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1H FY3/13 FY 3/13 1H FY3/14

Gross pay-ins 貸玉収入 467,263 929,158 470,532

Traditional halls 既存店舗 364,457 716,842 343,925

　YoY -2% -6%

Yuttari kan ゆったり館 80,575 168,243 107,249

　YoY 26% 33%

Shinrai no mori 信頼の森 22,231 44,073 19,358

　YoY 9% -13%

Total revenue 総売上高 85,089 173,211 85,757

Traditional halls 既存店舗 53,823 107,307 51,597

　YoY -3% -4%

Yuttari kan ゆったり館 22,433 45,439 25,890

　YoY 6% 15%

Shinrai no mori 信頼の森 5,804 11,215 4,672

　YoY 0% -20%

Others その他 3,029 9,250 3,598

　FX　うち為替 -230 2,959 484

Profit from operations 営業利益 15,521 34,289 15,888

Traditional halls 既存店舗 12,113 25,838 11,017

　YoY 16% -9%

Yuttari kan ゆったり館 3,158 4,593 2,746

　YoY -7% -13%

Shinrai no mori 信頼の森 218 -374 240

　YoY - 10%

Others その他 32 4,232 1,885

Source: Company data

Summary of 1H 3/14 Results

14.3期上期決算の概要

 

14.3期上期決算概況と直近の株価の動きについて 

福永大悟, Analyst 

●14.3期上期決算の概況 

 2Qは 1Qに比べやや改善したものの、従来型の 4円パチ

ンコ主体である既存ダイナム店が苦戦し、1円パチンコ主

体のゆったり館は好調、というトレンドは変わらず。全

体としては前年同期比増収であるが、これは店舗数が 7

店舗増えていることが大きく、4円の落ち込みを 1円の伸

びで十分カバーできていない。当社の店舗網は地方のロ

ードサイドが中心である。地方経済は依然として厳しく、

当社の客層の所得水準も決して高くはない。現時点では

景気回復の恩恵を受けているとは言い難い状況である。 

 

 利益面では、コストの抑制が効いていること、為替差

益や上場関連費用が消えたことでなどで全体としては横

這いであった。しかし、店舗ごとの営業利益を見ると既

存ダイナム店舗、ゆったり館ともに 10％前後の減益であ

り、実力ベースではこちらのほうが実態に近い。 

 ダイナム既存店舗については、売上高(＝店舗粗利)が

22億円減少していることを考えると 11億円の営業減益

で済んだのはむしろ健闘したと捉えてよいだろう。主因

は人件費と広告費を削減できたこと。人件費はマースエ

ンジニアリングのパーソナル PCシステム(各台計数シス

テム)の導入店舗を増やしたこと、広告費については、射

幸心をあおることのないよう配慮する、という業界の流れもあり、自主的に抑制したことが効いた模様である。店舗のテコ入れ策

として機械費用(新台導入費用)を大幅に増やした負担をカバーできた。一方でゆったり館については、当社が今後の成長の柱とし

て位置付ける業態であるため、新店舗(13.3期末に 6店舗オープン)を中心に店舗粗利を落として集客に注力し、機械費用などコス

トも先行的に投じていた。増収ながら減益となっているのはこのためである。 

 

 

●14.3～15.3期業績見通し 

 パチンコ事業について、やはり注視すべきは新規出店の動向である。端的に言えば遅れている。会社側は上場時から年間 40店舗

ペースでの出店を目指しており、14.3期も当初はそれに近い水準での出店をイメージしていたと見られる。ARJではそれよりやや

保守的に 30店舗レベルの出店を想定していた。しかし現状では 14.3期中の出店は 13店舗程度に留まる見通し。当社の場合、郊外

の農地等を開発する形での出店となるため、他社と取り合いになるようなケースはまずないが、地権者との交渉により時間を要し
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ている模様である。決してポジティブな話ではないが、下期の出店費用や新店舗の赤字といった負担が軽減される見通しであるた

め、ARJの利益予想を上方修正した。なお、既存ホールの貸玉収入や売上(＝店舗粗利)については、まだ力強さは期待できないも

のの、景気回復が徐々に浸透する形で緩やかに回復していくと見ている。それでも 13.3期から営業減益を見込んでいるのは、同レ

ベルの為替差益は期待できないためである。ただしこれはテクニカルな要因であるため、とくに懸念する必要はない。 

 配当については下期も上期と同様の 7円と想定し、通期では 14円と増配を予想する。 

  

 なお、15.3期については、ARJでは 30店舗レベルの出店を想定している。これも会社側のイメージよりは保守的に見ているが、

14.3期末にオープンした新店舗の赤字負担、新規出店コストの増加、為替差益の剥落により営業減益を予想する。これは見栄えは

悪いが、出店数が増やせれば 16.3期以降の成長が加速する形となるため、むしろポジティブに捉えるべき、というのが ARJのスタ

ンスである。本業についてはやはり新規出店の動向に注目していきたい。 

 

 

●マカオレジェンドと当社のカジノ事業、直近の株価動向について 

 当社については、ARJとしてはもともと安定的なキャッシュフローと強固な財務体質、高い株主還元に注目しバリュー株として

推奨した銘柄であったが、ここ数カ月、その株価はカジノ関連のニュースで大きく動くようになった。当社とカジノビジネスとの

関わりは以下の通り。 

①マカオの新興カジノ企業であるマカオレジェンドに出資 

②日本のカジノ解禁の際にはマカオのカジノ企業と組んでカジノ運営に参入したい意向を強く表明 

  

 すでに紹介したように、マカオレジェンド(澳門励駿創建、HK01680)はマカオの新興カジノ企業であり、2013年 7月に香港市場

に上場した。当社は上場直前に唯一のコーナーストーン投資家(公募に先立ち、戦略的に一定の株式数を引き受ける投資家)として

当社に出資、現状で 2％弱を出資している(約 35億円)。マカオレジェンドの株価は上場してしばらくは低調だったが、秋頃から急

騰した。マカオ政府が 2015年にカジノのライセンスを新たに交付するとの観測が浮上し、マカオレジェンドがその有力候補と見な

されたことがある影響したと見られる。マカオレジェンド株の急騰により、当社の含み益は一時は 100億円以上に膨れ上がった。 

 

 そしてほぼ同時期に東京でのオリンピック開催が決定し、カジノ解禁がいよいよ現実味を帯びてきた。当社はこれまでは日本で

のカジノ事業のポテンシャルには慎重な見方をしていたが、上期決算発表の際には一転して強い意欲を表明した。これが改めて株

式市場の注目を集め、当社の株価も急騰した。 

*As of 1/7/2014 ( Millions of yen , yoy : %)

Year SALES yoy OP yoy RP yoy NI yoy **EPS yoy **DPS

13/3 A 163,961 -3.3% 34,289 12.0% 33,436 17.4% 20,925 29.2% 28.2 29.2% 13.0

14/3 CE - - - - - - - - - - -

14/3 ARJE (OLD) 166,000 1.2% 29,300 -14.5% 28,500 -14.8% 17,800 -14.9% 24.0 -14.8% 13.0

14/3 ARJE 165,300 0.8% 32,900 -4.1% 32,100 -4.0% 20,100 -3.9% 27.1 -3.9% 14.0

15/3 ARJE (OLD) 178,000 7.2% 30,700 4.8% 29,900 4.9% 18,700 5.1% 25.2 5.0% 13.0

15/3 ARJE 170,100 2.9% 31,500 -4.3% 30,700 -4.4% 19,200 -4.5% 25.8 -4.5% 14.0

**Based on number of shares of 742,850,360 Source： Company data and ARJ
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 当社のカジノ関連ビジネスがどの程度の収益貢献をもたらすかを業績予想に織り込むことはできない。現時点では、マカオレジ

ェンド株を売却すれば相応の含み益が実現する、ということ以外で計算できる要素はない。その意味で現状の株価はやや期待先行

の感は否めない。 

 

 ただし、株価バリュエーションで見ると予想 PER15倍、実績 PBRは 2倍超。これは例えばセガサミーホールディングス(6460)と

ほぼ同水準である。予想配当利回りについては一時のような 7％超といった高水準は期待できないが、現状でもなお 3.4％レベルと

一般的な日本株より遥かに高水準である。こうした点を考えると現状の株価水準に過熱感がある訳でもなく、ようやく類似企業並

みに評価されるようになった、とも言える。日本の株式市場でカジノ関連銘柄が今後も注目を集める可能性は高いため、押し目買

いを狙いたい、ということで投資判断はロング継続とする。 

 



アナリストによる証明 

 

本レポート表紙に記載されたアナリストは、本レポートで述べられている内容が、分析対

象銘柄の発行企業及びその証券に関するアナリスト個人の見解を正確に反映したものであ

ることをここに証明いたします。また、当該アナリストは、過去・現在・将来にわたり、

本レポート内で特定の判断もしくは見解を表明する見返りとして、直接又は間接的に報酬

を一切受領しておらず、受領する予定もないことをここに証明いたします。 

 

利益相反に関する開示事項 

 

株式会社アドバンストリサーチジャパン（以下「ARJ」）は、契約に基づき、アナリスト・

レポートの提供を継続的に行うことに対する対価を契約先証券会社より包括的に得ており

ますが、本レポートに対して個別に対価を得ているものではありません。レポート対象企

業の選定は ARJ が独自の判断に基づき行っているものであり、契約先証券会社を含む第三

者からの指定は一切受けておりません。 

担当アナリスト並びに ARJ と本レポートの対象会社との間には、重大な利益相反の関係は

ありません。 

 

免責事項 

 

当社の発行するレポート等はお客様への情報提供のみを目的としています。これらレポー

ト等は信頼できると思われる現在の公開情報に基づいて作成されていますが、当社はその

正確性、完全性に関する責任を負いません。当社はレポート等の情報を合理的な範囲で更

新していますが、変則的な間隔を置いて発行しているため、最新の情報と乖離している場

合があります。 

 

当社の発行するレポート等は、有価証券の売却もしくは購入を勧めるものではありません。

また、これらレポート等は、特定の投資目的、財務状況、もしくは要望を考慮したもので

もありません。配信される情報や分析、報道に関しては綿密な取材、調査に基づいたもの

であるものの、その正確性、信頼性、迅速性を当社が保証するものではありません。誤字、

脱字などによる単純な表記ミスなどの理由による場合も含め、何らかの理由により誤りで

ある可能性もあります。当社及び当社の発行するレポートを提供する如何なる関係者も、

視聴者及び利用者の有価証券及び金融商品の売買により生じた如何なる損失、費用の責任

を負わず、損害賠償に応じません。十分ご注意いただくようお願いいたします。 

レーティングシステム 

 

個別銘柄に対する株価判断（レーティング）の定義 

 

新規 Long：  新規に買いを推奨 

新規 Short:  新規に売りを推奨 

継続 Long： 新規の買いで推奨中、継続して買いを推奨 

継続 Short： 新規の売りで推奨中、継続して売りを推奨 

ポジション・クローズ（Long/Short）： 

買いの推奨、又は、売りの推奨に対する反対売買の推奨   

印象ポジティブ：  

印象はポジティブだが、直ちに買いの推奨をするものではない 

印象ネガティブ： 

印象はネガティブだが、直ちに売りの推奨をするものではない 

投資判断見送り：  

レポート発行時点においては、買い、又は、売りの推奨をしない  

 

 

目標株価が記載されている場合、対象レポートの種類により、下記の投資対象期間を想定

し、目標株価を設定しています。 

 

Research Report： ６～１２カ月 

Sales Note：  ６カ月以内 

ARJ Daily：  ６ヶ月以内 

 

尚、相場環境の変化、及び対象事業会社の動向を考慮し、株価の変動要素となりうる事象

が上記投資対象期間に含まれないと思われる場合には、別途、レポート本文中に、その旨

を明記する。  
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ると思われる現在の公開情報に基づいて作成されていますが、当社はその正確性、完全性に関する責任を
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ものの、その正確性、信頼性、迅速性を当社が保証するものではありません。誤字、脱字などによる単純

な表記ミスなどの理由による場合も含め、何らかの理由により誤りである可能性もあります。当社及び当

社の発行するレポートを提供する如何なる関係者も、視聴者及び利用者の有価証券及び金融商品の売買に
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本レポートの作成者は本レポートの対象会社と重大な利益相反の関係にはありません。 
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This report is for information purpose only and is based on current public information that we consider 

reliable, but we do not represent it is accurate or complete, and it should not be relied on as such. 

Although we seek to update our research as appropriate, the contents may be different from the most 

recent fact as the report is published at irregular intervals as appropriate.  

 

This research is not an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any security in any jurisdiction 

where such an offer or solicitation would be illegal. It does not constitute a personal recommendation or 

take into account the particular investment objectives, financial situations, or needs of individual clients. 

The price and value of investments referred to in this research and the income from them may fluctuate. 

Past performance is not a guide to future performance, future returns are not guaranteed, and a loss of 

original capital may occur.  

 

The author of this report is not in relation of serious conflict of interest with the reported company. 

 

Issuer:  

Advanced Research Japan Co., Ltd.   
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U.K. and European Economic Area (EEA): Unless specified to the contrary, issued and approved for 

distribution in the U.K. and the EEA by ARJ (Europe) Limited. Investment research issued by ARJ 

(Europe) Limited has been prepared in accordance with ARJ (Europe) Limited’s policies for managing 

conflicts of interest arising as a result of publication and distribution of investment research. This report 

has been issued in the U.K. only to persons of a kind described in Article 19 (5), 38, 47 and 49 of the 

Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (all such persons being 

referred to as "relevant persons"). This document must not be acted on or relied on by persons who are 

not relevant persons. Any investment or investment activity to which this document relates is only 

available to relevant persons and will be engaged in only with relevant persons. In other EEA countries, 

the report has been issued to persons regarded as professional investors (or equivalent) in their home 

jurisdiction.  
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アナリストによる証明 

 

本レポート表紙に記載されたアナリストは、本レポートで述べられている内容が、分析対

象銘柄の発行企業及びその証券に関するアナリスト個人の見解を正確に反映したものであ

ることをここに証明いたします。また、当該アナリストは、過去・現在・将来にわたり、

本レポート内で特定の判断もしくは見解を表明する見返りとして、直接又は間接的に報酬

を一切受領しておらず、受領する予定もないことをここに証明いたします。 

 

利益相反に関する開示事項 

 

株式会社アドバンストリサーチジャパン（以下「ARJ」）は、契約に基づき、アナリスト・

レポートの提供を継続的に行うことに対する対価を契約先証券会社より包括的に得ており

ますが、本レポートに対して個別に対価を得ているものではありません。レポート対象企

業の選定は ARJが独自の判断に基づき行っているものであり、契約先証券会社を含む第三

者からの指定は一切受けておりません。 

担当アナリスト並びに ARJと本レポートの対象会社との間には、重大な利益相反の関係は

ありません。 

 

免責事項 

 

当社の発行するレポート等はお客様への情報提供のみを目的としています。これらレポー

ト等は信頼できると思われる現在の公開情報に基づいて作成されていますが、当社はその

正確性、完全性に関する責任を負いません。当社はレポート等の情報を合理的な範囲で更

新していますが、変則的な間隔を置いて発行しているため、最新の情報と乖離している場

合があります。 

 

当社の発行するレポート等は、有価証券の売却もしくは購入を勧めるものではありません。

また、これらレポート等は、特定の投資目的、財務状況、もしくは要望を考慮したもので

もありません。配信される情報や分析、報道に関しては綿密な取材、調査に基づいたもの

であるものの、その正確性、信頼性、迅速性を当社が保証するものではありません。誤字、

脱字などによる単純な表記ミスなどの理由による場合も含め、何らかの理由により誤りで

ある可能性もあります。当社及び当社の発行するレポートを提供する如何なる関係者も、

視聴者及び利用者の有価証券及び金融商品の売買により生じた如何なる損失、費用の責任

を負わず、損害賠償に応じません。十分ご注意いただくようお願いいたします。 

レーティングシステム 

 

個別銘柄に対する株価判断（レーティング）の定義 

 

新規 Long：  新規に買いを推奨 

新規 Short:  新規に売りを推奨 

継続 Long： 新規の買いで推奨中、継続して買いを推奨 

継続 Short： 新規の売りで推奨中、継続して売りを推奨 

ポジション・クローズ（Long/Short）： 

買いの推奨、又は、売りの推奨に対する反対売買の推奨   

印象ポジティブ：  

印象はポジティブだが、直ちに買いの推奨をするものではない 

印象ネガティブ： 

印象はネガティブだが、直ちに売りの推奨をするものではない 

投資判断見送り：  

レポート発行時点においては、買い、又は、売りの推奨をしない  

 

 

目標株価が記載されている場合、対象レポートの種類により、下記の投資対象期間を想定

し、目標株価を設定しています。 

 

Research Report： ６～１２カ月 

Sales Note：  ６カ月以内 

ARJ Daily：  ６ヶ月以内 

 

尚、相場環境の変化、及び対象事業会社の動向を考慮し、株価の変動要素となりうる事象

が上記投資対象期間に含まれないと思われる場合には、別途、レポート本文中に、その旨

を明記する。  
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ることをここに証明いたします。また、当該アナリストは、過去・現在・将来にわたり、

本レポート内で特定の判断もしくは見解を表明する見返りとして、直接又は間接的に報酬

を一切受領しておらず、受領する予定もないことをここに証明いたします。 
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ますが、本レポートに対して個別に対価を得ているものではありません。レポート対象企

業の選定は ARJが独自の判断に基づき行っているものであり、契約先証券会社を含む第三

者からの指定は一切受けておりません。 

担当アナリスト並びに ARJと本レポートの対象会社との間には、重大な利益相反の関係は

ありません。 
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ト等は信頼できると思われる現在の公開情報に基づいて作成されていますが、当社はその

正確性、完全性に関する責任を負いません。当社はレポート等の情報を合理的な範囲で更
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印象はネガティブだが、直ちに売りの推奨をするものではない 

投資判断見送り：  

レポート発行時点においては、買い、又は、売りの推奨をしない  
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尚、相場環境の変化、及び対象事業会社の動向を考慮し、株価の変動要素となりうる事象

が上記投資対象期間に含まれないと思われる場合には、別途、レポート本文中に、その旨

を明記する。  

 

発行人: 103-0013 東京都中央区日本橋人形町 3-7-10 DOLL-3 8F  

株式会社アドバンストリサーチジャパン 

当社の発行するレポート等はお客様への情報提供のみを目的としています。これらレポート等は信頼でき

ると思われる現在の公開情報に基づいて作成されていますが、当社はその正確性、完全性に関する責任を

負いません。当社はレポート等の情報を合理的な範囲で更新していますが、変則的な間隔を置いて発行し

ているため、最新の情報と乖離している場合があります。 

 

当社の発行するレポート等は、有価証券の売却もしくは購入を勧めるものではありません。また、これら

レポート等は、機関投資家向けに発行されるもので、特定の投資目的、財務状況、もしくは要望を考慮し

たものでもありません。配信される情報や分析、報道に関しては綿密な取材、調査に基づいたものである

ものの、その正確性、信頼性、迅速性を当社が保証するものではありません。誤字、脱字などによる単純

な表記ミスなどの理由による場合も含め、何らかの理由により誤りである可能性もあります。当社及び当

社の発行するレポートを提供する如何なる関係者も、視聴者及び利用者の有価証券及び金融商品の売買に

より生じた如何なる損失、費用の責任を負わず、損害賠償に応じません。十分ご注意いただくようお願い

いたします。 

 

本レポートの作成者は本レポートの対象会社と重大な利益相反の関係にはありません。 

 

発行人: 103-0013 東京都中央区日本橋人形町 3-7-10 DOLL-3 8F  

株式会社アドバンストリサーチジャパン 

 

This report is for information purpose only and is based on current public information that we consider 

reliable, but we do not represent it is accurate or complete, and it should not be relied on as such. 

Although we seek to update our research as appropriate, the contents may be different from the most 

recent fact as the report is published at irregular intervals as appropriate.  

 

This research is not an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any security in any jurisdiction 

where such an offer or solicitation would be illegal. It does not constitute a personal recommendation or 

take into account the particular investment objectives, financial situations, or needs of individual clients. 

The price and value of investments referred to in this research and the income from them may fluctuate. 

Past performance is not a guide to future performance, future returns are not guaranteed, and a loss of 

original capital may occur.  

 

The author of this report is not in relation of serious conflict of interest with the reported company. 

 

Issuer:  

Advanced Research Japan Co., Ltd.   

8F DOLL-3 3-7-10 Nihonbashi Ningyo-cho Chuo-ku Tokyo Japan 103-0013  

 

U.K. and European Economic Area (EEA): Unless specified to the contrary, issued and approved for 

distribution in the U.K. and the EEA by ARJ (Europe) Limited. Investment research issued by ARJ 

(Europe) Limited has been prepared in accordance with ARJ (Europe) Limited’s policies for managing 

conflicts of interest arising as a result of publication and distribution of investment research. This report 

has been issued in the U.K. only to persons of a kind described in Article 19 (5), 38, 47 and 49 of the 

Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (all such persons being 

referred to as "relevant persons"). This document must not be acted on or relied on by persons who are 

not relevant persons. Any investment or investment activity to which this document relates is only 

available to relevant persons and will be engaged in only with relevant persons. In other EEA countries, 

the report has been issued to persons regarded as professional investors (or equivalent) in their home 

jurisdiction.  




