 152
前受金 3,264 5,853
前受収益 5,693 6,391
賞与引当金 303 212
訴訟損失引当金 — 1,450
その他 1,180 704

固定負債 （�0,�3�） （�0,���）
社債 4,500 7,050
長期借入金 2,217 10,271
繰延税金負債 189 —
その他 3,925 3,158

負債合計 （��,�0�） （5�,0��）

（純資産の部）
株主資本 （��5,03�） （��,553）
資本金 3,446 3,446
資本剰余金 7,503 7,503
利益剰余金 115,742 90,440
自己株式 △� 1,655 △� 1,837

評価・換算差額等 （5,5�5） （�,0�3）
その他有価証券評価差額金 33 38
為替換算調整勘定 5,542 975

新株予約権 （��） —
少数株主持分 （�5） （50�）
純資産合計 （�30,���） （�0�,0��）
負債純資産合計 ���,��� �5�,���

期　別

科　目

当中間期
自　平成��年４月１日（至　平成��年９月30日）

前中間期
自　平成��年４月１日（至　平成��年９月30日）

金　額 金　額
売上高 （3�,��5） （��,3�0）
売上原価 （�5,�5�） （�,��5）
売上総利益 21,738 8,524

販売費及び一般管理費 （��,3��） （�0,0��）
営業利益又は営業損失（△） 9,371 △� 1,487

営業外収益 （�,���） （�05）
受取利息 68 52
受取配当金 463 —
受取賃貸料 20 17
持分法による投資利益 4,310 —
その他 65 36

営業外費用 （���） （�,3��）
支払利息 127 254
持分法による投資損失 — 841
その他 51 253
経常利益又は経常損失（△） 14,121 △� 2,731

特別利益 （�,33�） （3��）
固定資産売却益 3,745 42
投資有価証券売却益 313 —
償却債権取立益 0 260
その他 279 44

特別損失 （�,3��） （�,���）
固定資産売却損 — 1
固定資産除却損 0 10
たな卸資産評価損 439 31
たな卸資産処分損 477 —
減損損失 25 —
訴訟損失引当金繰入額 — 1,450
その他 436 249
税金等調整前中間純利益又は中間純損失（△） （17,080） （△� 4,126）
法人税、住民税及び事業税 1,832 303
法人税等調整額 △� 170 156
少数株主利益 △� 42 149
中間純利益又は中間純損失（△） （15,461） （△� 4,736）

連結財務諸表

Consolidated Financial Statements

（単位：百万円）■中間連結損益計算書
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（単位：百万円）

（単位：百万円）当中間期（自�平成19年４月１日　至�平成19年９月30日）

（単位：百万円）

期　別

科　目

当中間期
自　平成��年４月１日（至　平成��年９月30日）

前中間期
自　平成��年４月１日（至　平成��年９月30日）

金　額 金　額
営業活動によるキャッシュ・フロー �,��0 △� �,���

投資活動によるキャッシュ・フロー �,35� △� �,�05

財務活動によるキャッシュ・フロー △� ��,5�� △� �,���

現金及び現金同等物に係る換算差額 �5� △� ��

現金及び現金同等物の増減額 △� �,3�� △� ��,003

現金及び現金同等物の期首残高 3�,��� 3�,�3�
現金及び現金同等物の中間期末残高 3�,��� �3,�35

株　主　資　本 評価・換算差額等
新株
予約権

少数株主
持分

純資産
合計資本金 資本

剰余金
利益
剰余金 自己株式 株主資本

合計
その他有価証
券評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成��年３月3�日　残高 3,��� �,503 �0�,33� △��,��� ��3,��5 3� �,��� 3,0�� �� �0� ���,���
中間連結会計期間中の変動額
剰余金の配当 △� 3,995 △� 3,995 △� 3,995
中間純利益 15,461 15,461 15,461
自己株式の取得 △� 0 △� 0 △� 0
自己株式の処分 △� 91 166 75 75
持分法適用範囲の変動
（持分法適用会社の減少） 30 30 30

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額） 0 2,545 2,546 32 △� 42 2,536

中間連結会計期間中の変動額合計 − − ��,�05 ��� ��,5�� 0 �,5�5 �,5�� 3� △� �� ��,�0�
平成��年９月30日　残高 3,��� �,503 ��5,��� △��,�55 ��5,03� 33 5,5�� 5,5�5 �� �5 �30,���

期　別

科　目

当中間期
（平成��年�月30日現在）

前中間期
（平成��年�月30日現在）

金　額 金　額
（資産の部）

流動資産 （�3,5��） （��,5�0）

現金及び預金 11,414 21,710

受取手形 9,064 3,071

売掛金 8,496 5,395

たな卸資産 20,309 21,092

繰延税金資産 1,499 2,810

追徴税額未決算勘定 1,998 1,998

その他 11,704 13,671

貸倒引当金 △� 940 △� 1,171

固定資産 （��,��0） （��,�0�）

有形固定資産 （��,��5） （��,���）

建物 3,010 3,197

機械及び装置 1,756 1,839

土地 6,251 6,251

その他 6,726 7,841

無形固定資産 （5��） （�53）

投資その他の資産 （�5,��0） （��,0�0）

投資有価証券 265 114

関係会社株式 63,423 62,266

長期貸付金 185 10,192

破産更生債権等 3,659 3,103

繰延税金資産 − 118

その他 2,449 5,718

貸倒引当金 △� 3,841 △� 3,492

投資損失引当金 △� 200 —

繰延資産 （�） （5�）

資産合計 ���,��� ���,5�0

期　別

科　目

当中間期
（平成��年�月30日現在）

前中間期
（平成��年�月30日現在）

金　額 金　額
（負債の部）

流動負債 （��,���） （3�,�5�）

支払手形 2,719 2,036

買掛金 9,994 1,042

短期借入金 1,000 10,250

1年以内返済予定の長期借入金 796 1,408

1年以内償還予定の社債 2,450 2,700

未払法人税等 59 31

賞与引当金 231 175

訴訟損失引当金 − 1,450

その他 11,645 15,165

固定負債 （�,��3） （��,3��）

社債 4,300 6,750

長期借入金 1,181 10,146

預り保証金 1,956 1,425

繰延税金負債 55 −

負債合計 （3�,3��） （5�,5��）

（純資産の部）

株主資本 （���,300） （��3,��5）

資本金 3,446 3,446

資本剰余金 7,503 7,503

利益剰余金 102,005 104,813

自己株式 △� 1,655 △� 1,837

評価・換算差額等 （3�） （33）

その他有価証券評価差額金 32 33

新株予約権 （��） −

純資産合計 （���,3��） （��3,�5�）

負債純資産合計 ���,��� ���,5�0

連結財務諸表 個別財務諸表

Non-Consolidated Financial StatementsConsolidated Financial Statements

■中間連結キャッシュ・フロー計算書

■中間連結株主資本等変動計算書

■中間貸借対照表
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■大株主の状況

■個人その他 5,613名

■その他法人 94名

■外国法人等 121名

■金融機関 15名

■証券会社 18名

■自己名義株式 1名

95.7％

1.6％

2.1％

0.3％

0.3％

■個人その他 60,227,548株

■その他法人 278,800株

■外国法人等 17,874,961株

■金融機関 1,477,300株

■証券会社 73,386株

■自己名義株式 263,005株

75.2％

0.3％

22.3％

1.8％

0.1％
0.3％

■所有者別株主数分布 ■所有者別株式数分布

（単位：百万円）当中間会計期間（自�平成19年４月１日　至�平成19年９月30日）

（単位：百万円）

期　別

科　目

当中間期
自　平成��年４月１日（至　平成��年９月30日）

前中間期
自　平成��年４月１日（至　平成��年９月30日）

金　額 金　額
売上高 （35,�5�） （�5,3�0）
売上原価 （��,���） （�,�5�）
売上総利益 18,513 7,181

販売費及び一般管理費 （�0,��5） （�,�3�）
営業利益又は営業損失（△） 7,787 △� 1,450

営業外収益 （�5�） （�3�）
営業外費用 （�0�） （3��）
経常利益又は経常損失（△） 8,235 △� 1,590

特別利益 （���） （��0）
特別損失 （555） （�,���）
税引前中間（当期）純利益又は損失（△） （8,324） （△� 2,974）
法人税、住民税及び事業税 17 25
法人税等調整額 △� 103 −
中間（当期）純利益又は損失（△） （8,410） （△� 3,000）

株　主　資　本 評価・換算差額等

新株
予約権

純資産
合計資本金

資本剰余金 利益剰余金
自己
株式

株主
資本
合計

その他
有価証
券評価
差額金

評価・
換算
差額等
合計

資本
準備金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金 利益
剰余金
合計

特別償却
準備金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成��年３月3�日　残高 3,��� �,503 �,503 ��� �3 �05,��� △� �,��� ��,��� △� �,��� �0�,�0� �� �� �� �0�,�50
中間会計期間中の変動額
剰余金の配当 △� 3,995 △� 3,995 △� 3,995 △� 3,995
中間純利益 8,410 8,410 8,410 8,410
自己株式の取得 △� 0 △� 0 △� 0
自己株式の処分 △� 91 △� 91 166 75 75
特別償却準備金の取崩 △� 6 6 − − −
別途積立金の取崩 △�15,921 15,921 − − −
株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額（純額） 3 3 32 36

中間会計期間中の変動額合計 − − − − △� � △��5,��� �0,�5� �,3�� ��� �,��0 3 3 3� �,5��
平成��年９月30日　残高 3,��� �,503 �,503 ��� � �0,000 ��,�3� �0�,005 △� �,�55 ���,300 3� 3� �� ���,3��

株主名 持株数 議決権比率

岡 田 和 生 25,350,000 31.7％

岡 田 知 裕 23,665,600 29.6％

ゴールドマン・サックス・アンド・
カンパニーレギュラーアカウント 7,366,300 9.2％

岡 田 裕 実 5,325,000 6.7％

横 　 塚 　 ヒ ロ 子 2,395,000 3.0％

ゴールドマン・サックス・
イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル 1,640,150 2.1％

ザ　チェース　マンハッタン　バンク　エヌエイ
ロンドン　スペシャル　アカウント　ナンバー　ワン 970,300 1.2％

発行可能株式総数 3��,��0千株

発行済株式の総数 �0,��5千株

株主数 5,���名

■株式の状況

個別財務諸表

Non-Consolidated Financial Statements

■中間損益計算書

■中間株主資本等変動計算書

株式情報（平成19年9月30日現在）

Stock Information
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商 号
本 社
創 業
設 立
資 本 金
従業員数
役 員

アルゼ株式会社（英訳名　ARUZE�CORP.）
〒135-0063�東京都江東区有明３丁目１番地25
昭和44年
昭和48年
34億4,685万円
941名（単体）
（平成20年1月18日現在）

本社

四街道工場

■国内
アルゼ（株） 東京都江東区有明３-１-25�有明フロンティアビル
四街道工場 千葉県四街道市鷹の台１-１
小 山 工 場 栃木県小山市荒井561
アルゼマーケティングジャパン（株）
本 社 東京都江東区有明３-１-25�有明フロンティアビル
札 幌 支 店 北海道札幌市中央区南３条西６-３-２
青 森 支 店 青森県青森市長島１-３-21
盛 岡 支 店 岩手県盛岡市盛岡駅前通15-20
仙 台 支 店 宮城県仙台市宮城野区原町３-７-３
郡 山 支 店 福島県郡山市中町15-９
北関東支店 栃木県宇都宮市東宿郷４-２-24
水 戸 支 店 茨城県水戸市城南２-９-12
新 潟 支 店 新潟県新潟市中央区笹口２-７-21
長 野 支 店 長野県長野市安茂里小市１-13-55
埼 玉 支 店 埼玉県さいたま市大宮区宮町２-35-２
東 京 支 店 東京都江東区有明３-１-25
千 葉 支 店 千葉県千葉市美浜区中瀬２-６
神奈川支店 神奈川県横浜市中区桜木町１-１-８
静 岡 支 店 静岡県静岡市駿河区宮竹２-15-10
名古屋支店 愛知県名古屋市東区東桜１-４-３
金 沢 支 店 石川県金沢市駅西新町１-39-８
京 都 支 店 京都府京都市下京区新町通五条下ル蛭子町107-３
大 阪 支 店 大阪府大阪市西区南堀江１-１-14
神 戸 支 店 兵庫県神戸市中央区雲井通４-２-２
岡 山 支 店 岡山県岡山市辰巳38-102
広 島 支 店 広島県広島市南区稲荷町５-18
四 国 支 店 愛媛県松山市三番町４-４-９
福 岡 支 店 福岡県福岡市博多区博多駅南２-１-５
熊 本 支 店 熊本県熊本市中央街３-８
大 分 支 店 大分県大分市中央町２-８-10
鹿児島支店 鹿児島県鹿児島市大黒町１-３

会社の概要（平成19年9月30日現在）

Corporate Profile

事業内容

事 業 所

パチスロ機・パチンコ機・各種アミューズメント
機器・海外カジノ機器の企画・開発・製造・販売
及び、ウィン・リゾーツ社を通じ、世界最大級の
カジノホテル運営への共同事業者としての参画
本社� 工場（２ヶ所）

代表取締役社長� 余　語　邦　彦
取締役会長� 岡　田　和　生
取締役� 德　田　　　一
取締役� 堀　　　義　人
取締役� 澤　田　宏　之
常勤監査役� 福　永　明　俊
監査役� 田　村　達　美
監査役� 渕　上　正　隆
監査役� 須　藤　　　實
執行役員� 關　　　宏　毅
執行役員� 庄　子　善　行
執行役員� 八重樫　信　夫

アルゼグループ事業所一覧（平成19年10月1日現在）

Network

本社 事業所

（株）あおぞら銀行、（株）三井住友銀行、（株）三菱東京UFJ銀行（50音順）主な取引銀行

（株）セタ� 日本アミューズメント放送（株）
アルゼマーケティングジャパン（株）� （株）ピートゥピーエー
アルゼレンタルサービス（株）� （株）フォレストエンターテイメント
（株）セブンワークス� （株）特許情報開発
アルゼグローバルトレーディング（株）� Aruze�USA,�INC.
（株）メーシー販売� Aruze�Gaming�America,�Inc.
（株）エレコ� Aruze�Gaming�Africa�(Pty)�Ltd
（株）ミズホ� Aruze�Gaming�Australia�Pty�Ltd
アルゼメディアネット（株）

主要な子会社 （平成19年10月11日現在）

■国内 ■海外

アルゼレンタルサービス（株） 東京都江東区有明３-１-25�有明フロンティアビル
（株）セブンワークス 東京都江東区有明３-１-25�有明フロンティアビル
アルゼグローバルトレーディング（株） 東京都江東区有明３-１-25�有明フロンティアビル
（株）メーシー販売 東京都江東区有明３-１-25�有明フロンティアビル
（株）エレコ 東京都江東区有明３-１-25�有明フロンティアビル
（株）ミズホ 東京都江東区有明３-１-25�有明フロンティアビル
（株）セタ 東京都江東区有明３-１-25�有明フロンティアビル
アルゼメディアネット（株） 東京都江東区有明３-１-25�有明フロンティアビル
日本アミューズメント放送（株） 東京都江東区有明３-１-25�有明フロンティアビル
（株）ピートゥピーエー 東京都江東区有明３-１-25�有明フロンティアビル
（株）フォレストエンターテイメント 東京都江東区有明３-１-25�有明フロンティアビル
（株）特許情報開発 東京都江東区有明３-１-25�有明フロンティアビル

■海外
Aruze�USA,�Inc.
745�Grier�Drive,�Las�Vegas,�Nevada�89119,�U.S.A.

Aruze�Gaming�America,�Inc.
745�Grier�Drive,�Las�Vegas,�Nevada�89119,�U.S.A.

Aruze�Gaming�Africa�(Pty)�Ltd
Unit�１-３,�Kyalami�Village,�57�Forssman�Close,�Barbeque�Downs�Ext.�1,�Kyalami,�
South�Africa
Aruze�Gaming�Australia�Pty�Ltd
23-27�Bourke�Road,�Alexandria,�N.S.W.�2015,�Australia

北京アルゼ科技開発有限公司
中国北京市経済技術開発区中和街14号

※当社は、平成19年10月１日をもって事業持株会社となりました。
　それに伴い、従来の営業所、出張所はアルゼマーケティングジャパン（株）の支店となっております。


