
〒135-0063　東京都江東区有明３丁目１番地25
 TEL.（03）5530-3055（代表）

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

同事務取扱場所

郵便物送付先〔お問い合わせ先〕

同 取 次 所
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
■東京都千代田区丸の内一丁目４番４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
　（住所変更等用紙のご請求）80120-175-417
　（その他のご照会）80120-176-417
　（ホームページアドレス）
　http://www.sumitomotrust.co.jp/STA/
　retail/service/daiko/index.html
■住友信託銀行株式会社　本店および全国各支店
■電子公告により行います。
　�ただし、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

IR関連のお問い合せは　ir@aruze.com

＜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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得ることができ、販売台数の大幅な増加につなげることができま
した。
　営業外損益につきましては、当社が21.5％の株式を保有す
る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258,148千USドル（約303億円）と
なっていることから、持分法による投資利益として当社の当連結
会計年度において営業外収益6,468百万円を計上しております。
　この結果、当連結会計年度における売上高は72,133百万
円（前年同期比102.7％増）、営業利益16,088百万円（前年同
期　営業損失3,205百万円）、経常利益23,311百万円（前年
同期　経常損失6,764百万円）となりました。
　特別損益は、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）が固定資産の譲
渡を行い3,494百万円の固定資産の売却益を特別利益として
計上いたしました。また、平成19年10月にウィン・リゾーツ社が増
資を行ったこと等により、当社グループの持株比率が24.1％から
21.5％へ低下いたしました。これにより、持分法会計適用による
みなし売却益16,065百万円が特別利益として発生いたしまし
た。一方でたな卸資産処分損、評価損等により2,795百万円が
特別損失として発生いたしました。
　これらの結果、当期純利益は38,086百万円（前年同期比
315.4％増）となりました。
　なお、配当につきましては株主の皆様への利益還元の観点か
ら、通期で60円の支払いとさせていただきます。

（注）�パチスロ機、パチンコ機の設置台数は、警察庁「平成19年中における風俗関
係事犯等について」より引用。

　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20年３月31日
をもちまして、第35期（平成
19年４月１日から平成20年
３月31日まで）を終了いたし
ました。ここに株主通信－第
35期のご報告－をお届けし、
株主の皆様に第35期通期
の概況をご説明すると共に

第36期通期の展望につき申し上げます。

１．第35期通期の概況
　当連結会計年度におけるパチスロ機を取り巻く環境は、平成
16年７月の「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する
法律施行規則」および「遊技機の認定及び型式の検定等に関
する規則」が改正されたことにより、旧基準パチスロ機（以下、「４
号機」）から新基準パチスロ機（以下、「５号機」）への入替が平成
19年９月末に完了いたしましたが、過度な射幸性の抑制を目的
とした５号機への入替は、ホール様のパチスロ営業収益の大幅
な減少をもたらし、パチスロ機の設置台数減少を招きました。
市場全体の平成19年末におけるパチスロ機設置台数は1,635
千台（注）となり、平成18年末に比べて367千台の大幅な減少と
なりました。一方、パチンコ機の設置台数は2,954千台（注）とな

り、21千台の増加となりました。
　このように、パチスロ機においては厳しい市場環境となりまし
たが、当社は『青ドン』『赤ドン』の２機種が市場での高い評価を

株主の皆様へ

Top Message

代表執行役社長

徳田　一

２．第36期通期の見通し
　当連結会計年度は、パチスロ機の４号機から５号機への全面
的な入替に伴い、５号機パチスロ機の販売が好調に推移いたし
ました。さらに、ウィン・リゾーツ社の好業績が経常利益に大きく
貢献したことにより、当初の業績予想を大幅に上回る経営成績
となりました。各セグメントの第36期の見通しにつきましては、下
記のとおりであります。

❶国内パチスロ・パチンコ事業
　他社に先行して５号機への取り組みを行っていた当社は、この
１年、ハナビシリーズ『青ドン』『赤ドン』を軸とし市場評価・市場
シェアが大きく回復傾向にあります。
　当期においては、「図柄を狙ってボタンを押す」というパチスロ
本来の面白さをプレイヤーに伝えるリーチ目機の市場投入でス
タートを切り、第36期においても、「業界の原点回帰」を掲げな
がら順次新機種の発売を予定しており、通期250千台の市場導
入を目指します。
　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
製品の投入を図る予定であります。

❷海外カジノ向けゲーミング機器事業
　海外カジノ向けゲーミング機器事業につきましては、今後は当
社100％子会社であるAruze�Gaming�America,� Inc.を中心
に事業展開を行ってまいります。米国、オーストラリア、南アフリカ
の３拠点に加え、成長著しいマカオを中心としたアジアに対する
直販部隊を軸に、海外カジノ向けゲーミング機器事業の積極的
展開を図ってまいります。

❸カジノリゾート運営事業
　ラスベガスにおいては、「ウィン・ラスベガス」の隣接地に530㎡�

を超える床面積を持つVIPスイートルームと65㎡超のスイートルー
ムを含む計2,043室、6,700㎡のカジノスペース、高級レストラン
および11のブランドショップ等を擁する、さらにゴージャスな「アン
コール・アット・ウィン・ラスベガス」を平成20年12月に開業する
予定であります。
　また、マカオにおいては、VIP向けリゾートとしてさらなる充実を
図るべく、400室の高級スイートルームおよび４室のヴィラを擁す
る「ウィン・マカオ」の拡張施設「アンコール・アット・ウィン・マカオ」
を、2010年前半に開業する予定であります。
　当社はウィン・リゾーツ社の共同事業者として、今後大きく拡大
が予想されるカジノ運営事業に積極的に取り組んでまいります。
　アジア地域においては、平成20年４月25日付「フィリピンに
おけるカジノプロジェクトの件」にてお知らせいたしましたとおり、
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、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を行うべく、プロ
ジェクトチームを設置いたしました。
　このたび、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・フィリピノ・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の
高い評価を受けました。この評価を受け、当社は事業化に向け
ての準備を始め、用地の手当を開始いたしました。
　なお、詳細につきましては用地の確保ができ、ライセンスの取
得が固まった段階で具体的に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。

平成20年６月吉日
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●セグメント別売上高の推移（連結）
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※�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。

　当連結会計年度における国内パチスロ・パチンコ事業において、パ
チスロ機につきましては８機種を市場投入いたしました。中でも６月上
旬に販売を開始した『青ドン』、11月下旬に販売を開始した『赤ドン』の
２つのハナビシリーズは、それぞれ約90千台、約60千台を市場投入
するヒット機種となり当社の業績回復に大きく貢献いたしました。
　このような状況の中、約166千台を販売および設置し、約27千台
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、インディアンカジノ（注）において一部販売を開始いたしました。
また、ネバダ州でゲーミング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、認可が下り
次第、製造販売を開始することとなっております。
　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『青ドン』『赤ドン』の販売が好調に推
移しましたが、メダルゲーム機新製品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。
　携帯サイトの運営事業といたしましては、事業の柱となる公式サイト
「アルゼ王国」において、パチスロ実機『青ドン』『赤ドン』のコンテンツ
投入が功を奏し、引き続き会員からの確かな支持を得ております。ま
た、パチスロ実機との連動をより意識したコンテンツ投入ができる開
発体制を整備いたしました。
　以上の結果、当連結会計年度における当社グループの業績は連結
売上高72,133百万円、連結営業利益16,088百万円、連結経常利
益23,311百万円、連結当期純利益38,086百万円となりました。
（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。

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）■連結貸借対照表
期　別

科　目

当連結会計年度
（平成20年3月31日現在）

前連結会計年度
（平成19年3月31日現在）

金　額 金　額
（資産の部）
流動資産 （108,543） （86,043）
現金及び預金 32,613 21,041
受取手形及び売掛金 15,331 5,352
有価証券 23,391 18,108
たな卸資産 27,995 25,459
繰延税金資産 3,005 1,449
未収入金 4,124 7,727
その他 2,256 6,942
貸倒引当金 △� 175 △� 36

固定資産 （76,267） （85,612）
有形固定資産 （19,764） （27,078）
建物及び構築物 3,635 5,937
機械装置及び運搬具 1,716 1,833
貸与資産 5,121 2,860
土地 7,073 13,522
その他 2,217 2,924
無形固定資産 （1,060） （1,004）
のれん 602 386
その他 457 617
投資その他の資産 （55,443） （57,528）
投資有価証券 51,635 51,725
長期貸付金 899 668
敷金保証金 1,482 766
長期未収入金 647 3,040
繰延税金資産 69 —
破産更生債権等 2,131 3,531
その他 948 1,586
貸倒引当金 △� 2,371 △� 3,788

繰延資産 （15） （25）
株式交付費 15 4
社債発行費 — 21

資産合計 184,826 171,681

期　別

科　目

当連結会計年度
（平成20年3月31日現在）

前連結会計年度
（平成19年3月31日現在）

金　額 金　額
（負債の部）
流動負債 （27,849） （44,538）
支払手形及び買掛金 7,497 7,523
短期借入金 49 9,845
一年以内返済予定の長期借入金 872 7,388
一年以内償還予定の社債 2,300 2,800
未払金 1,970 2,045
未払法人税等 3,965 692
未払消費税等 907 605
賞与引当金 298 248
訴訟損失引当金 — 1,412
前受金 1,970 5,035
前受収益 6,014 5,939
その他 2,002 1,001

固定負債 （9,650） （10,528）
社債 3,350 5,650
長期借入金 1,719 1,655
繰延税金負債 31 156
その他 4,549 3,066

負債合計 37,499 55,067

（純資産の部）
株主資本 （147,584） （113,465）
資本金 3,446 3,446
資本剰余金 7,503 7,503
利益剰余金 138,270 104,337
自己株式 △� 1,636 △� 1,821

評価・換算差額等 （△� 357） （3,028）
その他有価証券評価差額金 31 32
為替換算調整勘定 △� 389 2,996

新株予約権 （99） （12）
少数株主持分 （—） （108）
純資産合計 （147,327） （116,614）
負債純資産合計 184,826 171,681

期　別

科　目

当連結会計年度
（自�平成19年４月１日　�至�平成20年３月31日）

前連結会計年度
（自�平成18年４月１日　�至�平成19年３月31日）

金　額 金　額
売上高 （72,133） （35,580）
売上原価 （31,671） （17,743）

売上総利益 40,462 17,837
販売費及び一般管理費 （24,374） （21,043）

営業利益又は営業損失（△） 16,088 △� 3,205
営業外収益 （7,778） （347）
受取利息 224 179
受取配当金 914 2
持分法による投資利益（注１） 6,468 —
その他 170 165

営業外費用 （555） （3,905）
支払利息 290 477
持分法による投資損失（注２） — 2,932
為替差損 147 100
その他 117 395
経常利益又は経常損失（△） 23,311 △� 6,764

特別利益 （20,394） （22,965）
固定資産売却益 3,494 760
投資有価証券売却益 312 —
貸倒引当金戻入益 35 104
償却債権取立益 — 354
持分変動利益（注３） 16,065 765
持分法による投資利益（注４） — 20,616
その他 485 363

特別損失 （2,795） （4,809）
たな卸資産評価損 520 2,140
たな卸資産処分損 1,191 13
のれん減損損失 505 —
訴訟損失引当金繰入額 — 1,412
その他 576 1,242
税金等調整前当期純利益 （40,910） （11,391）
法人税、住民税及び事業税 4,745 705
法人税等調整額 △� 1,813 1,761
少数株主損失 107 244
当期純利益 （38,086） （9,169）

連結財務諸表

Consolidated Financial Statements

（単位：百万円）■連結損益計算書

（注１）�持分法適用会社の純利益を当社グループの株式保有率に比例して計上（WYNN6,703百万円）
（注２）�持分法適用会社の純損失を当社グループの株式保有率に比例して計上（但しWYNNについては営業権サブライセンス売却益を除いた金額で計上（2,848百万円））
（注３）�WYNNの増資により当社グループの株式保有率が低下し、変動前の保有率との差異を同社株式の売却とみなすため、そのみなし売却益を計上
（注４）�WYNNがマカオの営業権サブライセンスの売却益を営業外収益として計上したため、当社グループはその持分割合相当額を計上
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（単位：百万円）

（単位：百万円）当連結会計年度（自�平成19年４月１日　至�平成20年３月31日）

（単位：百万円）

期　別

科　目

当連結会計年度
自　平成19年４月１日（至　平成20年３月31日）

前連結会計年度
自　平成18年４月１日（至　平成19年３月31日）

金　額 金　額
営業活動によるキャッシュ・フロー 17,063 808

投資活動によるキャッシュ・フロー（注） 23,999 15,534

財務活動によるキャッシュ・フロー △�22,946 △�15,033

現金及び現金同等物に係る換算差額 △� 1,261 400

現金及び現金同等物の増減額 16,855 1,710

現金及び現金同等物の期首残高 39,149 37,439
現金及び現金同等物の期末残高 56,004 39,149

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19年３月31日　残高 3,446 7,503 104,337 △�1,821 113,465 32 2,996 3,028 12 108 116,614
連結会計年度中の変動額
剰余金の配当 △� 3,995 △� 3,995 △� 3,995
当期純利益 38,086 38,086 38,086
自己株式の取得 △� 0 △� 0 △� 0
自己株式の処分 △� 103 186 83 83
子会社の新規連結に伴う
利益剰余金減少高 △� 1 △� 1 △� 1

持分法適用範囲の変動
（持分法適用会社の減少） △� 52 △� 52 △� 52

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額） △� 0 △� 3,385 △� 3,385 87 △� 108 △� 3,406

連結会計年度中の変動額合計 － － 33,933 185 34,119 △� 0 △�3,385 △�3,385 87 △� 108 30,713
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

期　別

科　目

第35期
（平成20年3月31日現在）

第34期
（平成19年3月31日現在）

金　額 金　額
（資産の部）

流動資産 （46,991） （64,922）

現金及び預金 8,971 19,248

受取手形 — 1,752

売掛金 9,582 5,507

たな卸資産 19,501 20,745

繰延税金資産 2,097 1,399

追徴税額未決算勘定 644 1,998

その他 7,419 15,143

貸倒引当金 △� 1,225 △� 873

固定資産 （84,604） （92,088）

有形固定資産 （13,436） （17,521）

建物 2,906 3,138

機械及び装置 1,621 1,702

土地 6,251 6,251

その他 2,656 6,428

無形固定資産 （345） （621）

投資その他の資産 （70,822） （73,945）

投資有価証券 69,069 62,334

関係会社長期貸付金 178 7,652

破産更生債権等 1,568 3,447

繰延税金資産 69 —

長期未収入金 644 3,016

その他 1,267 1,392

貸倒引当金 △� 1,774 △� 3,697

投資損失引当金 △� 200 △� 200

繰延資産 （—） （19）

資産合計 131,596 157,030

期　別

科　目

第35期
（平成20年3月31日現在）

第34期
（平成19年3月31日現在）

金　額 金　額
（負債の部）

流動負債 （15,214） （41,466）

支払手形 2,206 2,622

買掛金 4,477 3,886

短期借入金 — 9,000

一年以内返済予定の長期借入金 796 7,288

一年以内償還予定の社債 2,200 2,700

未払法人税等 62 95

未払消費税等 557 399

賞与引当金 128 207

その他 4,786 15,267

固定負債 （4,002） （8,712）

社債 3,200 5,400

長期借入金 783 1,579

預り保証金 19 1,676

繰延税金負債 — 57

負債合計 （19,217） （50,179）

（純資産の部）

株主資本 （112,247） （106,809）

資本金 3,446 3,446

資本剰余金 7,503 7,503

利益剰余金 102,933 97,681

自己株式 △� 1,636 △� 1,821

評価・換算差額等 （31） （28）

その他有価証券評価差額金 31 28

新株予約権 （99） （12）

純資産合計 （112,379） （106,850）

負債純資産合計 131,596 157,030

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

（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
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■大株主の状況

■個人その他 5,795名

■その他法人 89名

■外国法人 129名

■金融機関 16名

■証券会社 26名

■自己名義株式 1名

95.7％

1.5％

2.1％

0.3％

0.4%

■個人その他 60,226,085株

■その他法人 279,300株

■外国法人 17,960,297株

■金融機関 1,393,700株

■証券会社 75,584株

■自己名義株式 260,034株

75.1％

0.4％

22.4％

1.7％

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19年４月１日　至�平成20年３月31日）

（単位：百万円）

期　別

科　目

第35期
自　平成19年４月１日（至　平成20年３月31日）

第34期
自　平成18年４月１日（至　平成19年３月31日）

金　額 金　額
売上高 （58,903） （32,033）
売上原価 （31,567） （17,275）
売上総利益 27,336 14,758

販売費及び一般管理費 （17,814） （19,127）
営業利益又は営業損失（△） 9,521 △� 4,369

営業外収益 （697） （424）
営業外費用 （373） （690）
経常利益又は経常損失（△） 9,846 △� 4,635

特別利益 （1,021） （547）
特別損失 （3,101） （4,396）
税引前当期純利益又は当期純損失（△） （7,766） （△� 8,484）
法人税、住民税及び事業税 42 48
法人税等調整額 △� 1,626 1,590
当期純利益又は当期純損失（△） （9,350） （△� 10,122）

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19年３月31日　残高 3,446 7,503 7,503 861 13 105,921 △� 9,114 97,681 △� 1,821 106,809 28 28 12 106,850
事業年度中の変動額
剰余金の配当 △� 3,995 △� 3,995 △� 3,995 △� 3,995
当期純利益 9,350 9,350 9,350 9,350
自己株式の取得 △� 0 △� 0 △� 0
自己株式の処分 △� 103 △� 103 186 83 83
特別償却準備金の取崩 △� 13 13
別途積立金の取崩 △�15,921 15,921
株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） 3 3 87 91

事業年度中の変動額合計 － － － － △� 13 △�15,921 21,186 5,252 185 5,437 3 3 87 5,528
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

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%

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 7,343,452株 9.2%

岡 田 裕 実 5,325,000株 6.7%

横 　 塚 　 ヒ ロ 子 2,390,000株 3.0%

モ ル ガ ン ・ ス タ ン レ ー
アンドカンパニーインク 1,410,800株 1.8%

ジ ェ ー ピ ー　 モ ル ガ ン　
チェース　バンク　380055 897,400株 1.1%

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 6,056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20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、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。
このライセンス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エンターテインメント企業として、より一層商品力およ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。

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、
ゲーミング機器またはキャッシュレス・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得ない機械装置、
電子回路またはコンピュータ・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。当社または当社子会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。

　ライセンス料および税金は、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、ネバダ州および当社と当社子会社がゲー
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。すべ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およびGCBの規則のすべ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、貸借対照表およ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またはGCBから要
求があったときはその他のすべての情報を提出しなければなりませ
ん。

　当社の役員、取締役および主要な従業員で、ゲーミングの管理・
監督に積極的に携わっているか、ライセンスを保持している子会社
のゲーミング活動に直接関与している者は、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。当社は役員および取締役の選任および選出を
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
況に変更があればすべて報告しなければなりません。また、当社ま
たは当社ゲーミング関連子会社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、詳細な個人情報およ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。調査の費用はすべてライセ
ンスまた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、取締役また
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、
取締役または主要な従業員の停職また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およ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または支配する
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、ネバダの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および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、証券また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
社または当社子会社のいずれかが所有また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
設の直接的または間接的な利権を取得するため、⑶当社または当社
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ま
た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またはGCBが認定、推挙、決定または承認をした
ことにはなりません。これに反するいかなる表明も違法となります。

　当社の証券が、代理人また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ま
たは適格性の認定を得るよう要求されることがあり、その場合、す
べての調査に必要な費用および手数料は、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、組合または信
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、
詳細な事業および財務情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、
単独また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

■■背　景
　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、ユニバー
サル・ディストリビューティング・オブ・ネバダ・インク（Universal�
Distributing�of�Nevada,� Inc.、以下「UDN」といいます）の株式
を当社が100％取得することを承認しました。この承認に従い、当
社はUDN株式100％を2005年1月24日付にて取得いたしまし
た。UDNはネバダ州においてゲーミング機器の製造・販売・スロッ
トオペレーションのライセンスを保有している会社であり、2005
年3月17日付にて商号をアルゼゲーミングアメリカインク（Aruze�
Gaming�America,� Inc.、以下「AGA」といいます）に変更いたしま
した。2006年7月、NGCは当社に対し、期間制限のない製造者ライ
センスを付与しております。
　当社は、上記ライセンスおよび承認に関連して、ゲーミング機器
の製造、販売および流通に関する活動を管理するネバダ州の法律、
規則、政令および手続について、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
規制の内容を説明いたします。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NGCより、Wynn�Resorts,� Limitedの株主である
Aruze�USA,�Inc.の100％親会社としての承認も受けております。

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およびGCBの規則並び
に他の地域の法律、規制およ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およびゲーミ
ング機器並びに関連装置の製造、販売および流通は、犯罪や不正行
為な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およびGCBは、公共の健全性、安全、モラル、秩序およびネバ
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
ゲーミング機器および装置の製造者、販売者および流通者へのラ
イセンス付与、管理および支援に責任を負っています。

　NGCおよび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
令および手続は、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、好ましくないまた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責任ある会計慣行および手
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（財務関係事項およ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課税およ
びライセンス料を通じて州およ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、政令また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
影響がおよぶ可能性もあります。

　ネバダ州法により、ネバダ州内で使用または遊技するためのす
べ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、または
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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お
よび規則は、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。

　当社がAGAを子会社として買収した後も、AGAは引き続きネバ
ダ州内外でゲーミング機器の販売を行い、ネバダ州でスロットマシ
ン設置運営事業および他のゲーミング事業を行っています。AGA
は現在、ネバダ・ゲーミング当局のライセンスを取得しており、ネバ
ダ州で当社が事業を行うのに必要なライセンスおよび認可をすべ
て取得済みです。ネバダ州で販売される各ゲーミング機器につき、
AGAはNGCの承認をまず得ることを要求されます。また、AGAは、
販売し既に流通しているすべてのゲーミング機器に変更を加える場
合にはNGCの承認を求めることになります。

　ライセンスが付与された当社のゲーミング子会社の株主になり、
またそこから利益を受け取るためには、いかなる者も、まず先にネ
バダ・ゲーミング当局からライセンスおよび承認を得なければなり
ません。さらに、ライセンスが付与された当社のゲーミング子会社
の役員、取締役およ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また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
また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また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またはゲー
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
業に従事しまた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
州また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
ング税および手数料を徴収するネバダ州の機能を妨げる事業に従
事しまた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、ライセンスまた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、契約しまた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、当社および当社子会社が事
業を現在または今後展開する他の各地域で、ゲーミング機器の製造
または流通に関連して様々なライセンス、許可および承認が必要と
なります。当社とその子会社は、それらの各地域にゲーミング機器
を供給するため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、ゲーミング装置またはその構成部品を製造、運搬または受領
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、ゲーミング機器または他の装置の没収および押収並び
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、カジノまたはカ
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
のスロットマシンの支払機能を禁止または制限しており、またスロッ
トマシンの運営と台数を、管理された数のカジノまたはカジノ的娯
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。

　当社および当社子会社はゲーミング機械、ゲーミング機器および
他の装置を製造し、オーストラリア、日本および南アフリカなど様々
な国際市場に供給しています。当社は、事業を展開している様々な
海外の地域で製品を製造し、流通させ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。

にGCBに通知することが必要です。また、単独でまたは共同で、直
接的または間接的に、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、また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、ある者が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、清算または類似の取
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、経営方針または事業
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、子会社および関連
会社の活動を監督、監視および調査する際に発生するGCBおよび
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。

　ライセンスまたは適格性の認定を取得することが求められている
者はすべて、そのためのGCB調査費用をすべて負担しなければな
りません。NGCまたはGCBの議長による命令を受けてから30日以
内にライセンスまたは適格性の認定の申請を行わないもしくは拒否
する者はすべて、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得ます。ある
者について、当社またはそのゲーミング・ライセンスを付与された

子会社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、利息または
他の支払いを行う（但し当社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すべ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、すべてのライセンスまたは適格性の認定を否定し、停止
しまたは撤回することができます。当社また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、特定の法定手続および規制手続に
従って、制限され、条件を付けられ、停止されまたは撤回されるこ
ともありえます。さらに、当社およびライセンスを付与されている
ゲーミング子会社並びに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
運営するため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
ともあり得ます。当社ゲーミング・ライセンスの制限、条件付与、停
止、撤回また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、資産または株式
の取得もしくは経営また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および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、取締役および当該組織
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・ライセンス保持者および
その関連公開会社に影響をおよぼす敵対的企業買収、株式の買戻
しおよび企業防衛戦略は、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およぼす可能性のあるこれ
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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
1,325名（連結）、366名（単体）
（平成20年6月27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20年3月31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・販売および、ウィン・リゾーツ
社を通じ、世界最大級のカジノリゾート運営への共同事業者
としての参画
本社� 工場（２ヶ所）

岡 田 � 和 生 取締役会長（指名委員、報酬委員）
澤 田 � 宏 之 社外取締役（監査委員長）
岡 田 � 知 裕 取締役 （監査委員）
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）
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）
徳 田 � 　 一 代表執行役社長
關 　 � 宏 毅 執行役
丹 治 � 幹 雄 執行役
山 崎 � 和 彦 執行役

アルゼグループ事業所一覧（平成20年3月31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
主要な子会社 （平成20年3月31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）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。

アルゼマーケティングジャパン（株） 日本アミューズメント放送（株）
アルゼレンタルサービス（株） （株）ピートゥピーエー
（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.
（株）セタ 北京アルゼ科技開発有限公司
アルゼメディアネット（株）




