
〒135-0063　東京都江東区有明３丁目１番地25
TEL. 03-5530-3055（代表） IR関連のお問い合せは　ir@aruze.com

当社では、株主の皆様の声をお聞かせいただくため、アンケートを実施
いたします。お手数ではございますが、ご協力をお願いいたします。

下記ＵＲＬにアクセスいただき、アクセスコード入力後に
表示されるアンケートサイトにてご回答ください。
所要時間は 5 分程度です。

ご回答いただいた方の中から抽選で薄謝（図書カード500円）を進呈させていただきます

株主の皆様の声をお聞かせください

kabu@wjm.jpへ空メールを送信してください。（タイトル、本文は無記入）
アンケート回答用のURLが直ちに自動返信されます。

http://www.e-kabunushi .com
アクセスコード　6425

Yahoo!、MSN、exciteのサイト内にある検索窓に、
い い か ぶ と4文字入れて検索してください。いいかぶ 検索検索

ＱＲコード読み取り機能のついた携帯電話をお使いの方は、
右のＱＲコードからもアクセスできます。

携帯電話からも
アクセスできます

空メールにより
URL自動返信

●アンケートのお問い合わせ 「e-株主リサーチ事務局」 
　TEL： 03-5777-3900（平日 10：00～17：30）　MAIL： info@e-kabunushi.com

●アンケート実施期間は、本書がお手元に到着してから約2ヶ月間です。

※本アンケートは、株式会社エーツーメディアの提供する「e-株主リサーチ」サービスにより実施いたします。
　（株式会社エーツーメディアについての詳細　http://www.a2media.co.jp）
※ご回答内容は統計資料としてのみ使用させていただき、事前の承諾なしにこれ以外の目的に使用することはありません。

アルゼホームページでは、株主・投資家の皆様向けのコンテ
ンツをご用意しております。
IR情報として、会社案内をはじめ、プレスリリース、新製品紹介、
決算資料等の会社財務情報を公開しております。今後もより
正確で鮮度の高い情報を提供してまいります。

株主メモ
事 業 年 度

定時株主総会

基 準 日

株主名簿管理人および
特別口座の口座管理機関

株主名簿管理人
事務取扱場所

郵便物送付先〔お問い合わせ先〕

【株式に関するお届出先およびご照会先について】
　証券会社に口座を開設されている株主様は、住所変更等のお届出およびご照会は、口座の
ある証券会社宛にお願いいたします。
　株券電子化前に「ほふり」（株式会社証券保管振替機構）を利用されていない株主様には、
株主名簿管理人である上記の住友信託銀行株式会社に口座（特別口座）を開設いたしました。
特別口座についてのご照会および住所変更等のお届出は、上記の電話照会先にお願いいた
します。

公 告 方 法

上場証券取引所

■毎年４月１日から翌年３月31日まで

■毎年６月開催

■定時株主総会　毎年３月31日
■期末配当金　　毎年３月31日
■中間配当金　　毎年９月30日
　（ そのほか必要があるときは、あらかじめ公告い
たします。）

■大阪市中央区北浜四丁目５番33号
　住友信託銀行株式会社

■東京都中央区八重洲二丁目３番１号
　住友信託銀行株式会社　証券代行部

■〒183-8701　東京都府中市日鋼町１番10
　住友信託銀行株式会社　証券代行部
　（電話照会先）80120-176-417
　（ホームページアドレス）
　http://www.sumitomotrust.co.jp/STA/
　retail/service/daiko/index.html

■電子公告により行います。
　 （ 事故その他やむを得ない事由によって電子公告
による公告をすることができない場合は、日本
経済新聞に掲載して行うものとします。）

■ジャスダック証券取引所

＜日本語版＞ ＜英語版＞

ホームページのご案内

http://www.aruze.com/
［ｉモードサイト］　http://www.aruze.com/i/
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したものの、たな卸資産の評価損4,728百万円を含む特別損失5,655
百万円を計上したため、当期純損失は14,808百万円となりました。
　なお、事業セグメント別の業績は以下の通りであります。各業績数値
は、セグメント間売上高または振替高及び配賦不能営業費用を調整前
の金額で記載しております。

❶国内パチスロ・パチンコ事業
　国内パチスロ・パチンコ事業におけるパチスロ機の市場環境は、5
号機へ完全移行した後も安定することはなく、ユーザー離れが続いて
おります。また、昨年来の金融危機に端を発する資金調達の困難も重
なり、店舗の閉鎖・企業の倒産が多発いたしました。当連結会計年度に
おける市場全体のパチスロ機の新台導入数は約81万台（前年度比：
約45.9％）※1と大きく減少しております。
　このような状況下において、上半期は当初計画の97千台に対し、
34.6千台の販売実績にとどまりました。下半期は支店数、人員配置の
見直しなど基本的な営業体制の再構築だけでなく、機械の企画・開発
における市場情報不足を打破すべく、営業担当者による情報収集を徹
底する体制を構築。さらに、この情報をもとに企画・開発した機械はロ
ケテストを実施し、機械評価をより明確にした上で市場提供する体制
へと移行しつつあります。
　このような改善策を打ち出したものの、国内事業の強化は依然進行
中であったことから、当連結会計年度における当社のパチスロ機の新
台導入は10タイトル58千台の実績となりました。
　以上の結果、当連結会計年度における国内パチスロ・パチンコ事
業の売上高は、16,459百万円（前年同期比75.1％減）、営業損失は
3,381百万円（前年同期　営業利益25,728百万円）となりました。

　※1当社グループ調べ

❷海外カジノ向けゲーミング機器・ゲーム機器事業
　海外カジノ向けゲーミング機器事業につきましては、金融危機に起
因する世界的な経済停滞の中で、競合他社が軒並み25～40％の値引
きを実施するなか、依然として厳しい競争環境が続いております。
　そのため、当連結会計年度における海外カジノ向けゲーミング機器・
ゲーム機器事業の売上高は2,111百万円（前年同期比52.5％減）、営業
損失は1,759百万円（前年同期　営業損失1,470百万円）となりました。
　なお、Aruze Gaming America, Inc.の株式を当社の取締役会長
である岡田和生氏に譲渡したことにより、今後は当社の財政的な負担

　株主の皆様におかれまして
は、ますますご清栄のこととお慶
び申し上げます。また、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21年3月31日を
もちまして、第36期（平成20年
4月1日から平成21年3月31日
まで）を終了いたしました。ここ
に「株主通信 －第36期のご報
告－」をお届けし、株主の皆様
に第36期通期の概況および第
37期の展望をご説明申し上げ
ます。

１．第36期通期の概況

　当連結会計年度におけるわが国の経済は、前半の原油価格の高騰
や、一部の米国大手証券会社の経営破綻に代表される世界的な金融
不安による株価の暴落などにより、不安定な状況となっております。
　パチスロ機をとりまく環境は、4号機から5号機へ移行したことによ
る射幸性の抑制に伴い、ユーザー離れが続き、ホール店舗の購買意欲
の減少を招きました。また、依然収束しない金融危機の影響による国
内景気の低迷に伴い、ホール店舗数も減少しております。
　このように、パチスロ機に関しては厳しい環境となり、当連結会計年
度におけるパチスロ機の販売及び設置台数は18千台、ソフト交換サー
ビスは40千台となりました。
　そのため、当連結会計年度における売上高は19,993百万円（前年
同期比72.3％減）となり、営業損失は11,605百万円となっておりま
す。また、当社グループの持分法適用関連会社であるウィン・リゾーツ社
（NASDAQ：WYNN）の通期の純利益が210,206千US＄となっている
ことから、持分法投資利益として、2,092百万円を計上しており、第3四半
期より、フィリピンのカジノプロジェクトに関する子会社3社を連結対象と
したことなどにより、為替差損4,066百万円を計上しております。よって、
経常損失は13,224百万円となっております。また、ウィン・リゾーツ社が
増資を行ったことなどにより、持分変動利益として4,769百万円を計上

株主の皆様へ

Top Message

代表執行役社長

徳田　一

アルゼの活動のすべては、皆様に「楽しい！」と感じていただくためにあります。
良質な製品・サービスのみならず、企業活動全般を通じて、
関係するすべての皆様に「楽しい！」をお届けしたいと願っています。

ブランド・スローガン

株主の皆様へ

財務ハイライト

News&Topics

連結財務諸表

個別財務諸表

株式情報

INFORMATION

会社の概要

アルゼグループ事業所一覧
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第36期
（平成21年3月期）

は軽減されます。また、Aruze Gaming America, Inc.株式の譲渡価
額につきましては、Aruze Gaming America, Inc.の平成20年12月
期の決算数値を基準として算定した結果、譲渡株式数1,079株に対
し、譲渡価額2,321百万円となりました。

❸その他の事業
　アルゼグループにおけるメディア事業を担うアルゼメディアネット株
式会社は、運営する各種携帯サイトの運営効率を上げ、設立以来の黒
字を維持しました。そのなかで主要を占める「アルゼ王国」では、実機
販売および実機稼動との連動をさらに進化させ、かつユーザーへ新し
い遊びの提供を行うリニューアルを実施しました。
　アルゼグループにおけるもうひとつのメディア事業と位置付ける日
本アミューズメント放送株式会社では、スカイパーフェクTV！の専門
チャンネル「パチテレ！」が、ファンのニーズに応えるものとして引き続
き確かな支持を得ております。厳しい経済環境の中、管理費等のコスト
削減を行うことで、3期連続の黒字を達成いたしました。
　以上の結果、当連結会計年度におけるその他の事業の売上高は
1,914百万円（前年同期比11.6％減）、営業利益は248百万円（前年
同期比34.8％減）となりました。

２．第37期通期の見通し

❶国内パチスロ・パチンコ事業
　会社創業40周年を迎える今期は、営業の情報収集をもとに人気の
基軸を反映した機械、市場のニーズにマッチした機械の投入で、市場
シェア回復を目指します。
　現在販売を行っている『緑ドン』に関してはすでに30千台に迫る受注状
況であり、市場でも高評価を得ております。当社の看板キャラクターである
「ドンちゃん」は生誕から10年を過ぎ、次の10年へのスタートを切りました。
　今期はこのドンちゃんシリーズを中心に、パチスロ機、通期180千台
の市場導入を計画しております。
　また、パチンコ機につきましては、新規性があり市場競争力のある製
品の投入を図り、50千台の導入を計画しております。
　なお、国内事業の強化及び販売体制の見直し等の施策が効果を現
し始め、現在販売中のパチスロ新機種『緑ドン』の販売受注台数は、平
成21年6月5日現在においては25,468台となっております。ホール店
舗様およびユーザー様よりご好評をいただいており、現在も多数のご
注文をいただいております。

❷海外カジノリゾート事業
　アジア地域において、アルゼグループ独自のカジノリゾート運営プロ
ジェクトに着手しております。フィリピンの首都マニラの埋立地で計画
されている「バゴン・ナヨン・ピリピノ・マニラ・ベイ・ツーリズム・シティ」
プロジェクトにおいて、当社が提案したコンセプトが、フィリピン政府か
ら高い評価を受けました。
　この評価を受け、アルゼは現在、事業化に向けての準備を進めてお
ります。
　40ヘクタールの広大な敷地に、約2万㎡の世界最大級のカジノを核
とした33階建てホテルに加え、スパ・水族館・大観覧車・コンベンショ
ンホール等が揃った総合リゾートを計画し、事業規模は、総額2,500億
円程度を想定しております。
　用地取得は、予定通り平成20年7月に済み、現在基本設計を終えて
おります。今後は平成21年7月に現地事務所を開設し、現地企業を中
心に実施設計に入ります。平成22年夏までに建築見積りを完了し、工
事着工の予定となります。
　当初は平成22年4月にカジノ、平成23年11月にホテルを開業予定
でしたが、昨年秋以降の金融危機による景気後退と現地インフラ整備
の遅れ等の影響により、平成25年開業の予定に延期いたしました。

❸その他の事業
　アルゼグループにおけるメディア事業を担うアルゼメディアネット株
式会社と日本アミューズメント放送株式会社は今後、各々が培ってきた
WEBや放送というプラットホームを基盤とし、これまで携わってきたコ
ンテンツに留まらない、幅広いコンテンツを扱うコンテンツプロデュー
ス力のある企業として協業してまいります。
　アルゼメディアネットにおいては、新規事業開拓室を設置し、これ
らの実現への投資をしてまいります。また、日本アミューズメント放送
株式会社においては、開局10周年を迎える今期、番組のHD（High 
Definition＝高精細度）化を推進し、パチスロ・パチンコ業界の一大
情報メディアとして不動の地位を確立すべく組織体制の改変、積極的
なPR、新規事業への投資を進めてまいります。

　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。

平成21年6月吉日

財務ハイライト

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

科　目

当連結会計年度
（平成21年3月31日現在）

前連結会計年度
（平成20年3月31日現在）

金　額 金　額
（資産の部）
流動資産 （52,305） （108,543）

現金及び預金 14,448 32,613
受取手形及び売掛金 5,552 15,331
有価証券 132 23,391
たな卸資産 24,666 27,995
繰延税金資産 1,536 3,005
未収入金 580 4,124
その他 5,506 2,256
貸倒引当金 △ 116 △ 175

固定資産 （93,456） （76,267）
有形固定資産 （41,548） （19,764）
建物及び構築物 3,256 3,635
機械装置及び運搬具 1,439 1,716
貸与資産 1,277 5,121
土地 33,635 7,073
その他 1,940 2,217
無形固定資産 （766） （1,060）
のれん 410 602
その他 356 457
投資その他の資産 （51,141） （55,443）
投資有価証券 46,972 51,635
長期貸付金 1,144 899
敷金保証金 1,472 1,482
繰延税金資産 567 69
破産更生債権等 2,419 2,131
その他 1,059 1,596
貸倒引当金 △ 2,494 △ 2,371

繰延資産 （̶） （15）
株式交付費 ̶ 15

資産合計 145,761 184,826

期　別

科　目

当連結会計年度
（平成21年3月31日現在）

前連結会計年度
（平成20年3月31日現在）

金　額 金　額
（負債の部）
流動負債 （28,949） （27,849）

支払手形及び買掛金 1,060 7,497
短期借入金 20,063 49
一年以内返済予定の長期借入金 783 872
一年以内償還予定の社債 1,200 2,300
未払金 1,618 1,970
未払法人税等 162 3,965
未払消費税等 143 907
賞与引当金 169 298
前受金 223 1,970
前受収益 1,940 6,014
その他 1,584 2,002

固定負債 （3,974） （9,650）
社債 2,000 3,350
長期借入金 ̶ 1,719
繰延税金負債 49 31
その他 1,924 4,549

負債合計 32,923 37,499

（純資産の部）
株主資本 （127,512） （147,584）
資本金 3,446 3,446
資本剰余金 7,503 7,503
利益剰余金 118,199 138,270
自己株式 △ 1,637 △ 1,636

評価・換算差額等 （△ 18,623）（△ 357）
その他有価証券評価差額金 5 31
為替換算調整勘定 △ 18,628 △ 389

新株予約権 （149） （99）
少数株主持分 （3,799） （̶）
純資産合計 （112,838） （147,327）
負債純資産合計 145,761 184,826

期　別

科　目

当連結会計年度
（自 平成20年４月１日　 至 平成21年３月31日）

前連結会計年度
（自 平成19年４月１日　 至 平成20年３月31日）

金　額 金　額
売上高 （19,993） （72,133）
売上原価 （11,338） （31,671）
売上総利益 8,654 40,462

販売費及び一般管理費 （20,260） （24,374）
営業利益又は営業損失（△） △ 11,605 16,088

営業外収益 （3,052） （7,778）
営業外費用 （4,671） （555）
経常利益又は経常損失（△） △ 13,224 23,311

特別利益 （6,702） （20,394）
特別損失 （5,655） （2,795）

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） （△ 12,177） （40,910）
法人税、住民税及び事業税 379 4,745
法人税等調整額 1,080 △ 1,813
少数株主利益又は少数株主損失 1,170 △ 107
当期純利益又は当期純損失（△） （△ 14,808） （38,086）

連結財務諸表

Consolidated Financial Statements

（単位：百万円）■連結損益計算書

●セグメント別売上高の推移（連結）

80,000

60,000

40,000

20,000

0

25,038

1,407

16,011
2,049 1,022

2,553

1,196

205

4,448

1,479

3,999

48,506
【通期】

30,808

35,580
【通期】

66,000

72,133
【通期】

21,770
【中間】

15,294
444

193

1,140

511

17,390
【中間】

9,234

8,138
1,525

2,179

692

35,047

1,629

624

37,495
【中間】

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）

0

2,111

1,422

16,459

19,993
【通期】

0
8,550

1,310

983

10,593
【中間】

第36期
（平成21年3月期）

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

（単位：百万円）

※ 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。
※ セグメント別売上高は、内部取引消去後の金額で記載しております。
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（単位：百万円）

（単位：百万円）当連結会計年度（自 平成20年４月１日　至 平成21年３月31日）

（単位：百万円）

期　別

科　目

当連結会計年度
自　平成20年４月１日（至　平成21年３月31日）

前連結会計年度
自　平成19年４月１日（至　平成20年３月31日）

金　額 金　額
営業活動によるキャッシュ・フロー △ 16,070 17,063
投資活動によるキャッシュ・フロー（注） △ 34,912 23,999

財務活動によるキャッシュ・フロー 297 △ 22,946

現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 4,714 △ 1,261

現金及び現金同等物の増減額 △ 55,399 16,855

現金及び現金同等物の期首残高 56,004 39,149

連結範囲の変動 13,572 ̶
現金及び現金同等物の期末残高 14,177 56,004

（注）WYNNの特別配当を資本金の払戻とみなすため、投資有価証券の払戻による収入として表示

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20年３月31日　残高 3,446 7,503 138,270 △ 1,636 147,584 31 △ 389 △ 357 99 － 147,327

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △ 4,796 △ 4,796 △ 4,796

当期純損失 △ 14,808 △ 14,808 △ 14,808

自己株式の取得 △ 0 △ 0 △ 0

連結範囲の変動 △ 467 △ 467 △ 467

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額） △ 26 △ 18,239 △ 18,265 49 3,799 △ 14,416

連結会計年度中の変動額合計 － － △ 20,071 △ 0 △ 20,072 △ 26 △ 18,239 △ 18,265 49 3,799 △ 34,489

平成21年３月31日　残高 3,446 7,503 118,199 △ 1,637 127,512 5 △ 18,628 △ 18,623 149 3,799 112,838

期　別

科　目

第36期
（平成21年3月31日現在）

第35期
（平成20年3月31日現在）

金　額 金　額
（資産の部）

流動資産 （50,669） （46,991）

現金及び預金 8,405 8,971

売掛金 6,786 9,582

たな卸資産 3,857 19,501

繰延税金資産 1,320 2,097

未収入金 20,911 717

短期貸付金 7,481 2,806

その他 2,337 4,542

貸倒引当金 △ 429 △ 1,225

固定資産 （79,471） （84,604）

有形固定資産 （10,785） （13,436）

建物 2,714 2,906

機械及び装置 18 1,621

土地 6,251 6,251

その他 1,799 2,656

無形固定資産 （235） （345）

投資その他の資産 （68,451） （70,822）

投資有価証券 66,057 69,069

破産更生債権等 1,444 1,568

繰延税金資産 137 69

長期貸付金 1,224 178

その他 1,566 1,911

貸倒引当金 △ 1,779 △ 1,774

投資損失引当金 △ 200 △ 200

資産合計 130,141 131,596

期　別

科　目

第36期
（平成21年3月31日現在）

第35期
（平成20年3月31日現在）

金　額 金　額
（負債の部）

流動負債 （30,615） （15,214）

支払手形 163 2,206

買掛金 328 4,477

短期借入金 17,845 ̶

一年以内返済予定の長期借入金 783 796

一年以内償還予定の社債 1,200 2,200

未払金 9,005 4,090

未払法人税等 10 62

未払消費税等 134 557

賞与引当金 35 128

その他 1,109 696

固定負債 （2,019） （4,002）

社債 2,000 3,200

長期借入金 ̶ 783

預り保証金 19 19

負債合計 （32,634） （19,217）

（純資産の部）

株主資本 （97,352） （112,247）

資本金 3,446 3,446

資本剰余金 7,503 7,503

利益剰余金 88,039 102,933

自己株式 △ 1,637 △ 1,636

評価・換算差額等 （4） （31）

その他有価証券評価差額金 4 31

新株予約権 （149） （99）

純資産合計 （97,506） （112,379）

負債純資産合計 130,141 131,596

連結財務諸表 個別財務諸表

Non-Consolidated Financial StatementsConsolidated Financial Statements

■連結キャッシュ・フロー計算書

■連結株主資本等変動計算書

■貸借対照表
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■大株主の状況

■個人その他 6,842名

■その他法人 95名

■外国法人等 125名

■金融機関 15名

■証券会社 20名

■自己名義株式 1名

96.4％

1.3％

1.8％

0.2％

0.3％
0.0％

■個人その他 61,435,129株

■その他法人 287,700株

■外国法人等 16,935,102株

■金融機関 1,224,700株

■証券会社 52,006株

■自己名義株式 260,363株

76.6％

0.4％

21.1％

1.5％

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）当事業年度（自 平成20年４月１日　至 平成21年３月31日）

（単位：百万円）

期　別

科　目

第36期
自　平成20年４月１日（至　平成21年３月31日）

第35期
自　平成19年４月１日（至　平成20年３月31日）

金　額 金　額
売上高 （9,904） （58,903）
売上原価 （6,839） （31,567）
売上総利益 3,065 27,336

販売費及び一般管理費 （10,472） （17,814）
営業利益又は営業損失（△） △ 7,406 9,521

営業外収益 （2,069） （697）
営業外費用 （831） （373）
経常利益又は経常損失（△） △ 6,168 9,846

特別利益 （284） （1,021）
特別損失 （3,479） （3,101）
税引前当期純利益又は当期純損失（△） （△ 9,362） （7,766）
法人税、住民税及び事業税 8 42
法人税等調整額 727 △ 1,626
当期純利益又は当期純損失（△） （△ 10,098） （9,350）

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

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成20年３月31日　残高 3,446 7,503 7,503 861 90,000 12,072 102,933 △ 1,636 112,247 31 31 99 112,379
事業年度中の変動額
剰余金の配当 △ 4,796 △ 4,796 △ 4,796 △ 4,796

当期純損失 △ 10,098 △ 10,098 △ 10,098 △ 10,098

自己株式の取得 △ 0 △ 0 △ 0

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） △ 27 △ 27 49 22

事業年度中の変動額合計 － － － － － △ 14,894 △ 14,894 △ 0 △ 14,894 △ 27 △ 27 49 △ 14,872
平成21年３月31日　残高 3,446 7,503 7,503 861 90,000 △ 2,822 88,039 △ 1,637 97,352 4 4 149 97,506

株主名 持株数 議決権比率

岡 田 和 生 25,228,300株 31.6%

岡 田 知 裕 23,615,600株 29.5%

GOLDMAN. SACHS & CO. REG 7,264,721株 9.1%

岡 田 裕 実 5,325,000株 6.7%

横 　 塚 　 ヒ ロ 子 2,390,000株 3.0%

MORGAN STANLEY & CO. INC 1,097,832株 1.4%

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 920,300株 1.2%

発行可能株式総数 324,820千株

発行済株式の総数 80,195千株

株主数 7,098名

■株式の状況

個別財務諸表

Non-Consolidated Financial Statements

■損益計算書

■株主資本等変動計算書

株式情報（平成21年3月31日現在）

Stock Information
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INFORMATIONネバダ州におけるゲーミング事業規制の内容についてのお知らせ
当社は、2004年6月ネバダ・ゲーミング・コミッションより、ゲーミング機器製造業者として2年間のライセンスを取

得いたしました。また、2005年3月には、当社が100％株式を保有するアルゼUSA社（Aruze USA, Inc.）を通じ

て、ウィン・リゾーツ社（Wynn Resorts, Limited）の株主となることについても同コミッションからの承認を受け、

2006年7月には、期間制限のない製造者ライセンスを取得しております。これらのライセンスや承認は厳正な審

査をパスして得たものであり、日本のゲームメーカーとしては大変光栄なものであると認識しております。今後と

もグローバル企業として、より一層商品力及び技術力を磨いていきますので、当社の活躍にご期待くださいますよ

う、よろしくお願い申し上げます。

　ネバダ州法により、ネバダ州内で使用又は遊技するための全ての
ゲーミング機器やキャッシュレス・ゲーミングシステム、また携帯ゲー
ミングシステムを製造し、組み立て、プログラムし又は改造するメー
カーはライセンスを取得しなければなりません。また、ゲーミング機器
やキャッシュレス・ゲーミングシステム、また携帯ゲーミングシステム
以外には実際上用途がありえない機械装置、電子回路又はコンピュー
タ・プログラムを設計し、組み立てもしくはその著作権を所有する製造
業者はライセンスを取得する必要があります。当社がネバダ州内で販
売する機械は、NGCによる承認を先ず受けなければなりません。

　ライセンス料及び税金は、当該ゲーミング事業の種類により異な
る方法で算定され、ネバダ州及び当社がゲーミング事業を行う地域
のゲーミング当局に支払われます。毎年、ネバダ州に手数料を支払い、
製造業者としてのライセンスを更新します。全てのライセンスについ
て定期的にライセンス料と税金を支払わねばならず、その権利は譲
渡できません。さらに、ネバダ州のゲーミング法により、ネバダ州内に
おいて売上代金分配方式でカジノゲーミング機器を提供する者はそ
れにより得られたゲーミング収入に応じた税金を支払うことを求めら
れます。

　当社は、公開会社としてそれを規制するネバダ・ゲーミング規制法、
NGC及びGCBの規則の全ての条項に従わなければなりません。従っ
て、定期的に損益計算書、貸借対照表及び有価証券報告書等を含む
財務報告書並びに事業報告書をGCBに提出しなければなりません。
また、プレスリリース、政府機関からの通知、証券関連の資料や文書
もGCBに提出する必要があります。NGC又はGCBから要求があった
ときはその他の全ての情報を提出しなければなりません。

　当社の役員、取締役及び主要な従業員で、ゲーミング活動の管理・
監督に積極的に携わっている者は、場合により、ネバダ・ゲーミング当
局からライセンスを取得するか適格性の認定を受ける必要がありま
す。当社は役員及び取締役の選任及び選出をNGCに通知しなけれ
ばならず、ライセンスを受けた時点からその状況に変更があれば全
て報告しなければなりません。また、当社又はアルゼUSAと重大な関
係のある者は、場合により、ネバダ・ゲーミング当局からライセンスを
取得するか、適格性の認定を受ける必要があります。適格性の認定は、
ライセンスの取得同様、詳細な個人情報及び財務情報を提出しなけ
ればならず、その後徹底した信用調査が行われます。調査の費用は全
てライセンス又は適格性の認定を受ける申請者が負担します。

　ネバダ・ゲーミング当局は、場合により、当社の役員、取締役又は主
要な従業員の変更を承認しないことがあり、さらに当社に役員、取締
役又は主要な従業員の停職又は解雇処分を要求し、ライセンス申請

や適格性の認定申請を拒んだ者及び不適格者と認定された者など
を含む、このような人たちとの関係を断つことを要求することができ
ます。ネバダ・ゲーミング当局は、合理的な理由がある場合には、ライ
センスや適格性の認定申請を拒否することができます。この決定につ
いてはネバダ州での司法審査の対象となりません。

　当社は、毎年、GCBに当社の議決権ある株式の0.5％超を保有する
株主のリストを提出しなければなりません。また、会社を支配可能な
数の株式を有する株主がその株式を処分する場合には、GCBに通知
しなければなりません。さらに、ネバダ・ゲーミング当局は、ゲーミン
グ・ライセンスを有する企業の株式を所有又は支配する者につき、適
格性認定の申請を行うことを要求することができます。

　当社はネバダ州で、最新の株主名簿を維持することを要求されて
おり、ネバダ・ゲーミング当局はいつでもそれを検査することができま
す。NGCは当社の株券に、ネバダのゲーミング法及びNGCとGCBの
規則の対象である旨の説明文の記載を求める権限を有していますが、
今日まで、当社は、NGCよりこの要求を受けておりません。

　当社は、証券又はその売却益を以下の用途に用いる場合には、公
募を行う前にNGCから承認を得なければなりません。即ち、⑴当社又
は当社子会社のいずれかが所有又は運営する予定のゲーミング施
設をネバダ州に建設するため、⑵ネバダ州のゲーミング施設の直接
的又は間接的な利権を取得するため、⑶当社又は当社子会社のいず
れかがネバダ州のゲーミング施設を運営するための資金を確保する
ため、⑷上述した目的のために負った負債を返済又は返済期限を延
長させるために使用する等のケースが該当します。NGCが当社の証
券発行について承認したとしても、それは当該証券の目論見書や投
資メリットの正確さや適切さ等、当該証券の内容についてNGC又は
GCBが認定、推挙、決定又は承認をしたことにはなりません。これに
反する如何なる表明も違法となります。

　当社の証券が、代理人又は名義人に信託されている場合には、そ
の名義上の所有者は実質保有者の情報をネバダ・ゲーミング当局に
開示するよう要求される場合があります。この場合、実質所有者の情
報を明らかにしない名義上の所有者は不適格と認定される場合があ
ります。当社も実質所有者の身元を特定するために最大限の努力を
するよう要求されます。当社の証券の実質所有者は所有証券の数に
かかわらず、ネバダ・ゲーミング当局からライセンス取得又は適格性
の認定を得るよう要求されるときがあり、その場合、全ての調査に必
要な費用及び手数料は、申請者の負担となります。また、当社の議決
権ある株式の実質所有者が、法人、組合又は信託である場合には、当
該実質所有者は、実質所有者の一覧を含む、詳細な事業及び財務情

■■背　景

　当社は、2004年6月、ネバダ・ゲーミング・コントロール・ボード
（Nevada Gaming Control Board、以下「GCB」といいます）の
推薦に基づき、ネバダ・ゲーミング・コミッション（Nevada Gaming 
Commission、以下「NGC」といいます）は、当社を公開会社として
登録し、2年間のゲーミング機器製造者ライセンスを付与しました。
また、NGCは、2005年3月に、当社が100％株式を保有するアルゼ
USA社（Aruze USA, Inc.、以下「アルゼUSA」といいます）を通じて、
ウィン・リゾーツ社の株主となることについての承認を、2006年7月
には期間制限のない製造者ライセンスを当社に付与しております。当
社は、上記ライセンス及び承認に関連して、ゲーミング機器の製造、
販売及び流通に関する活動を管理するネバダ州の法律、規則、政令
及び手続について、少なくとも一年に一度株主の皆様に対して通知
することをNGCから義務付けられています。この通知義務を満たすた
め、以下のとおりネバダ州におけるゲーミング事業規制の内容を説
明致します。尚、これら規制内容の正式文書は英文で記述され、内容
についてGCBの承認を受けたものであり、従って下記はその翻訳文
であることにご留意願います。

　また当社は、ネバダ州の製造者ライセンス、販売業者ライセンス
及びスロット遊技場運営ライセンスを保有していたユニバーサル・
ディストリビューティング・オブ・ネバダ社（Universal Distributing 
of Nevada, Inc.）の全株式を保有することについてNGCの承認
を受けました。同社は、後にアルゼ・ゲーミング・アメリカ社（Aruze 
Gaming America, Inc.、以下「AGA」といいます）へ商号を変更しま
した。2009年3月に、当社は、岡田和生氏に対するAGA全株式の売
却を完了し、AGA株式を保有しなくなりました。

記

■■ネバダ規制

　当社は、ネバダ州でライセンスを付与され、登録されている会社と
して、ネバダ州のゲーミング規制法、NGC及びGCBの規則並びに他
の地域の法律、規制及び政令に従わなければなりません。ネバダ州
において、ライセンスを受けたゲーミング事業及びゲーミング機器並
びに関連装置の製造、販売及び流通は、犯罪や不正行為無しに公正
な競争の下に行われるよう厳しく規制されています。NGC及びGCB
は、公共の健全性、安全、モラル、秩序及びネバダ州の住民全般の福
祉を守り、安定したゲーミングの成功を推進し、ネバダ州の競争力あ
る経済を守るため、ゲーミング事業者並びにゲーミング機器及び装
置の製造者、販売者及び流通者へのライセンス付与、管理及び支援
に責任を負っています。

　NGC及びGCB並びにネバダ州全域のゲーミング関係当局（併せて、
以下「ネバダ・ゲーミング当局」といいます）の法律、規則、政令及び手
続は、ネバダ州のゲーミングに関する公共の利益を守るべく、次の目
的を持っています。即ち、⑴いついかなる立場においても、直接、間接
を問わず、好ましくない又は不適格な者がゲーミングに関わることを
防止すること、⑵責任ある会計慣行及び手順を確立し、維持すること、
⑶ライセンス保有者の財務実務を効果的にコントロールする（財務関
係事項及び資産と収入の保全について最低限の内部手続を構築する
こと、信頼し得る記録保持についての内部規定をつくること並びに定
期的報告書を提出する要請を行うことを含む）こと、⑷詐欺的な行為
を防止すること、⑸課税及びライセンス料を通じて州及び地方自治体
の収入源を確保すること等です。これらの法律、規則、政令又は手続
の変更もしくはそれらについての解釈の変化によっては、当社のゲー
ミング活動に悪影響が及ぶ可能性もあります。
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イセンスを取得するよう要求することができます。

　ネバダ州立法府は、ネバダゲーミング・ライセンス保持者及びその
関連公開会社に影響を及ぼす敵対的企業買収、株式の買戻し及び企
業防衛戦略は、安定的かつ生産的なゲーミング事業に有害になり得
る可能性があると宣言しています。NGCは、ネバダ州のゲーミング業
界に潜在的に悪影響を及ぼす可能性のあるこれらの商慣習を改善す
る規制的枠組みを確立し、ネバダ州の方針をさらに徹底させるよう
以下のことを行っています。即ち、⑴カジノ経営企業とその関係会社
の財務的安定性を確保すること、⑵法人形態で事業を行う利点を保
護すること、⑶企業の秩序ある統治のための中立的な環境作りを促
進することです。市場価格より高値で株式を買い戻すこと、あるいは
敵対的企業買収などの特定の状況では、NGCの事前承認を求められ
ます。また、ネバダ州のゲーミング法及び規則は、当社の支配権の獲
得を企図して株主に対して直接行われる株式公開買付に対抗するた
めに、取締役会が提案する資本の再構築計画を採用する際にもNGC
の事前承認を求めています。

　アルゼUSAの株主になる、あるいは当社又はアルゼUSAから利益
を受け取るためには、如何なる者も、まず先にネバダ・ゲーミング当
局からライセンス及び承認を得なければなりません。さらに、当社及
びアルゼUSAの役員、取締役及び主要な従業員について、ネバダ・
ゲーミング当局は、ライセンスを取得し又は適格であるとの認定を受
けるよう要求することができます。

　当社は、ネバダ州のゲーミング・ライセンス保有者として、ゲーム又
はゲーミング機器をネバダ州外において遊技用に供するときもしく
は現在ゲーム又はゲーミング機器をネバダ州外で遊技用に提供して
いるゲーミング事業の利権を取得するときは、NGCに報告しなけれ
ばなりません。さらに、ネバダ州外にゲーム又はゲーミング機器を設
置して一定の割合のゲーミング収入を受領する場合にも、NGCに通
知しなければなりません。但し、ネバダ州外でゲーミング機器を販売
する場合には、当該報告を行う必要はありません。ネバダ州外のゲー
ミング事業に従事する場合は、当社は、当該ゲーミング事業への参加
状況に関するGCBの調査費として、常に$10,000の資金を提供しな
ければなりません。当該資金の額は、ネバダ・ゲーミング当局の裁量
により増減します。当社は、次の場合には、NGCによる懲戒処分を受
けます。即ち、⑴当社のネバダ州外ゲーミング活動に関連し、当該地
域の法律に故意に違反した場合、⑵ネバダ州のゲーミング事業で要
求される正直さと誠実さに従ってネバダ州外でゲーミング事業を行
わなかった場合、⑶不適格な事業に従事し又は団体に加入すること
により、ネバダ州におけるゲーミングの管理・統制に対する理不尽な
脅威を与えたり、ネバダ州又はネバダ州のゲーミングに不信感や不

評をもたらしたりもしくはネバダ州のゲーミングの方針に反するよう
な場合、⑷ゲーミング税及び手数料を徴収するネバダ州の機能を妨
げる事業に従事し又は妨害する団体に加入する場合、⑸ネバダ州で
不適格とされて、ライセンス又は適格性の認定を拒否された者もしく
は詐欺で有罪と判断された者を、ネバダ州外ゲーミング事業におい
て、雇用し、契約し又は提携する場合などです。

■■他の地域

　ネバダ州と非常によく似ていますが、当社又はアルゼUSAが事業
を現在又は今後展開する他の各地域で、ゲーミング機器の製造に関
連して様々なライセンス、許可及び承認が必要となります。当社は、そ
れらの各地域で利用、遊戯又は供給するためのゲーミング機器の製
造に必要なライセンス・許可証・承認等を入手済みであるか、または
今後入手する予定です。

■■米国での登録

　米国連邦法である1962年賭博機器法に基づき、米司法省の司法
長官に対して登録手続を行っていない者が、州を越えてゲーミング機
器、ゲーミング装置又はその構成部品を製造、運搬又は受領すること
は違法となります。当社は賭博機器法に基づく登録を完了しています
が、毎年登録を更新しなければなりません。さらに、ゲーミング機器そ
れぞれにID番号をつけその記録を保持することがこの賭博機器法に
より課せられています。同法に違反すれば、ゲーミング機械、ゲーミン
グ機器又は他の装置の没収及び押収並びに他の処罰が科せられる
ことがあります。

■■国際的な規制

　いくつかの国は、ゲーミング機器を輸入、販売し、カジノ又はカジ
ノ以外の場所で運営することを認めています。国によっては従来のス
ロットマシーンの支払機能を禁止又は制限しており、またスロットマ
シーンの運営と台数を、管理された数のカジノ又はカジノ的娯楽施設
に限定しています。各ゲーミング機器は、その国の規則に従わねばな
らず、地域によってはゲーミング機器の運営者とメーカーにライセン
ス取得を義務づけています。

　当社は、様々な国際市場で利用、遊戯、供給するためのゲーミング機
械、ゲーミング機器及び他の装置を製造しております。当社は、事業を
展開している様々な海外の地域で利用、遊戯、供給するための製品を
製造するために必要なライセンス・許可証・認証等を取得しています。

報を提出しなければなりません。当社は、もしある者が、当社の議決
権ある株式の5％を超える実質所有権を、単独又は共同で取得するこ
とを知った場合には、GCBに通知しなければなりません。さらに、当
社の議決権ある株式の5％を超える実質所有権を取得した者は、取
得したことを知った日から10日以内にGCBに通知することが必要で
す。また、単独で又は共同で、直接的又は間接的に、当社の議決権あ
る株式の10％を超える実質所有権を取得する者は、申請が必要であ
る旨の通知から30日以内に適格性の認定のための申請をNGCにし
なければなりません。

　ある者が当社発行済株式の10％を超える株主となったことが判明
した場合には、当社は速やかにNGCに通知しなければなりません。さ
らに、NGCは、その判断で、当社社債の保有者に、ライセンスを取得し
又は適格性の認定を得るよう要求することができます。NGCが、ある
者は当該証券を所有するのに不適格であると判断した場合には、当
社がNGCから事前の承認を受けずに以下のことを行うとネバダの
ゲーミング法により、当社はライセンスの撤回を含む制裁処置を受け
ることがあります。即ち、⑴不適格者に配当や利息等を支払うこと、⑵
当社証券に関連して不適格者による権利行使を認めること、⑶いか
なる形であれ当該不適格者に報酬を支払うこと⑷不適格者に、元本
支払、償還、転換、交換、清算又は類似の取引を通じて支払いを行うこ
とであります。

　特定の状況下では、NGC規則に定義された「機関投資家」が10％
超15％以下の当社の議決権ある株式を単に投資目的としてのみ所
有する場合には、NGCにその適格性判断についての調査の免除を申
請できます。「機関投資家」がその通常の事業活動として当社の議決
権ある株式を取得、保有している場合には、投資目的の所有と見なさ
れます。しかしその目的が直接、間接を問わず以下のことを行おうと
する場合はその限りではありません。即ち、⑴当社取締役会メンバー
の過半数の選出、⑵会社定款、内規、経営方針又は事業の変更、⑶そ
の他NGCが投資目的の所有とは矛盾するとみなすものである場合で
す。NGCは、株主が通常決議する事項に関する議決権の行使や証券
アナリストが情報収集目的で通常行うような財務等に関する照会に
関しては、投資目的としての所有と矛盾しないとみなします。

　当社はライセンス保有者として、GCBが当社、子会社及び関連会社
の活動を監督、監視及び調査する際に発生するGCB及びその職員の
費用を支払うため、GCBに$50,000の資金を預託し維持することが
要求されています。

　ライセンス又は適格性の認定を取得することが求められている者
は全て、そのためのGCB調査費用を全て負担しなければなりません。

NGC又はGCBの議長による命令を受けてから30日以内にライセン
ス又は適格性の認定の申請を行わないもしくは拒否する者は全て、
不適格と判断される可能性があります。不適格と判断される株主で、
直接的、間接的に、当社の議決権ある株式の実質所有権をNGCの規
定する期間を超えて保有する者は、場合により、ネバダ州法に基づき
刑事上の罪に問われることもありえます。ある者について、当社又は
アルゼUSAの株主であることもしくはその他の関係を有することが
不適格であるとの通知を受領した後に、当社が以下のことを行うと懲
戒処分の対象となり、承認が取り消されることがあります。即ち、⑴不
適格者が所有する当社の議決権ある株式につき配当、利息又は他の
支払いを行う（但し当社又はアルゼUSAが必要により買取を行う株
式に対する支払はこの限りではありません）こと、⑵種類を問わず不
適格者の所有する株式、債権に基づく議決権の行使を認めること、⑶
不適格者の役務に対し種類を問わず報酬を支払う（但し不適格であ
る旨の通知を受領する前に為された役務に対する報酬についてはこ
の限りではありません）こと、⑷不適格者から、その所有株式を公正な
市場価格で、現金にて、直ちに買い取ることを含め、不適格者が当社
株式を手放すために必要な全ての合法的な努力を行わない場合等
が該当します。

　ネバダ・ゲーミング当局は合理的と見なされる理由があると判断
した場合、全てのライセンス又は適格性の認定を否定し、停止し又は
撤回することができます。当社又は当社子会社のいずれかがネバダ
州のゲーミング法を侵害したと見なされる場合には、当社のゲーミ
ング・ライセンスは、特定の法定手続及び規制手続に従って、制限さ
れ、条件を付けられ、停止され又は撤回されることもありえます。さら
に、当社、アルゼUSA及び関係者がネバダ州のゲーミング法に違反し
たときは、その違反毎に、NGCの判断で、多額の罰金を科せられるこ
とがあります。またNGCは当社のゲーミングに関連する施設を運営す
る為の監督者を選任する権限を有し、さらに、特定の条件下では、監
督者の任期中に発生した利益がネバダ州に没収されることもありえ
ます。当社ゲーミング・ライセンスの制限、条件付与、停止、撤回又は
監督者の選任といった事態が起きた場合には当社のゲーミング事業
は著しく悪影響を受けることになります。

　当社の支配に変更をもたらすような合併、統合、資産又は株式の取
得もしくは経営又はコンサルティング契約もしくはある者が支配権を
得ることは、ネバダ・ゲーミング当局による事前承認なしに、実施でき
ません。当社の支配権を取得しようとする者は、その支配権を取得す
る前に、GCB及びNGCの様々な厳しい基準を満たさなければなりま
せん。ネバダ・ゲーミング当局は、支配権を取得しようとしている組織
の支配株主、役員、取締役及び当該組織と重大な関係にある他の者
に対し、当該取引に関係した承認手続きの一部として、調査を受けラ
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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
1,057名（連結）、862名（単体）（平成21年6月1日現在）

岡 田 和 生 取締役会長（指名委員、報酬委員）
岡 田 知 裕 取締役 （監査委員）
澤 田 宏 之 社外取締役（監査委員長）
岩 渕 正 紀 社外取締役（指名委員長、報酬委員）
中 込 秀 樹 社外取締役（報酬委員長、指名委員）
北 畠 光 弘 社外取締役（監査委員）
大 塚 直 子 社外取締役（監査委員）
徳　田　　一　 代表執行役社長
富士本　　淳　 代表執行役
木 村 俊 雄 専務執行役
鬼　丸　慎一郎 執行役
佐 野 正 幸 執行役
長谷川　崇　彦 執行役
堀 　 俊 夫 執行役
八重樫　信　夫 執行役
山 口 周 平 執行役
横　手　洋一郎 執行役

日本国内におけるパチスロ機・パチンコ機・周辺機器の開発・
製造・販売。また、共同事業『ウィン・リゾーツ社』を通じ、世界
最大級のカジノリゾートを展開するほか、当社グループを中心と
したフィリピンにおけるカジノリゾートプロジェクトを進行中。
本社、営業所（20ヶ所）、工場（2ヶ所）
（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）

（株）メーシー販売 Aruze USA, INC.
（株）エレコ EAGLE Ⅰ LANDHOLDINGS, INC.
（株）ミズホ EAGLE Ⅱ HOLDCO, INC.
アルゼメディアネット（株） ARUZE Investment Co.,Ltd.
日本アミューズメント放送（株）
（株）ピートゥピーエー

商 号
本 社
創 業
設 立
資 本 金
従業員数
役 員

事業内容

事 業 所
主な取引銀行
主要な子会社

本社

四街道工場

■国内
本 社 東京都江東区有明３-１-25 有明フロンティアビル

北 海 道 営 業 所 北海道札幌市中央区南3条西6-3-2

盛 岡 営 業 所 岩手県盛岡市盛岡駅前通15-20

仙 台 営 業 所 宮城県仙台市宮城野区原町3-7-3

北 関 東 営 業 所 栃木県宇都宮市東宿郷4-2-24

新 潟 営 業 所 新潟県新潟市中央区笹口2-7-21

長 野 営 業 所 長野県長野市安茂里小市1-13-55

埼 玉 営 業 所 埼玉県さいたま市大宮区宮町2-35-2

東 京 営 業 所 東京都江東区有明3-1-25 有明フロンティアビル

西 東 京 営 業 所 （近日開設予定）

木 更 津 営 業 所 （近日開設予定）

厚 木 営 業 所 （近日開設予定）

静 岡 営 業 所 静岡県静岡市駿河区宮竹2-15-10

名 古 屋 営 業 所 愛知県名古屋市東区東桜1-4-3

大 阪 営 業 所 大阪府大阪市西区南堀江1-1-14

金 沢 営 業 所 石川県金沢市駅西新町1-39-8

広 島 営 業 所 広島県広島市南区稲荷町5-18

岡 山 営 業 所 岡山県岡山市北区辰巳38-102

四 国 営 業 所 愛媛県松山市三番町4-4-9

九 州 営 業 所 福岡県福岡市博多区博多駅南2-1-5

南九州・沖縄営業所 鹿児島県鹿児島市大黒町1-3

四 街 道 工 場 千葉県四街道市鷹の台1-3

小 山 工 場 栃木県小山市荒井561

会社の概要（平成21年6月30日現在）

Corporate Profile

アルゼグループ事業所一覧（平成21年6月30日現在）

Network

本社 事業所■国内 ■海外

（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

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

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

EAGLE Ⅰ LANDHOLDINGS, INC.
105 Paseo de Roxas, Makati City, Metro Manila, the Philippines

EAGLE Ⅱ HOLDCO, INC.
105 Paseo de Roxas, Makati City, Metro Manila, the Philippines

ARUZE Investment Co.,Ltd.
Soma Tower(2nd Floor), Phonom Penh, Cambodia


