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１．18 年 3月期の連結業績（平成 17 年 4 月 1日～平成 18 年 3 月 31 日） 

(１)連結経営成績                                             （金額の表示：百万円未満切捨て） 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18 年 3 月期 32,594 △14.1 4,824 △44.2 5,023 △43.4

17 年 3 月期 37,947 16.3 8,644 18.7 8,882 26.2

 

1 株当たり 潜在株式調整後１株 株 主 資 本 総  資  本 売  上  高     
当 期 純 利 益 

当期純利益 当たり当期純利益 当期純利益率 経常利益率 経常利益率

 百万円 ％ 円 銭  円 銭 ％ ％ ％

18 年 3 月期 2,969 △40.4  98 42  98 21 11.3 14.8 15.4

17 年 3 月期 4,983 22.4 166 42 165 31 21.8 28.5 23.4

（注）①持分法投資損益 18 年 3 月期  ―百万円   17 年 3 月期  ―百万円 

   ②期中平均株式数（連結） 18 年 3 月期 29,567,465 株   17 年 3 月期 29,554,736 株 

   ③会計処理の方法の変更  無 

   ④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 

⑤平成 17 年３月 18 日付で普通株式１株を 1.5 株にする株式分割を実施いたしました。17 年３月期の１株当たり当期純利益及び潜在

株式調整後１株当たり当期純利益は、期首に株式分割が行われたものとして算出しております。 

 

(２)連結財政状態 

 総 資 産 株 主 資 本 株主資本比率 １株当たり株主資本 

 百万円 百万円 ％ 円 銭 

18 年 3 月期 34,947 27,486 78.7    927  11 

17 年 3 月期 32,875 25,019 76.1    844  43 

（注）①期末発行済株式数（連結） 18 年 3 月期 29,583,982 株   17 年 3 月期 29,551,791 株 

②平成 17 年３月 18 日付で普通株式１株を 1.5 株にする株式分割を実施いたしました。 

 

(３)連結キャッシュ・フローの状況 

営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同等物    

キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー 期  末  残  高 

 百万円 百万円 百万円 百万円 

18 年 3 月期 2,369 △2,616   △1,416 10,242 

17 年 3 月期 3,169 △1,975 △ 899 11,621 

 

(４)連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

  連結子会社数   ９社  持分法適用非連結子会社数   －社  持分法適用関連会社数   －社 

 

(５)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

  連結（新規）  －社 （除外） －社  持分法（新規） －社 （除外） －社 

 

２．19 年 3月期の連結業績予想（平成 18 年 4月 1日～平成 19 年 3月 31 日） 

 売 上 高 経 常 利 益 当 期 純 利 益 
 百万円 百万円 百万円 

中間期 18,800 3,300 2,000 

通 期 38,800 6,700 4,200 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 141 円 97 銭 

（注）上記の予想は、現時点において得られた情報に基づいて作成しており、実際の業績は業況の変化などにより、記載の予想とは大きく

異なる可能性があります。 なお、上記の予想の前提条件等については、決算短信（連結）の添付資料の 10 頁を参照ください。 
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（１）企 業 集 団 の 状 況  

 

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は日本金銭機械株式会社（当社）及び連結子会社９社、非連結子会社１社に

より構成されており、当社及び各子会社が営んでいる主な事業は金銭関連機器の製造・販売等であります。また、国内の

非連結子会社であるマーキュリーシステム株式会社は現在事業活動を行っておりません。 

当社グループにおける事業の種類別セグメントは、大別して「金銭関連機器事業」及び「レジャー関連その他の事業」

に区分されますが、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の資産の金額の合計額に占める「金銭関連

機器事業」の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報を記載しないことができる場合に該当

いたします。従って、事業の種類別セグメント情報の記載が必要な箇所については、当該情報に代えて、「貨幣処理機器」、

「金銭登録機」、「遊技場向機器」、「その他」の事業部門ごとに区分して記載いたします。 

なお、各事業部門の主要製品、製品細目及びその用途は以下のとおりであります。 

 

 ①貨幣処理機器 

当部門の主要製品、製品細目及びその用途は以下のとおりであります。 

主 要 製 品 製 品 細 目 用            途 

コンポーネント機器 紙幣識別機ユニット ゲーム機、自動販売機等の紙幣受取部として使用されます。 

 

紙幣還流ユニット 同一ユニット内で紙幣の受取りと払出しの双方を行い、受取った

紙幣をユニット内に一時保管した後、釣銭等として払出す(還流)

ことが可能な装置であり、自動販売機等で使用されます。 

貨幣処理機器 自動納金機 異金種が混在している貨幣の金種を選別し、枚数を計数したうえ

で保管する装置で、タクシー・宅配便営業所及び流通小売店舗等

において単独もしくは現金警送システムの端末機として使用され

ます。 

 

入出金機、釣銭機 

 

スーパーマーケット、外食産業、ガソリンスタンド等来店客との

金銭授受の頻度が高く、また金銭管理の正確化、効率化を必要と

する場所での現金授受業務の改善を目的として使用されます。 

 
紙幣鑑別機 金融機関の外国為替窓口等で紙幣の真偽鑑別手段として使用され

ます。 

ＯＥＭ端末機 ＯＥＭ端末機 他社に対してＯＥＭ供給する製品であります。 

紙幣識別機ユニットは、当社グループの売上高の約半数を占める主力製品であり、現在、主として米国を中心とした

ゲーミング市場において、スロットマシン等のゲーム機の紙幣受取部として搭載されており、同市場において当社グル

ープの製品は大きなシェアを獲得しております。近年では、紙幣の受取りだけでなく、払出しも可能な紙幣還流ユニッ

トをラインナップに加えるとともに、各種の精算機、情報端末機、自動販売機、現金出納機及び流通向けＡＴＭなどの

用途としてコマーシャル市場向けにも販売を展開しております。 
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②金銭登録機 

当部門の主要製品、製品細目及びその用途は以下のとおりであります。 

主 要 製 品 製 品 細 目 用            途 

金銭登録機 

 

 

金銭登録機 

（ＥＣＲ、ＰＯＳ） 

百貨店、スーパーマーケット、専門店、レストラン等の売上金額

集計及び売上分析、在庫、仕入及び発注等の管理、さらには経営

管理資料作成等に使用されます。 

当部門の製品は、単能機としての電子レジスターと、売上分析、在庫、仕入、発注管理等が可能なＰＯＳシステム機

に大別できます。近年はパソコンを利用した通信環境の整備により、複数の店舗を一括して管理するネットワーク対応

型が主流となっており、そのためのソフトウエアの開発にも注力しております。 

 

③遊技場向機器 

当部門の主要製品、製品細目及びその用途は以下のとおりであります。 

主 要 製 品 製 品 細 目 用            途 

遊技場向機器 

 

 

メダル自動補給システム 

 

 

パチンコ店のパチスロ機及び台間メダル貸機に不足するメダルを

補給するとともに、パチスロ機からオーバーフローしたメダルを

自動的に回収、洗浄する装置であります。 

 
台間メダル貸機 

 

パチンコ店の遊技機間に設置し、紙幣を挿入することによりメダ

ルを放出する目的で使用されます。千円札専用の従来タイプの他

は、一万円札までの受取が可能な、高額紙幣対応機の普及が進ん

でおります。 

 パチスロ機 パチンコ店において遊技機として使用されます。 

 

その他 

（両替機、貨幣払出機） 

両替機はパチンコ店内での紙幣の両替目的で使用されます。 

貨幣払出機は景品交換所において、金額に応じた貨幣を払出す目

的で使用されます。 

貨幣処理技術の応用製品として、貨幣の識別及び搬送技術の応用によりメダル自動補給システム、台間メダル貸機及び

その他パチンコ店内での貨幣処理の自動化のための各種装置を製造販売しております。また、当部門における取扱製品の

充実、及びそれによる顧客層の広がりやビジネスチャンスの増加を目的としてパチスロ機の販売も行っております。 

 
 ④その他 
当部門の主要製品、製品細目及びその用途は以下のとおりであります。 
主 要 製 品 製 品 細 目 用            途 

耐火金庫 耐火金庫 家庭及び事務所用の耐火庫として使用されます。 

環境・衛生関連機器 
 

環境・衛生関連機器 
 

百貨店、スーパーマーケット及び食品関連工場等で殺菌・消臭・

消毒用に使用されます。 

アミューズメント事業 － ゲームセンターの運営。 
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日

本

金

銭

機

械

株

式

会

社 

顧

客 

 
 
海外子会社（製造･販売） 

◎JCM GOLD(H.K.)LTD.(香) 

◎SHAFTY CO.,LTD.(香) 

不動産賃貸 

海外子会社（販売） 

◎JCM AMERICAN CORP.(米) 

◎JAPAN CASH MACHINE 
GERMANY GMBH.(独) 

◎JCM UNITED KINGDOM 

LTD.(英) 

◎JCM GOLD USA,INC.(米) 

 

国内子会社（製造・販売・保守） 

◎ジェーシーエムテクノサポート株式会社 

◎ＪＣＭメイホウ株式会社（※２） 

◎ゴールドシステム株式会社 

マーキュリーシステム株式会社（※３） 

製品・サービス 

製品 

製品 

製品・サービス 

※１ ◎は連結子会社であります。 
※２ ＪＣＭメイホウ株式会社は、平成 18 年１月１日付をもって、株式会社名豊商事から商号を 

変更いたしました。 
※３ マーキュリーシステム株式会社は、非連結子会社で持分法非適用会社であり、現在、事業 

活動活動を行っておりません。 

以上の事項を事業系統図によって示すと以下のとおりとなります。 

製品・原材料 

製品 

製品 

製品 

製品・サービス 
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関係会社の状況 

連結子会社 

名称 住所 資本金 
主要な事業の
内容 

議決権の
所有割合
又は被所
有権割合
（％） 

関係内容 

JCM GOLD(H.K.)LTD. 
（注２） 

香港 17,500千HK$
貨幣処理機器
等の製造販売

100 

当社より製品及び原材料を仕入
れ、当社に製品を販売しており
ます。 
役員の兼任等…有 

JCM AMERICAN CORP. 
（注２）（注４） 

米国ネバダ州 7,200千US$
貨幣処理機器
の販売 

100 
当社より製品及び部品を仕入
れ、販売しております。 
役員の兼任等…有 

SHAFTY CO.,LTD. 香港 7,500千HK$ 不動産賃貸業 100 
JCM GOLD(H.K.)LTD.へ不動産を
賃貸しております。 
役員の兼任等…有 

JCM GOLD USA,INC. 
米国 
ニュージャー
ジー州 

230千US$
金銭登録機の
販売 

100 
(100) 

当社より製品を仕入れ、販売し
ております。 
役員の兼任等…有 

JAPAN CASH MACHINE 
GERMANY GMBH. 
（注２）（注４） 

ドイツ 
デュッセルド
ルフ市 

1,650千EUR
貨幣処理機器
等の販売 

100 
当社より製品及び部品を仕入
れ、販売しております。 
役員の兼任等…有 

JCM UNITED KINGDOM 
LTD. 

英国 
ミルトンキー
ンズ市 

500千英ポンド
貨幣処理機器
等の販売 

100 
当社より製品及び部品を仕入
れ、販売しております。 
役員の兼任等…有 

ＪＣＭメイホウ㈱ 東京都台東区 10,000千円
遊技機等の販
売 

100 
当社より製品を仕入れ、販売し
ております。 
役員の兼任等…有 

ジェーシーエムテク
ノサポート㈱ 

大阪市平野区 70,000千円
貨幣処理機器
等 の 設 置 工
事、修理請負

100 
当社より販売した製品のメンテ
ナンスをしております。 
役員の兼任等…有 

ゴールドシステム㈱ 大阪市平野区 24,000千円
環境・衛生関
連機器の製造
販売 

100 
当社に製品を販売しておりま
す。 
役員の兼任等…有 

（注） １．主要な事業の内容の欄は、事業の種類別セグメントに代えて、事業部門別に記載しております。 

２．特定子会社に該当いたします。 

３．議決権の所有割合欄の（  ）内は間接所有割合で内数であります。 

４．JCM AMERICAN CORP.及び JAPAN CASH MACHINE GERMANY GMBH.については、売上高（連結会社相互間の内

部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が 10％を超えておりますが、所在地セグメントの北米及び

欧州の売上高に占める、それぞれ JCM AMERICAN CORP.、JAPAN CASH MACHINE GERMANY GMBH.の売上高（セ

グメント間の内部売上高又は振替高を含む。）の割合が 90％を超えておりますので、主要な損益情報等の

記載を省略しております。 
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（２）経 営 方 針  

 

１．会社の経営の基本方針 

日本金銭機械株式会社及びそのグループ会社は、「成果は顧客にあり」をモットーに、昭和30 年（1955 年）の創業

以来、顧客第一主義を実践しており、顧客のニーズや市場の動向を機敏にとらえ、マーケット密着型の営業と品質最重

視の製品づくりを推進しております。さらには平成16年７月に環境マネジメントシステム（ＩＳＯ１４００１）を取得

し、環境保全、法的要求事項の遵守、環境汚染の予防並びに継続的に改善するシステムの構築を実践するとともに、貨

幣の鑑別・選別、受渡し、計数管理等の業務を含めた流通・保管面での省力化と、人と貨幣の信頼関係を確保するため

の高精度化を実現するなど、人と地球に優しい事業活動に取り組んでおります。 

これらの基本方針に基づき、株主、投資家、取引先、地域住民、従業員などの広範囲のステークホルダーとの良好な

関係を継続しつつ、企業価値並びに株主の皆様の共同の利益を向上させるべく、適正かつ効率的な企業運営の推進に努

めております。 

 

２．会社の利益配分に関する基本方針 

株主の皆様への利益還元に関しましては、永く当社株式を保有していただくことを目的に、安定・継続的な利益配当

を確保しつつ、業績に基づいた成果配分を行うことを基本としております。具体的には、安定・継続的な配当部分とし

て単体業績ベースの配当性向25％を最低ラインとして定め、業績、経営環境や株価配当利回り等を勘案しつつ、積極的

な利益還元を実施してまいります。 

内部留保につきましては、既存事業の強化と新規事業の育成のための研究開発、設備投資、他社との資本提携並びに

Ｍ＆Ａなどに向けて有効に活用し、さらなる株主価値の向上を図ってまいります。また、ストック・オプションについ

ては、株主利益向上のためのインセンティブとして当社グループの取締役及び管理職社員を対象に付与しております。 

当期の業績につきましては、遺憾ながら売上高、利益ともに前期比減少となりましたが、内部留保の状況、今後の業

績見直し及び配当利回り等を慎重に検討するとともに、当社の利益還元の基本的な考え方である｢株主の皆様に長期的

に当社株式を保有いただくこと｣を積極的に実践するため、当期末の１株当たりの配当金につきましては、従来予想18

円より４円増配し、同22円（年間配当金40円）を予定いたしております。  

 

３．投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

当期末における当社の株主数は、16,005名と前期末に比べて7,563名と大幅に増加いたしました。また当社は、平成

13年８月に単元株式数を1,000株から100株に変更しており、現在の株価水準では最低投資金額は20万円程度となってお

ります。このような状況を考慮すると、現時点においては、投資単位の引下げを行う必要はないものと考えております

が、引き続きその要否について検討してまいります。 

 

４．目標とする経営指標 

当社グループは、株主資本を効率的に活用しつつ、株主価値の拡大をはかるという視点に立ち、平成20年３月期にお

いて、売上高経常利益率25%、株主資本当期純利益率（ＲＯＥ）25%の達成を目標といたしております。それぞれの指標

の推移は次のとおりです。 

 
平成16年3月期

実績 

平成17年3月期

実績 

平成18年3月期 

実績 

平成19年3月期

予想 

売上高経常利益率 21.6 23.4 15.4 17.3 

株主資本当期純利益率(ＲＯＥ) 21.2 21.8 11.3 14.5 

今後は、平成17年３月期の水準の更新を目指すとともに、平成20年３月期において目標値を達成すべく努力してまい

ります。 
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５．中長期的な会社の経営戦略 

現在、当社は平成20年３月期を最終年度とする中期経営計画「JCM World 21」を推進しております。これまで培って

きた海外市場を中心とした事業基盤とＪＣＭブランドを更に強固にしながら、新たな成長ステージにチャレンジしてい

くことを基本方針として策定しております。 

この基本方針のもとに、海外ゲーミング市場、コマーシャル市場及び国内の各市場に向け、当社独自の技術･開発力、

知的財産、営業基盤などの経営資源を効率的に集結させることにより、ますます高度化･多様化する顧客ニーズに対応

した新製品の開発に取り組んでまいります。 

併せて、市場環境の変化を的確に捉えながら、取扱製品のラインナップの充実、販売方法の多様化を図るなど、積極

的に事業領域を開拓することにより、平成17年3月期における過去最高水準の業績を着実に伸長させて行き、今後更な

る成長ステージを目指してまいります。 

 

６．会社の対処すべき課題 

当社グループの経営戦略を実現するために、今後当社グループが対処していくべき課題、並びにそれにより期待でき

る効果は以下のとおりであります。 

 

①海外ゲーミング市場 

本市場では、規制緩和による市場の拡大が世界的に進むと同時に、競合他社の進出や攻勢が勢いを増しております。

当社グループでは、欧米でのシェアを確保するとともに、これらの競合会社に打ち勝ち、特に成長が著しいアジア地

域などにおいても売上の拡大をはかり、世界のゲーミング市場でのマーケットリーダーを目指してまいります。 

このためには、鑑別精度の向上や現金管理機能の付加など、製品自体の性能の向上を図るとともに、顧客へのサポ

ート体制を充実させ、偽造紙幣や新紙幣への対応を迅速に行うことが必要不可欠であると考えます。また、当社製品

の用途や取扱商品の幅を広げ、コンポーネントサプライヤーとして、トータルなサービス体制を構築してまいります。 

②海外コマーシャル市場 

本市場では、情報端末機、自動販売機、各種の精算機などの用途に向けて、紙幣の取扱性能を大幅に向上させた紙

幣識別機ユニット等の販売を展開しており、既に米国の自動販売機向けに採用され、徐々に成果が現れつつあります。 

今後は、情報端末機やセキュリティ分野、金融機関向けなど、対象分野を拡大するとともに、処理精度や信頼性の

向上、並びにコストダウンなど、顧客の要望を実現することで、当社製品の一層の市場への浸透を目指してまいりま

す。 

③国内遊技場向機器 

本市場は、メダル自動補給システム等の設備機器の導入が順調に推移しております。今後は、近年における遊技客

の嗜好の多様化に対応し、より一層の業績の拡大をはかるべく、アビリット株式会社との業務提携を含め、取扱製品

の一層の充実をはかるとともに、効率的なホール経営や遊技客の快適な余暇空間作りに向けて、当社が蓄積したノウ

ハウを活用した製品やサービスを供給してまいります。 

また、当社が得意とする設備機器は、大規模での導入ほど省力化のメリットが高く、これまで大手ホールチェーン

店を中心に導入が進んでおりますが、小規模での導入においてもコストパフォーマンスの高い製品を投入することで

中小規模のホールへの販売拡大を目指します。 

④国内貨幣処理機器  

本市場では、流通・小売店舗での集配金業務の端末となる自動納金機、及び各種の精算機、情報端末機、自動販売

機、現金出納機及び流通店舗向け小型ＡＴＭなどの用途に向けた紙幣還流ユニットの販売を本格化させております。

当期においては、種々の要因により、当初想定していた展開には至っておりませんが、今後は、製品の機能や信頼性

を高めていくとともに、流通・外食市場だけではなく、現金管理の重要性の高い遊技場市場向けなどにも、販路を拡

大させてまいります。 
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⑤長期的視野にたった新規技術の開発 

紙幣の鑑別・センサー・搬送技術の一層の高機能・高精度化をはかるとともに、コマーシャル市場への本格展開に

必要不可欠な技術として、硬貨に関する技術の強化にも取り組むこととしており、今後紙幣・硬貨双方のユニットの

充実により、当社グループの優位性をより堅固なものとしてまいります。 

⑥生産体制の強化・拡充 

国内の主力工場である長浜工場（滋賀県長浜市）の増築工事が平成 17 年 11 月に完了し、国内の生産及び物流の中

核拠点として、生産から出荷までの体制が整いましたので、より一層のコストダウン並びに生産・物流の効率化に努

めてまいります。 

一方、海外では、現在、中国を主たる生産拠点としておりますが、リスク分散等を目指し、第二の海外生産拠点の

確保に向け、検討を重ねてまいります。このような生産拠点の整備に併せ、日本では基幹部品の手配、中国あるいは

第二海外生産拠点では汎用部品の手配や中間品の組立て、最終消費地では顧客毎の個別仕様に応じた最終組立て及び

検査と、機能別に役割を明確化することで、生産リードタイムの短縮や在庫の削減などに努めてまいります。 

そのほか、これらの施策を具現化するために、グローバル規模におけるリアルタイムでの経営情報の把握を目的と

したネットワークシステムの導入にも継続して取り組んでまいります。 

 

これらにより、業績の一層の向上、企業競争力の強化、並びに企業経営の安定化を目指すとともに、国内外での市

場環境の変化や為替相場の変動など、いかなる状況においても即応できる柔軟な企業体質の確立に努め、当社の特徴

であるバランスの取れた経営体制を一層強固なものとしてまいります。株主の皆様におかれましては、今後とも一層

のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申しあげます。 

 

 

７．親会社等に関する事項 

当社は、親会社等はありません。 
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（３）経営成績及び財政状態 

１．経 営 成 績 

（１）営業の概況（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで） 

当期におけるわが国経済は、設備投資の増加や個人所得・雇用環境に改善が見られるなど、堅調な内需の拡大に加え、

持ち直してきた輸出など外需の伸びを背景に、企業収益が向上し、総じて景気は回復基調で推移いたしました。 

海外では、中国の高成長を背景にアジア経済は順調な拡大が続いております。米国経済につきましてもエネルギー価

格高騰にもかかわらず、消費、設備投資を牽引役に底堅い動きが続いております。一方で期後半には、原油など高騰す

る原材料価格や金融の量的緩和解除とそれに伴う金利上昇など先行きに不透明感を残しました。 

当社グループを取り巻く市場環境は、大手企業を中心に業績改善を背景とした設備投資意欲の拡大がありましたが、

国内の貨幣処理機器の分野では、前期に見られた新紙幣の改刷需要が終息したことに加え、北米ゲーミング市場におけ

るゲーム機需要の一巡などにより、大幅な需要の拡大には至りませんでした。 

当社グループでは、このような市場環境の変化に対応するため、新製品の上市や新規市場や顧客の開拓に努めました

が、海外向け製品のモデルチェンジ、国内向け新製品の投入に加え、製品のエコ対応などが一時期に集中したことなど

により、一部の製品開発に遅れが生じたことに加え、新製品の市場信頼性の確保にはなお若干の時間を要するなど、当

初の計画に沿った展開には至りませんでした。 

その結果、当連結会計年度の売上高は、325 億 94 百万円（前期比 14.1％減）となりました。利益面では、利益率の高

い貨幣処理機器製品の売上高が減少したことや、新市場への展開に係る投資負担の増加により、営業利益は 48 億 24 百

万円（前期比 44.2％減）、経常利益は 50 億 23 百万円（前期比 43.4％減）、当期純利益は 29 億 69 百万円（前期比 40.4％

減）となりました。 

当期の国内売上高は 161 億 15 百万円（前期比 18.3％減）となり、海外売上高は 164 億 79 百万円（前期比 9.6％減）

となりました。その結果、当期の海外売上高比率は 50.6％となり、前期に比べ 2.6 ポイント増加いたしました。 

また、当期の平均為替レートは、米ドルは 110.94 円（前期 108.07 円）、ユーロは 137.31 円（前期 134.41 円）となり、

ともに前期に比べて円安で推移いたしました。 

 

（２）事業部門別の状況 

各事業部門別の売上高の状況は次のとおりです。                

増減 

 

前期 

(17年３月期) 

売上高(百万円) 

当期 

(18年３月期) 

売上高(百万円) 
金額(百万円) 増減率(％) 

貨 幣 処 理 機 器 23,992 18,340 △5,651 △23.6 

金 銭 登 録 機 717 525 △192 △26.8 

遊 技 場 向 機 器 12,159 12,539 379 3.1 

そ の 他 1,076 1,188 111 10.4 

合 計 37,947 32,594 △5,352 △14.1 

 

①貨幣処理機器 

国内向けでは、前期に見られた新紙幣改刷需要の終息に加え、流通・外食産業向けの自動納金機や遊技場機器向けの

紙幣識別機ユニットの販売につきましても当初計画に沿った展開には至りませんでした。 

一方、海外では主力のゲーミング市場向けでは、需要一巡等により減少しましたが、欧州向けではロシアなど東欧向

けを中心に引き続き順調に推移いたしました。 
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②金銭登録機 

ＥＣＲ（単能機）市場においては、需要が減少するなど、厳しい状況が続いております。このため、当社グループで

は付加価値の高いシステム機の開発に投資を集中させ、顧客層を絞り込んだ営業展開を行っておりますが、当用途向け

の新機種の市場投入が期末近くになったことなどから当期の業績に寄与するまでには至りませんでした。 

③遊技場向機器 

遊技場市場を取り巻く環境は、有力チェーン店が拡大する一方、小規模店舗が淘汰されておりホール会社全体の売上

高は、ほぼ横ばいで推移しております。また、遊技機規則の改定により必要となる遊技機本体の入替により、ホール会

社に設備機器への投資抑制の傾向が見られる一方、多くの遊技機関連メーカーが、新たに設備機器の分野へ参入するな

どメーカー間の競合が厳しくなってきております。このような状況のもと、当社では、高額紙幣対応台間メダル貸機の

機能が評価されるなど好調に推移いたしました。 

④その他 

環境・衛生関連機器につきましては、流通業界などで、衛生安全のニーズの高まりなどにより、販売は増加いたしま

した。 

 

（３）所在地別セグメントの状況 

所在地セグメントの状況は次のとおりです。               

 

日 本 

 

 （百万円） 

北 米 

 

 （百万円） 

アジア 

 

 （百万円） 

欧 州 

 

 （百万円） 

 消去又は 

全社 

（百万円） 

連 結 

 

 （百万円） 

当期(18 年３月期) 28,078 10,156 6,034 5,982 (17,657) 32,594 

前期(17 年３月期) 31,784 12,091 9,773 5,642 (21,344) 37,947 

増 減 額 △3,705 △1,935 △3,739 340 3,687 △5,352 

売 

上 

高 

増 減 率 （ ％ ） △11.7 △16.0 △38.3 6.0 － △14.1 

当期(18 年３月期) 2,711 796 246 1,176 (107) 4,824 

前期(17 年３月期) 5,133 1,725 592 1,388 (194) 8,644 

増 減 額 △2,421 △928 △345 △211 86 △3,820 

営 

業 

利 
益 

増 減 率 （ ％ ） △47.2 △53.8 △58.3 △15.2 － △44.2 

 

①日本 

国内では、遊技場向機器部門は、メダル自動補給システムや高額紙幣対応メダル貸機の販売を積極的に展開いたしま

した。しかしながら、貨幣処理機器部門において、新紙幣改刷需要の終息のほか、北米を中心に需要が減少したことに

より全体としては減収減益となりました。 

②北米 

コマーシャル市場では、自動販売機向けなどに紙幣還流ユニットが採用されるなど次第に成果が現れつつあります。

一方、ゲーミング市場では、他社メーカーとの競合がより厳しくなっている中、当社では、新製品の本格的な販売に注

力してまいりましたが、コインレスタイプのゲーム機が普及し、買替需要が一巡したことなどにより、販売は低調に推

移いたしました。また、利益面では減収要因のほか、新規事業への先行投資や顧客サポート体制の拡充に伴う費用負担

により減益となりました。 
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③アジア 

主に、当社グループの海外生産の主力拠点として、遊技場向機器製品や貨幣処理機器製品等の生産を行っております。

国内外の売上高が減少したことに伴い、内部取引が減少いたしましたので、減収減益となりました。 

④欧州 

ロシアを中心とした東欧地区におけるゲーミング市場は、近年急速に拡大しておりますが、比較的参入障壁の低い同

地区では他社メーカーとの競合が増しております。このような中、当社では初期導入支援、ソフトウェア更新、メンテ

ナンスなどのサポートの質を向上させ、顧客からの信頼性を得たことにより増収となりましたが、利益面につきまして

は、他社メーカーとの価格競争の影響もあり減益となりました。 

 

 

（４）次期の見通し（平成18年4月１日から平成19年3月31日まで） 

海外においては、引き続き欧米ゲーミング市場での他社メーカーとの競合は続くものと予想されます。そのような中

で、カジノホールに対し、新たに金銭管理の省力化を目的とした機器の提案を行うとともに、今後市場拡大が見込まれ

るマカオなどのアジア市場において、当社製品の信頼性をアピールし、顧客サポートの充実を図ることで、現在のシェ

アを確保しつつ、将来の市場の成長に備えるなど、着実に業績の拡大を図ってまいります。さらに、コマーシャル市場

において、自動販売機向けやセキュリティ関連において、販売の拡大を図り、各種の情報端末、金融市場への参入に向

けた取り組みを行ってまいります。 

国内においては、遊技場向機器分野において、法改正などの市場環境の変化によるホールの設備機器への投資意欲が

低下することが懸念されますが、アビリット株式会社との提携など取扱製品の一層の充実を図り、有力チェーン店の積

極的な出店意欲に即応したコストや機能面で優位性の高い製品を販売してまいります。さらに貨幣処理機器分野におい

ては、流通・外食市場に向けて自動納金機を継続して拡販していくほか、現金管理の必要性の高い遊技場ホールに対し

ても、金銭管理における省力化や重要性をＰＲすることで販路を拡大してまいります。さらに、当社の主力であるコン

ポーネント機器についても、各種の精算機対応の販売を拡大してまいります。 

なお、次期の業績予想につきましては以下のとおりであり、３月29日に発表いたしました予想値からの修正は行って

おりません。 

 

次期（平成 19 年３月期）の業績予想                    

 
売上高 

（百万円） 

営業利益 

（百万円） 

経常利益 

（百万円） 

当期純利益 

（百万円） 

次期(19 年３月期)予想 38,800 6,700 6,700 4,200 

当期(18 年３月期)   32,594 4,824 5,023 2,969 

増 減 額 6,206 1,876 1,677 1,231 

増 減 率 （ ％ ） 19.0 38.9 33.4 41.5 

 

 

 

（参考情報） 

為替レートの想定値 

 米ドル ユーロ 

次期(19 年３月期)予想 110.00 円 135.00 円 

当期(18 年３月期)   110.94 円 137.31 円 
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事業部門別の売上高予想                           

増減 

 

当期 

(18年３月期) 

(百万円) 

次期予想 

(19年３月期) 

(百万円) 
 金額(百万円)  増減率(％) 

貨 幣 処 理 機 器 18,340 22,700 4,360 23.8 

金 銭 登 録 機 525 800 275 52.4 

遊 技 場 向 機 器 12,539 14,000 1,461 11.7 

そ の 他 1,188 1,300 112 9.4 

合 計 32,594 38,800 6,206 19.0 

 

 

所在地別セグメント情報の予想                       

 

日 本 

 

(百万円) 

北 米 

 

(百万円) 

アジア 

 

(百万円) 

欧 州 

 

(百万円) 

消去又は

全社 

(百万円) 

連 結 

 

(百万円) 

次期(19 年３月期)予想 33,500 11,900 7,400 6,550 (20,550) 38,800 

当期(18 年３月期)   28,078 10,156 6,034 5,982 (17,657) 32,594 

増 減 額 5,422 1,744 1,366 568 △2,893 6,206 

売 

上 

高 

増 減 率 （ ％ ） 19.3 17.2 22.6 9.5 － 19.0 

次期(19 年３月期)予想 4,050 1,000 300 1,350 (－) 6,700 

当期(18 年３月期)   2,711 796 246 1,176 (107) 4,824 

増 減 額 1,339 204 54 174 107 1,876 

営 

業 

利 

益 

増 減 率 （ ％ ） 49.4 25.6 22.0 14.8 － 38.9 
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２．財 政 状 態 

当期末の総資産は349億47百万円（前期末比6.3％増）、負債の合計は74億60百万円（前期末比5.0％減）、資本の合計

は274億86百万円（前期末比9.9％増）となりました。また、当期末の現金及び現金同等物は、102億42百万円となり、前

期末より13億79百万円（前期末比11.9％減）減少いたしました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

税金等調整前当期純利益 50 億 53 百万円や、減価償却費７億 31 百万円、たな卸資産の減少 12 億 20 百万円、仕入債

務の増加７億 5百万円などによる資金の増加や、引当金の減少２億１百万円、その他資産負債の増減額 13 億 41 百万円、

法人税等の支払額 36 億 93 百万円などによる資金の減少の結果、当期における営業活動によるキャッシュ・フローは 23

億 69 百万円の収入となり、前期に比べ８億円減少いたしました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

長浜工場の増築、北米での事業用土地取得並びに生産用金型などの有形固定資産の取得による支出 17 億 87 百万円、

グループネットワークシステム構築を主とした無形固定資産の取得による支出２億 75 百万円、投資有価証券の取得によ

る支出８億 82 百万円、投資有価証券の売却による収入３億 18 百万円などにより、投資活動によるキャッシュ・フロー

は 26 億 16 百万円の支出となりました。前期に比べ、事業拠点の整備及び資本提携がありましたので、投資活動による

支出は６億 40 百万円増加いたしました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

配当金の支払い 14 億 77 百万円を主因として、財務活動によるキャッシュ・フローは 14 億 16 百万円の支出となりま

した。前期に比べ、社債の償還による減少がありましたが、配当金の支払額が増加したため、財務活動による支出は５

億 17 百万円増加いたしました。 

 

次期のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益その他

により、50 億円程度の収入を予想しております。投資活動によるキャッシュ・フローは、主にグローバルネットワーク

システム構築費用並びに生産用金型等により、15 億円程度の支出を予想しております。財務活動によるキャッシュ・フ

ローは、配当金の支払額等により 10 億円程度の支出を予想しております。 

これらを合計して、次期の期末時点における現金及び現金同等物の期末残高は 125 億円程度となり、当期に比べて 25

億円程増加する見込みであります。 

 

なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりであります。 

 平成14年3月期 15年3月期 16年3月期 17年3月期 18年3月期 

株主資本比率（％） 70.8 66.7 70.9 76.1 78.7

時価ベースの 

株主資本比率（％） 
126.1 91.1 215.5 246.3 193.43

債務償還年数（年） 0.6 0.1 0.1 0.0 0.1

インタレスト・ 

カバレッジ・レシオ 
42.6 258.7 406.2 395.9 935.8

※自己資本比率… 自己資本/総資産 

時価ベースの自己資本比率… 株式時価総額/総資産 

債務償還年数… 有利子負債/営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ…営業キャッシュ・フロー/利払い 

１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。 

３．営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しており

ます。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としてお

ります。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 
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３．事 業 等 の リ ス ク 

当社グループの経営成績、株価及び財政状況等に影響を及ぼす可能性のある事項には以下のようなものがあります。

なお、文中における将来に関する事項は、当期末現在において当社グループが判断したものであります。 

 

  (1)経済状況 

当社グループにおける全体の売上高のうち、重要な部分を占めるゲーミング市場向けの紙幣識別機ユニットの需要は、

販売先の国や地域の経済状況の影響を受けます。また、カジノに代表されるゲーミング業界は遊興のための施設であり、

ゲーミング市場自体の景況感は、各国の経済状況、紛争・テロなどの世界情勢、大規模な災害・事故など、個人の消費

マインドを低下させる事象の発生は当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

  (2)為替の変動 

当社グループの販売先は世界各国に及んでおり、全売上高に占める海外向けの依存度は高くなっています。海外売上

高の多くは外貨建取引であるため、必要な範囲内で為替予約取引を利用することにより、将来の為替レートの変動リス

クを回避するように努めておりますが、当社グループの業績は為替変動の影響を受けます。 

 

  (3)特定の製、商品への依存度 

当社グループでは、近年、貨幣処理機器部門への依存度が高くなっており、特に同部門に含まれる紙幣識別機ユニッ

トは、全売上高のうち多くを占める主力製品であるとともに、ゲーミング市場向けに占める割合が高くなっております。

当社グループは、北米を筆頭に各国のゲーミング市場で高いシェアを確保しておりますが、将来的にも高いシェアを維

持できるという保証はなく、高いシェアを有するがゆえに、競合他社による新規参入や価格競争の激化等によって、当

社グループの業績が影響を受ける可能性があります。 

 

  (4)ゲーミングに関する法律に基づく規制 

カジノ等のゲーミング業界では、犯罪組織とは関係ない者が、真正なゲーム機によって、偽りなく運営することを確

保するため、カジノの運営、ゲーム機の製造販売に関して厳しい法規制が実施されております。これらの法規制により、

紙幣識別機ユニットをゲーム機に搭載して販売することについても当局の許可が必要となるとともに、米国の一部の州

（又は自治区）では、紙幣識別機ユニットもゲーム機の一部と見なされ、ゲーム機と同様に販売に際しての許可が必要

となります。このため、世界各国、州等において、紙幣識別機ユニットの販売に許可が必要な場合はもちろん、紙幣識

別機ユニットの販売に対して規制がない場合であっても、スロットマシン等のゲーム機に対する法規制が変更される場

合においては、当社グループの業績が影響を受ける場合があります。 

また、当社グループでは、これらの許認可を取得するにあたり、会社はもちろんのこと、役員個人についても厳しい

審査を受けております。万一、当社や関連会社及び役員個人が、刑事犯罪などの法令違反行為があった場合は、許認可

を取消され、製品の販売ができなくなることによって、当社グループの業績が影響を受ける場合があります。 

 

  (5)海外生産の展開に関するリスク 

当社グループでは、製造原価の低減並びに為替リスクの回避のために香港、中国での海外生産を展開しており、現在

両地区での生産比率は40％程度であり、将来的にはこれを50％程度にまで高めることとしております。 

中国での生産の拡大は、領土問題、戦争責任等を背景とした政治情勢や、人民元の切り上げなどといったカントリー

リスクの影響を受けることとなるため、現在、第二の海外生産拠点の検討を行っております。しかしながら、当該生産

拠点の立ち上げまでには、今暫くの時間を有するものであり、現時点において、これらのカントリーリスクが現実のも

のとなった場合には、生産の縮小、中断等を余儀なくされることによって、当社グループの業績が影響を受ける可能性

があります。 
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  (6)売上債権の貸倒リスク 

当社グループでは、近年、遊技場向機器部門の売上高が拡大しております。当該製品の販売先である遊技場業界では、

これまでの商慣習などから、他業種に比べ、売上債権の回収期間が長期化する傾向があります。当社グループでは、売

上債権に対する与信管理を社内規定に基づき徹底するとともに、一定のルールに基づき貸倒引当金を計上し、貸倒損失

が業績に大きな変動を与えないように対処しております。 

一方、顧客であるパチンコホールでは、全体の店舗数が減少傾向にある中、各地の有力チェーン店が店舗数を増加さ

せる一方で、事業規模の小さいホールは閉店に追い込まれるなど、業界の再編成が続いております。このような状況下

で、当社グループでは、販売後も顧客の経営状況などを注視し、回収事故が発生しないように努めておりますが、今後

の業界の動向によっては、貸倒リスクが高まる可能性があります。 

 

  (7)国際税務に関するリスク 

移転価格税制に関しては、今後、ＡＰＡ（事前確認制度）を申請し、関係各国の税務当局間で予め当社グループ内に

おける取引価格の設定などにつき事前に承認を受け、二重課税などの税務リスクの回避に努めてまいります。しかしな

がら、各国の税制の変化によっては、国際税務に対するリスクが高まる可能性があります。 

 

  (8)訴訟に関するリスク 

昨年６月に、北米地区での競合会社から特許侵害による訴訟の提起を受けております。当社は、権利の侵害がないこ

とを確信しており、現在、その旨の対応を行っておりますが、今後の状況によっては、賠償金の支払いあるいは製品の

販売差し止めの命令を受ける可能性があります。 

一方、当社グループが保有する知的所有権については、その保護を積極的に進めております。さらに、第三者の知的

所有権を侵害しないように十分に調査を行ったうえで、製品開発を行っております。しかしながら、各国の法制度の違

いなどにより、特許侵害訴訟を受け、賠償額の支払いなど、業績あるいは財務状況に影響を与える可能性があります。  

 

 (9)環境対策に関するリスク 

当社及び当社グループの一部は、平成16年７月に環境マネージメントシステム（ＩＳＯ１４００１）を取得するとと

もに、各国や地域の環境法規制に遵守した製品作りを行っております。当社グループは、環境への配慮をさらに高める

努力を継続しておりますが、環境法規制は国や地域によって様々であるとともに、近年その規制対象は拡大する傾向に

あります。また、環境対策に関する経済負担は大きくなるとともに、当社製品が規制を遵守できず、何らかの法的制裁

を受け、業績に影響を与える可能性があります。  

 

 なお、上記以外にも様々なリスクがあり、ここに記載されたものが当社グループのすべてのリスクではありません。 

 

 

 

 

 
 
    

業績予想等は本資料の作成時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績はその後の様々な要因の

変化により、予想値と異なる可能性があります。 
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（４）連 結 財 務 諸 表 等           
１．連結貸借対照表 

   
前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減金額 
(△印減) 
 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  11,675,391 10,287,878  △1,387,513

２．受取手形及び売掛金  6,726,615 7,006,767  280,151

３．有価証券  940,585 1,093,986  153,401

４．たな卸資産  7,407,252 6,547,409  △859,842

５．繰延税金資産  1,404,162 1,454,133  49,970

６．その他の流動資産  477,106 733,077  255,970

貸倒引当金  △187,453 △157,736  29,717

流動資産合計  28,443,660 86.5 26,965,515 77.2 △1,478,145

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１   

(1)建物及び構築物  998,986 1,764,439   765,452

(2)機械装置及び運搬具  109,716 113,396   3,679

(3)土地  376,648 630,636   253,987

(4)建設仮勘定  39,733 85,323   45,589

(5)その他の有形固定資産  807,556 851,806   44,249

有形固定資産合計  2,332,642 7.1 3,445,602 9.8 1,112,959

２．無形固定資産    

(1)営業権  14,648 11,560   △3,087

(2)連結調整勘定  2,260 －   △2,260

(3)ソフトウェア  142,164 270,762   128,598

(4)その他の無形固定資産  107,281 170,242   62,960

無形固定資産合計  266,355 0.8 452,565 1.3 186,209

３．投資その他の資産    

(1)投資有価証券 ※２ 976,001 1,867,072   891,070

(2)長期貸付金  783 14,455   13,671

(3)繰延税金資産  223,635 37,052   △186,582

(4)その他の投資等  699,831 2,225,216   1,525,384

貸倒引当金  △67,311 △60,302   7,008

投資その他の資産合計  1,832,940 5.6 4,083,493 11.7 2,250,552

固定資産合計  4,431,939 13.5 7,981,660 22.8 3,549,721

資産合計  32,875,599 100.0 34,947,176 100.0 2,071,576
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前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減金額 
(△印減) 

 

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形及び買掛金  3,701,003 4,749,031  1,048,028

２．短期借入金  128,859 120,449  △8,409

３．未払法人税等  1,954,584 300,991  △1,653,593

４．賞与引当金  505,674 426,983  △78,691

５．その他の流動負債  1,180,413 1,542,802  362,388

流動負債合計  7,470,535 22.7 7,140,257 20.4 △330,277

Ⅱ 固定負債    

１．繰延税金負債  24,823 31,364  6,541

２．退職給付引当金  73,880 8,761  △65,118

３．役員退職慰労引当金  263,614 258,114  △5,500

４．その他の固定負債  22,950 22,110  △839

固定負債合計  385,269 1.2 320,351 0.9 △64,917

負債合計  7,855,804 23.9 7,460,609 21.3 △395,194

    

（少数株主持分）    

少数株主持分  － － － － －

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※４ 2,181,695 6.6 2,216,945 6.4 35,250

Ⅱ 資本剰余金  2,029,136 6.2 2,069,338 5.9 40,202

Ⅲ 利益剰余金  21,130,910 64.3 22,556,433 64.6 1,425,522

Ⅳ その他有価証券 
評価差額金 

 276,675 0.8 463,835 1.3 187,160

Ⅴ 為替換算調整勘定  △503,988 △1.5 289,064 0.8 793,052

Ⅵ 自己株式 ※５ △94,633 △0.3 △109,051 △0.3 △14,417

資本合計  25,019,795 76.1 27,486,566 78.7 2,466,771

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

 32,875,599 100.0 34,947,176 100.0 2,071,576
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２．連結損益計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

 
増減金額 
(△印減) 

 

Ⅰ 売上高  37,947,200 100.0 32,594,944 100.0 △5,352,256

Ⅱ 売上原価 ※２ 19,535,015 51.5 17,410,982 53.4 △2,124,033

売上総利益  18,412,185 48.5 15,183,962 46.6 △3,228,222

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2 9,767,609 25.7 10,359,782 31.8 592,173

営業利益  8,644,576 22.8 4,824,180 14.8 △3,820,396

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  44,642 93,126   

２．受取配当金  9,318 30,339   

３．為替差益  140,663 59,243   

４．その他  68,580 263,205 0.7 66,586 249,295 0.8 △13,909

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  7,480 2,531   

２．保険解約損  － 6,809   

３．賃貸借契約解約損  － 10,000   

４．その他  17,890 25,371 0.1 30,360 49,702 0.2 24,330

経常利益  8,882,410 23.4 5,023,773 15.4 △3,858,637

Ⅵ 特別利益    

１．前期損益修正益  － 126   

２．固定資産売却益 ※３ 12,545 3,016   

３．投資有価証券売却益  37,278 11,559   

４．貸倒引当金戻入益  26,888 76,712 0.2 69,531 84,234 0.3 7,521

Ⅶ 特別損失    

１．前期損益修正損  － 4,302   

２．固定資産売却損 ※４ 5,256 30   

３．固定資産除却損 ※５ 77,306 26,548   

４．ゴルフ会員権評価損  2,250 －   

５．リース解約損  16,224 －   

６．火災損失  29,913 －   

７. 長浜工場増築関連損失  － 16,490   

８．減損損失 ※６ － 7,458   

９．その他  16,374 147,324 0.4 － 54,829 0.2 △92,494

  

税金等調整前 
当期純利益 

 
8,811,798 23.2 5,053,177 15.5 △3,758,620

     



－  － 
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前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

 
増減金額 
(△印減) 

 

法人税、住民税及び事
業税 

 3,918,848 2,049,795   

法人税等調整額  △91,049 3,827,799 10.1 34,371 2,084,167 6.4 △1,743,631

当期純利益  4,983,999 13.1 2,969,010 9.1 △2,014,988

    

 



－  － 
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３．連結剰余金計算書 

 

         

 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
    至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
    至 平成18年３月31日） 

 

区分 
注記 
番号 

   金額（千円）    金額（千円） 

（資本剰余金の部）      

Ⅰ 資本剰余金期首残高   2,028,655  2,029,136 

Ⅱ 資本剰余金増加高      

１．新株予約権行使による 
新株の発行 

 －  35,250  

 ２．自己株式処分差益 481 481 4,952 40,202 

2,029,136 2,069,338 Ⅲ 資本剰余金期末残高 

 

 
 

 

 

 

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   16,845,616  21,130,910 

Ⅱ 利益剰余金増加高      

 １．当期純利益 4,983,999 4,983,999 2,969,010 2,969,010 

Ⅲ 利益剰余金減少高 
 

    

 １．配当金  648,504  1,477,988  

  ２．役員賞与 50,200 698,704 65,500 1,543,488 

21,130,910 22,556,433 Ⅳ 利益剰余金期末残高 
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４．連結キャッシュ・フロー計算書  

前連結会計年度 当連結会計年度  
 

  ( 自 平成16年４月１日至 平成17年３月31日 ) (
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 )

増減金額 
（△印減） 

区分 
注記

番号
金額（千円） 金額（千円）  

Ⅰ．営業活動によるキャッシュ・フロー     

 税金等調整前当期純利益  8,811,798 5,053,177 △3,758,620 

 減価償却費  647,815 731,519 83,704 

 減損損失  － 7,458 7,458 

 連結調整勘定償却額  2,260 2,260 － 

 引当金の増減額(△は減少額)  11,407 △201,066 △212,473 

 受取利息及び受取配当金  △ 53,961 △123,465 △69,504 

 支払利息  7,480 2,531 △4,948 

 為替差損益(△は差益)  △ 8,740 △18,489 △9,748 

 社債発行差金償却  111 － △111 

 投資有価証券売却損益(△は売却益)  △ 37,278 △11,559 25,718 

 有形固定資産除売却損益   70,017 23,561 △46,455 

 (△は売却益)     

 ゴルフ会員権評価損  1,500 － △1,500 

 売上債権の増減額(△は増加額)  △ 514,500 10,569 525,070 

 たな卸資産の増減額(△は増加額)  △ 1,362,706 1,220,916 2,583,622 

 仕入債務の増減額(△は減少額)  △ 1,571,334 705,994 2,277,328 

 未収消費税等の増減額(△は増加額)  50,563 △34,229 △84,792 

 その他資産負債の増減額  38,260 △1,341,110 △1,379,370 

 役員賞与の支払額  △ 50,200 △65,500 △15,300 

 小計   6,042,491 5,962,569 △79,922 

 利息及び配当金の受取額  53,961 103,132 49,170 

 利息の支払額  △ 8,006 △2,531 5,474 

 法人税等の支払額  △ 2,918,948 △3,693,831 △774,882 

 営業活動によるキャッシュ・フロー  3,169,497 2,369,338 △800,159 

Ⅱ．投資活動によるキャッシュ・フロー     

 有形固定資産の取得による支出 △ 869,214 △1,787,282 △918,068 

 有形固定資産の売却による収入 39,174 50,003 10,828 

 無形固定資産の取得による支出  △ 192,552 △275,314 △82,761 

 有価証券の取得・売却による純収入  △ 975,612 △14,357 961,254 

 (△は純支出)    

 投資有価証券の取得による支出 △ 2,961 △882,281 △879,320 

 投資有価証券の売却による収入  47,278 318,294 271,015 

 その他  △ 21,958 △25,792 △3,833 

 投資活動によるキャッシュ・フロー  △ 1,975,846 △2,616,731 △640,884 

Ⅲ．財務活動によるキャッシュ・フロー     

 短期借入金の純増減額  △ 25,924 － 25,924 

 社債の償還による支出  △ 200,000 － 200,000 

 株式発行による収入  － 70,501 70,501 

 自己株式の取得による支出  △ 25,989 △19,282 6,706 

 自己株式の売却による収入  908 9,816 8,908 

 配当金の支払額  △ 648,504 △1,477,988 △829,483 

 財務活動によるキャッシュ・フロー  △ 899,510 △1,416,952 △517,442 

Ⅳ．現金及び現金同等物に係る換算差額  52,417 285,241 232,824 
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前連結会計年度 当連結会計年度  
 

  
( 自 平成16年４月１日至 平成17年３月31日 ) (

自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 )

増減金額 
（△印減） 

区分 
注記

番号
金額（千円） 金額（千円）  

Ⅴ．現金及び現金同等物の増加額  346,557 △1,379,104 △1,725,661 

Ⅵ．現金及び現金同等物の期首残高  11,274,975 11,621,533 346,557 

Ⅶ．現金及び現金同等物の期末残高 ※ 11,621,533 10,242,428 △1,379,105 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 １．連結の範囲に関する事項 

 子会社10社のうち連結子会社は９社であり非連結子

会社は１社であります。 

 非連結子会社の総資産、売上高、当期純損益（持分

に見合う額）および利益剰余金（持分に見合う額）等

は、いずれも企業集団の財政状態および経営成績に関

する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいた

め、連結の範囲に含めておりません。 

 連結子会社名 

JCM AMERICAN CORP. 

JCM GOLD(H.K.)LTD. 

SHAFTY CO.,LTD. 

JCM GOLD USA,INC. 

JAPAN CASH MACHINE GERMANY GMBH. 

JCM UNITED KINGDOM LTD.  

㈱名豊商事 

ジェーシーエムテクノサポート㈱ 

ゴールドシステム㈱ 

 

 

非連結子会社名 

 マーキュリーシステム㈱ 

同左 

 

 

 

 

 

 

連結子会社名 

JCM AMERICAN CORP. 

JCM GOLD(H.K.)LTD. 

SHAFTY CO.,LTD. 

JCM GOLD USA,INC. 

JAPAN CASH MACHINE GERMANY GMBH. 

JCM UNITED KINGDOM LTD.  

ＪＣＭメイホウ㈱ 

ジェーシーエムテクノサポート㈱ 

ゴールドシステム㈱ 

※㈱名豊商事は平成18年１月１日付でＪＣＭ 

  メイホウ㈱に社名変更しております。 

非連結子会社名 

  マーキュリーシステム㈱         

２．持分法の適用に関する事項 ２．持分法の適用に関する事項 

 非連結子会社（マーキューリーシステム株式会社）

に対する投資について持分法を適用しておりません。

上記の持分法非適用の非連結子会社は、当期純損益

（持分に見合う額）および利益剰余金（持分に見合う

額）等がいずれも企業集団の財政状態および経営成績

に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏し

いため、持分法を適用しておりません。 

同左 

 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 ３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

 連結子会社のうち、在外連結子会社の決算日は、12

月31日であります。連結財務諸表作成に当たっては同

決算日現在の財務諸表を使用しており、１月１日から

３月31日までの期間に発生した重要な取引については

連結上必要な調整を行っております。また国内連結子

会社の決算日は連結決算日と一致しております。 

同左 
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前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

４．会計処理基準に関する事項 ４．会計処理基準に関する事項 

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法 (1)重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 ① 有価証券 

         

      

その他有価証券 

    満期保有目的の債券 

     …償却原価法（定額法） 

その他有価証券 

時価のあるもの 時価のあるもの 

…決算日の市場価格等に基づく時価法 

（評価差額は、全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算

定） 

…同左 

 

時価のないもの 時価のないもの 

…移動平均法による原価法 …同左 

② デリバティブ 

…時価法 

③ たな卸資産 

② デリバティブ 

…同左 

③ たな卸資産 

当社及び国内連結子会社 

…先入先出法による原価法 

当社及び国内連結子会社 

…同左 

在外連結子会社 

…JCM AMERICAN CORP.及びJCM GOLD USA, INC.

在外連結子会社 

…同左 

先入先出法による低価法 

…JAPAN CASH MACHINE GERMANY GMBH. 

､JCM GOLD (H.K.)LTD.及びJCM UNITED  

KINGDOM LTD. 

 

…同左 

移動平均法による低価法  

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産 ① 有形固定資産 

当社及び国内連結子会社 

…定率法 

当社及び国内連結子会社 

…同左 

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建

物（附属設備を除く）については、定額法を

採用しております。 

同左 

在外連結子会社 

…主として定額法 

在外連結子会社 

…同左 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 同左 

建物及び構築物      ３～50年  

機械装置及び運搬具    ４～12年  

② 無形固定資産 

 …定額法 

② 無形固定資産 

…同左 

なお、耐用年数については、自社利用のソフト

ウェアは、社内における利用可能期間（５年）

に基づいております。また市場販売目的のソフ

トウェアについては販売可能な見込み期間（３

年内）に基づいております。 

 

同左 
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前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(3)重要な引当金の計上基準 (3)重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 ① 貸倒引当金 

…当社及び国内連結子会社は、債権の貸倒れによ

る損失に備えるため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見

込額を計上しております。 

在外連結子会社は主として個別に回収不能見込

額を計上しております。 

…同左 

② 賞与引当金 ② 賞与引当金 

…当社及び国内連結子会社は、従業員への賞与の

支給に備えるため、支給見込額に基づき計上し

ております。在外連結子会社は、賞与引当金は

計上しておりません。 

③ 退職給付引当金 

…同左 

 

 

 

③ 退職給付引当金 

…当社及び国内連結子会社は、従業員の退職給付

に備えるため、当連結会計年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上し

ております。 

なお、数理計算上の差異は発生時に一時処理し

ております。 

…当社及び国内連結子会社は、従業員の退職給付

に備えるため、当連結会計年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上し

ております。 

ただし、当連結会計年度末においては、年金資

産見込額が退職給付債務見込額を超過している

ため、超過額を前払年金費用として投資その他

の資産の「その他の投資等」に含め連結貸借対

照表に計上しております。 

なお、数理計算上の差異は発生時に一時処理し

ております。 

（会計方針の変更） 

当連結会計年度より「「退職給付に係る会計基準」

の一部改正」（企業会計基準第３号 平成17年３

月16日）及び「「退職給付に係る会計基準」の一

部改正に関する適用指針」（企業会計基準適用指

針第７号 平成17年３月16日）を適用しておりま

す。これにより営業利益、経常利益及び税金等調

整前当期純利益は123,953千円増加しておりま

す。 

④ 役員退職慰労引当金 ④ 役員退職慰労引当金 

…当社の役員の退職慰労金の支出に備えて内規に

基づく期末要支給額を計上しております。 

 

 

 

 

 

 

 

…同左 
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前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(4)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算

基準 

(4)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算

基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し

ております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、

決算日の直物為替相場により、収益及び費用は期中

平均相場により円貨に換算し、換算差額は資本の部

における為替換算調整勘定に含めております。 

(5)重要なリース取引の処理方法 

同左 

 

(5)重要なリース取引の処理方法 

当社はリース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理によっております。 

在外連結子会社はリース取引の会計処理について

は、所在国の会計基準によっております。 

同左 

 

(6)重要なヘッジ会計の方法 (6)重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。 

なお、為替予約取引について振当処理の要件を

満たす場合は、振当処理を行うこととしており

ます。 

同左 

 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段：為替予約取引等 ヘッジ手段：同左 

ヘッジ対象：外貨建金銭債権債務及び外貨建予

定取引 

ヘッジ対象：同左 

③ ヘッジ方針 ③ ヘッジ方針 

当社は社内管理規程に基づき外貨建取引のう

ち、当社に為替変動リスクが帰属する場合は、

そのリスクヘッジのため、実需原則に基づき、

為替予約取引等を行うものとしております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 

 

 

 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

当社はヘッジ開始時から有効性判定時点までの

期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場

変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎に

して判断しております。 

同左 

 

(7)その他連結財務諸表作成のための重要な事項 (7)その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 

当社及び国内連結子会社の消費税等の会計処理

は税抜方式によって処理しております。 

同左 

 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 ５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

 全面時価評価法を採用しております。 同左 

６．連結調整勘定の償却に関する事項 ６．連結調整勘定の償却に関する事項 

 ５年間で均等償却しております。 同左 
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７．利益処分項目等の取扱いに関する事項 ７．利益処分項目等の取扱いに関する事項 

 連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分について

連結会計年度中に確定した利益処分に基づいて作成し

ております。 

同左 

８．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 ８．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金

可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっております。 

同左 

 
 
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日） 

 （固定資産の減損に係る会計基準） 

  当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計 

 基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関

する意見書」（企業会計審議会 平成14年８月９

日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第６号 平成15年10

月31日）を適用しております。これにより税金等調

整前当期純利益は7,458千円減少しております。 

なお、減損損失累計額については、改正後の連結

財務諸表規則に基づき各資産の金額から直接控除し

ております。 

 
 
表示方法の変更 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日） 

 （連結損益計算書） 

  「保険解約損」は、前連結会計年度まで営業外費

用の「その他」に含めて表示しておりましたが、営

業外費用の総額の100分の10を超えたため区分掲記

しました。 

なお、前連結会計年度における「保険解約損」の

金額は1,819千円であります。 
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追加情報 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日） 

「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律

第9号）が平成15年3月31日に公布され、平成16年4月1

日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導

入されたことに伴い、当連結会計年度から「法人事業

税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示に

ついての実務上の取り扱い」（平成16年2月13日 企業

会計基準委員会 実務対応報告第12号）に従い法人事

業税の付加価値割及び資本割については、販売費及び

一般管理費に計上しております。この結果、販売費及

び一般管理費が50,339千円増加し、営業利益、経常利

益および税金等調整前当期純利益が同額減少しており

ます。 

 

 

 

注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

  
※１ 有形固定資産の減価償却累計額 3,991,845千円

  

  
※１ 有形固定資産の減価償却累計額 4,503,565千円
  

※２ 非連結子会社に対する主な資産 ※２ 非連結子会社に対する主な資産 
  

投資有価証券（株式） 16,171千円
  

  
投資有価証券（株式） 16,171千円

  
３ 保証債務 ３ 保証債務 

連結会社以外の会社の仕入債務476,876千円に

対して債務保証を行っております。 

連結会社以外の会社の仕入債務610,419千円に

対して債務保証を行っております。 

※４ 当社の発行済株式総数は、普通株式29,626,881  

株であります。 

※４ 当社の発行済株式総数は、普通株式29,662,851  

株であります。 

※５ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式 

75,090株であります。 

※５ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式 

78,869株であります。 

 
 
（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費 ※１ 販売費及び一般管理費 

販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は次

のとおりであります。 
  

給料・賞与 2,844,641千円

貸倒引当金繰入額 61,698 

賞与引当金繰入額 329,429 

退職給付費用 160,737 

役員退職慰労引当金繰入額 25,906 

  

  
  

販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は次

のとおりであります。 
  

給料・賞与 3,050,391千円

貸倒引当金繰入額 3,918 

賞与引当金繰入額 293,742 

退職給付費用 80,439 

役員退職慰労引当金繰入額 23,875 

支払手数料 1,715,724 

  
  



－  － 
 

28

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開

発費 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開

発費 

1,654,979千円 

※３ 固定資産売却益の内容は、工具、器具及び備品

等12,545千円であります。 

※４ 固定資産売却損の内容は、工具、器具及び備品

等5,256千円であります。 

※５ 固定資産除却損の主な内容は、工具金型の廃棄

69,792千円等であります。 

 

※６  

1,615,192千円 

※３ 固定資産売却益の内容は、工具、器具及び備品

等3,016千円であります。 

※４ 固定資産売却損の内容は、工具、器具及び備品

等30千円であります。 

※５ 固定資産除却損の主な内容は、建物の除却6,975

千円及び工具、器具及び備品の除却9,224千円等

であります。 

※６ 減損損失 

  当連結会計年度において、当社グループは以下の

資産について減損損失を計上しております。 

用途 種類 場所 

遊休資産 土地 大阪府柏原市 

    
当社グループは、減損損失の算定に当たり、他の

資産または資産グループから概ね独立したキャッ

シュ・フローを生み出す最小の単位によって資産

のグルーピングを行っております。なお、遊休資

産については個別の物件ごとにグルーピングを行

っております。 

減損損失を認識した遊休資産は、近年の継続的な

地価の下落により、帳簿価額に対し時価が著しく

下落したため、当該減少額(7,458千円)を減損損失

として特別損失に計上しております。 

なお、当該遊休資産の回収可能価額は正味売却価

額により測定しており、固定資産税評価額等を参

考として評価しております。 

 
 
（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に 

掲記されている科目の金額との関係 

※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に 

掲記されている科目の金額との関係 

（平成17年３月31日現在） （平成18年３月31日現在） 

    
現金及び預金勘定 

負の現金同等物(当座借越) 

11,675,391千円

  △53,859 

現金及び現金同等物 11,621,533 
 

    
現金及び預金勘定 

負の現金同等物(当座借越) 

10,287,878千円

  △45,449 

現金及び現金同等物 10,242,428 
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（リース取引関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 
  
 

取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

「その他」 
（工具、器具
及び備品） 

233,575 182,265 51,310

  

  
 

取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

「その他」 
（工具、器具
及び備品） 

58,270 36,725 21,544

  
(2) 未経過リース料期末残高相当額 (2) 未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 
  

１年内 32,029千円

１年超 19,280 

合計 51,310 
  

  
１年内 15,031千円

１年超 6,513 

合計 21,544 
  

（注）なお、取得価額相当額及び未経過リース料期末

残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に占めるその割合が低い

ため、支払利子込み法により算定しております。 

（注）         同左 

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額 (3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額及び減損損失 
  

支払リース料 81,742千円

減価償却費相当額 81,742 
  

  
支払リース料 36,329千円      

減価償却費相当額 36,329  
  

(4) 減価償却費相当額の算定方法 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

同左 

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

 未経過リース料 

 
  

１年内 1,390千円

１年超 3,245 

合計 4,636 
  

 （減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はありません。 
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（有価証券関係） 
 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 
前連結会計年度（平成17年３月31日） 当連結会計年度（平成18年３月31日） 

 種類 連結貸借対照
表計上額 
（千円） 

時価（千円） 差額（千円）
連結貸借対照
表計上額 
（千円） 

時価（千円） 差額（千円）

(1)株式 － － － － － －

(2) 債券   

①国債・地方
債等 

－ － － － － －

②社債 － － － － － －

③その他 － － － － － －

(3)その他 － － － － － －

時価が連結貸借対
照表計上額を超え
るもの 

小計 － － － － － －

(1) 株式 － － － － － －

(2) 債券   

①国債・地方
債等 

－ － － 852,397 849,185 △3,211

②社債 － － － － － －

③その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

時価が連結貸借対
照表計上額を超え
ないもの 

小計 － － － 852,397 849,185 △3,211

合計 － － － 852,397 849,185 △3,211
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２．その他有価証券で時価のあるもの 
前連結会計年度（平成17年３月31日） 当連結会計年度（平成18年３月31日） 

 種類 
取得原価 
（千円） 

連結貸借対照
表計上額 
（千円） 

差額（千円）
取得原価 
（千円） 

連結貸借対照
表計上額 
（千円） 

差額（千円）

(1）株式 127,692 592,686 464,993 860,369 1,650,966 790,596

(2) 債券   

①国債・地方
債等 

－ － － － － －

②社債 － － － － － －

③その他 － － － － － －

(3）その他 1,977 2,996 1,019 1,977 4,563 2,585

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えるもの 

小計 129,669 595,682 466,012 862,347 1,655,529 793,182

(1) 株式 － － － 99,190 89,370 △9,820

(2) 債券   

①国債・地方
債等 

940,585 940,585 △ 0 242,165 241,589 △576

②社債 － － － － － －

③その他 － － － － － －

(3）その他 － － － 49,963 47,666 △2,296

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えないもの 

小計 940,585 940,585 △ 0 391,319 378,625 △12,693

合計 1,070,254 1,536,267 466,012 1,253,666 2,034,155 780,489

 

     ３．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 
前連結会計年度（平成17年３月31日） 当連結会計年度（平成18年３月31日） 

 
１年以内 
（千円） 

１年超５年
以内 
（千円）

５年超10年
以内 
（千円）

10年超 
（千円）

１年以内
（千円）

１年超５年
以内 
（千円） 

５年超10年
以内 
（千円） 

10年超 
（千円）

国債・地方債等 940,585 － － － 1,093,986 － － －

 
４．前連結会計年度中及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

前連結会計年度 
（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

売却額（千円） 
売却益の合計額 
（千円） 

売却損の合計額
（千円） 

売却額（千円）
売却益の合計額 
（千円） 

売却損の合計額
（千円） 

47,278 37,278 － 318,294 11,559 －

 
５．時価評価されていない主な有価証券の内容 

前連結会計年度（平成17年３月31日） 当連結会計年度（平成18年３月31日）
 

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式 364,147 58,334 

（注）減損処理にあたっては、当連結会計年度末における時価が取得価額に比べて 50％以上下落した場合には全て減

損処理を行い、30～50％程度下落した場合は、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理

を行っております。 
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（デリバティブ取引関係） 
１．取引の状況に関する事項 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(1) 取引の内容 (1) 取引の内容 

当社は、為替予約取引等を利用しております。 同左 

(2) 取引に対する取組方針 (2) 取引に対する取組方針 

当社は、通常の外貨建営業取引に係る輸出実績等

を踏まえ、必要な範囲内で為替予約取引等を利用

しております。 

同左 

(3) 取引の利用目的 (3) 取引の利用目的 

当社は、通常の取引の範囲内で外貨建金銭債権債

務に係る将来の為替レートの変動リスクを回避す

る目的で、実需を前提とした為替予約取引等を行

っております。 

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を

行っております。 

同左 

①ヘッジ手段とヘッジ対象 ①ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…為替予約取引等 ヘッジ手段…同左 

ヘッジ対象…外貨建金銭債権債務及び外貨建予

定取引 

ヘッジ対象…同左 

②ヘッジ方針 ②ヘッジ方針 

当社は社内管理規程に基づき外貨建取引のう

ち、当社に為替変動リスクが帰属する場合は、

そのリスクヘッジのため、実需原則に基づき成

約時に為替予約取引等を行うものとしておりま

す。 

同左 

③ヘッジ有効性評価の方法 ③ヘッジ有効性評価の方法 

当社はヘッジ開始時から有効性判定時点までの

期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場

変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎に

して判断しております。 

同左 

(4) 取引に係るリスクの内容 (4) 取引に係るリスクの内容 

当社が利用している為替予約取引等は、為替相場

の変動によるリスクを有しております。 

なお、当社の為替予約取引等の契約先は、いずれ

も信用度の高い国内の銀行であるため、相手先の

契約不履行によるリスクはほとんど無いと認識し

ております。 

同左 

(5) 取引に係るリスク管理体制 (5) 取引に係るリスク管理体制 

通常の営業取引に係る為替予約取引等は、社内管

理規程に基づき経理部で行っております。その他

のデリバティブ取引は、取締役会で決定された取

引の実行および管理を経理部が行うこととなって

おりますが、現在そのようなデリバティブ取引は

利用しておりません。 

なお、連結子会社はデリバティブ取引を行ってお

りません。 

同左 
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２．取引の時価等に関する事項 
前連結会計年度（平成 17 年３月 31 日） 

 デリバティブ取引については、全てヘッジ会計が適用されているため、記載を省略しております。 
 

当連結会計年度（平成 18 年３月 31 日） 

 
（1）通貨関連 

前連結会計年度（平成17年３月31日） 当連結会計年度（平成18年３月31日） 

区分 種類 
契約額等 
（千円） 

契約額等の
うち１年超
（千円）

時価 
（千円）

評価損益
（千円）

契約額等
（千円）

契約額等の
うち１年超 
（千円） 

時価 
（千円） 

評価損益
（千円）

市場取
引以外
の取引 

為替予約取引 
  売建 

米ドル 
－ － － － 1,280 － 1,265 14

合計 － － － － 1,280 － 1,265 14

           (注)１.時価の算定方法 
         取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。 
       ２.取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な

契約額、または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示

すものではありません。 
３.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。  

 
 
 

（退職給付関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(1) 採用している退職給付制度の概要 (1) 採用している退職給付制度の概要 

当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度と

して、適格退職年金制度及び厚生年金基金制度を

設けております。在外連結子会社においては退職

給付制度はありません。 

当社の適格退職年金制度は、勤続期間が３年以上

の従業員が退職する場合に、社内規定に基づき、

退職時までの勤続年数や給与等に基づき計算され

た退職金を支払うこととなっております。この退

職金の支払いに充てるため、外部拠出を行ってお

ります。 

また、適格退職年金制度に上積みして、総合設立

型の関西文紙事務機器厚生年金基金制度を採用し

ております。 

同左 

(2) 退職給付債務に関する事項 
  

退職給付債務 1,174,847千円

年金資産 1,100,966  

退職給付引当金 73,880  
  

(2) 退職給付債務に関する事項 
    

退職給付債務 1,278,782千円

年金資産 1,417,017  

連結貸借対照表計上額純額 

前払年金費用 

△138,234  

146,995  

退職給付引当金  8,761   
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前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(3) 退職給付費用に関する事項 
  

勤務費用 84,541千円

利息費用 18,815 

期待運用収益（減算） 16,956 

数理計算上の差異の費用処理額 △7,256 

退職給付費用 79,143 

  

（注）総合設立型の厚生年金基金に係るものは含まれ

ておりません。 

(3) 退職給付費用に関する事項 
  

勤務費用 52,196千円

利息費用 20,761 

期待運用収益（減算） 19,519 

数理計算上の差異の費用処理額 △124,525 

退職給付費用 △71,087 

 

（注）総合設立型の厚生年金基金に係るものは含まれ

ておりません。 

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 (4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 
  

割引率 2.0％

期待運用収益率 2.0％

退職給付見込額の期間配
分方法 

期間定額基準

数理計算上の差異の処理
年数 

発生時一括費用処理

  
(5) 総合設立型の厚生年金基金に関する事項 

  
割引率 同左 

期待運用収益率 同左 

退職給付見込額の期間配
分方法 

同左     

数理計算上の差異の処理
年数 

同左     

  
(5) 総合設立型の厚生年金基金に関する事項 

総合設立型の厚生年金基金については、要拠出額

を退職給付費用として処理しております。 

総合設立型の厚生年金基金については、要拠出額

を退職給付費用として処理しております。 
  

退職給付費用（基金への会社負
担分拠出額） 

142,431千円

  

  
退職給付費用（基金への会社負
担分拠出額） 

176,757千円

  
なお、厚生年金基金に係る期末年金資産額の当社

及び連結子会社の拠出割合による按分額は

2,252,803千円であります。 

なお、厚生年金基金に係る期末年金資産額の当社

及び連結子会社の拠出割合による按分額は

3,141,826千円であります。 
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（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主

な内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主

な内訳 
  

繰延税金資産 

未実現利益 658,294千円

役員退職慰労引当金 107,027 

たな卸資産評価損 272,143 

賞与引当金 204,340 

未払事業税否認 126,603 

退職給付引当金 30,254 

ゴルフ会員権評価損 35,899 

一括償却資産損金算入限度超
過額 

38,254 

貸倒引当金損金算入限度超過
額 

51,769 

投資有価証券評価損 25,031 

販売費及び一般管理費否認額 102,466 

無形固定資産否認額 179,151 

その他 73,353 

繰延税金資産合計 1,904,592 

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金 △189,538 

子会社留保利益 △86,941 

その他 △25,137 

繰延税金負債合計 △301,617 

繰延税金資産の純額 1,602,974 
  

  
繰延税金資産 

未実現利益 716,281千円

役員退職慰労引当金 104,794 

たな卸資産評価損 287,054 

賞与引当金 188,843 

未払事業税否認 29,704 

退職給付引当金 3,662 

ゴルフ会員権評価損 34,998 

一括償却資産損金算入限度超
過額 

32,947 

貸倒引当金損金算入限度超過
額 

54,425 

投資有価証券評価損 23,795 

販売費及び一般管理費否認額 177,523 

無形固定資産否認額 203,713 

減損損失 

その他 

3,028 

46,109 

繰延税金資産合計 1,906,882 

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金 △317,527 

子会社留保利益 △40,277 

前払年金費用 

その他 

△57,891 

△31,364 

繰延税金負債合計 △447,060 

繰延税金資産の純額 1,459,821 
  

（注）繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下

の項目に含まれております。 

（注）繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下

の項目に含まれております。 
  

流動資産－繰延税金資産 1,404,162千円

固定資産－繰延税金資産 223,635 

固定負債－繰延税金負債 24,823 
  

  
流動資産－繰延税金資産 1,454,133千円

固定資産－繰延税金資産 37,052  

固定負債－繰延税金負債 31,364  
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前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 
  

 法定実効税率 40.6％ 

（調整）  

未実現利益に係る負担税率差 0.1 

海外連結子会社等との税率差 △2.5 

交際費等永久に損金に算入さ
れない項目 

0.5 

受取配当金等永久に益金に算
入されない項目 

△0.4 

住民税均等割等 0.2 

移転価格税制 2.4 

子会社からの受取配当金消去 1.4 

その他 1.1 

税効果会計適用後の法人税等の
負担率 

43.4 

  

  
 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の  

負担率との差異が法定実効税率の100分の５以下  

であるため注記を省略しております。  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

 
（セグメント情報） 
【事業の種類別セグメント情報】 
前連結会計年度（自平成 16 年４月１日 至平成 17 年３月 31 日） 
 当社および連結子会社は、事業の種類として「金銭関連機器事業」および「レジャー関連その他の事業」に区

分しておりますが、当連結会計年度については、全セグメントの売上高の合計、営業利益および全セグメントの

資産の金額の合計額に占める「金銭関連機器事業」の割合がいずれも 90％を超えているため、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。 
 

当連結会計年度（自平成 17 年４月１日 至平成 18 年３月 31 日） 
 当社および連結子会社は、事業の種類として「金銭関連機器事業」および「レジャー関連その他の事業」に区

分しておりますが、当連結会計年度については、全セグメントの売上高の合計、営業利益および全セグメントの

資産の金額の合計額に占める「金銭関連機器事業」の割合がいずれも 90％を超えているため、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】 
前連結会計年度（自平成 16 年４月１日 至平成 17 年３月 31 日） 

 
日本 
（千円） 

北米 
（千円）

アジア 
（千円）

欧州 
（千円）

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益    

売上高    

(1)外部顧客に対する売上高 20,054,099 12,021,606 255,504 5,615,990 37,947,200 － 37,947,200

(2)セグメント間の内部売上高 11,730,092 70,007 9,517,821 26,704 21,344,625 (21,344,625) －

計 31,784,191 12,091,614 9,773,326 5,642,694 59,291,826 (21,344,625) 37,947,200

営業費用 26,650,911 10,366,407 9,181,220 4,254,510 50,453,050 (21,150,425) 29,302,624

営業利益 5,133,279 1,725,206 592,105 1,388,184 8,838,776 (   194,199) 8,644,576

Ⅱ 資産 25,953,798 4,709,920 3,021,409 3,269,927 36,955,055 ( 4,079,455) 32,875,599

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 
２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は、次のとおりであります。 

 (1）北米 ………………… 米国 

 (2）アジア ………………… 香港 

 (3）欧州 ………………… ドイツ、英国 

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は 2,019,069 千円であり、その主なものは、当社及

び連結子会社での余資運用資金及び長期投資資金であります。 
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当連結会計年度（自平成 17 年４月１日 至平成 18 年３月 31 日） 

 
日本 
（千円） 

北米 
（千円）

アジア 
（千円）

欧州 
（千円）

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益    

売上高    

(1)外部顧客に対する売上高 16,405,982 9,995,812 275,445 5,917,704 32,594,944 － 32,594,944

(2)セグメント間の内部売上高 11,673,006 160,412 5,758,842 65,112 17,657,373 (17,657,373) －

計 28,078,989 10,156,225 6,034,287 5,982,816 50,252,318 (17,657,373) 32,594,944

営業費用 25,367,696 9,359,361 5,787,361 4,806,301 45,320,721 (17,549,956) 27,770,764

営業利益 2,711,292 796,863 246,925 1,176,514 4,931,597 (107,417) 4,824,180

Ⅱ 資産 27,284,424 6,041,818 3,427,942 3,854,308 40,608,492 ( 5,661,316) 34,947,176

  （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 
２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は、次のとおりであります。 

 (1）北米 ………………… 米国 

      (2）アジア ………………… 香港 

      (3）欧州 ………………… ドイツ、英国 

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は 2,973,401 千円であり、その主なものは、当社

及び連結子会社での余資運用資金及び長期投資資金であります。 
４．「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の（会計方針の変更）に記載のとおり、当連会計年度よ

り「「退職給付に係る会計基準」の一部改正」（企業会計基準第３号  平成 17 年３月 16 日） 
及び「「退職給付に係る会計基準」の一部改正に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第７号 平成 17 年

３月 16 日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、当 

連結会計年度の営業費用は、日本が 123,953 千円減少し、営業利益及び資産が同額増加しております。 

また、当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」（企業会計審議会 平成 14 年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第６号 平成 15 年 10 月 31 日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によ

った場合に比較して、当連結会計年度の資産は、日本が 7,458 千円減少しております。 
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【海外売上高】 
前連結会計年度（自平成 16 年４月１日 至平成 17 年３月 31 日） 

  

 

Ⅰ 海外売上高（千円） 

Ⅱ 連結売上高（千円） 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）
  

  

北米 欧州 
その他
の地域 

 計 

11,386,752 5,779,518 1,054,825 18,221,096

 37,947,200

30.0 15.2 2.8 48.0
  

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 
２．各区分に属する主な国又は地域は、次のとおりであります。 
(1)北米…………………米国、カナダ 

(2)欧州…………………イタリア、ドイツ、スペイン、ロシア、英国 

(3)その他の地域………オーストラリア、台湾、その他 

３．海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 
 

当連結会計年度（自平成 17 年４月１日 至平成 18 年３月 31 日） 
  

 

Ⅰ 海外売上高（千円） 

Ⅱ 連結売上高（千円） 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）
  

  

北米 欧州 
その他
の地域 

 計 

9,585,536 5,835,810 1,057,923 16,479,270

       32,594,944

29.4 17.9 3.3 50.6
  

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 
２．各区分に属する主な国又は地域は、次のとおりであります。 
(1)北米…………………米国、カナダ 

(2)欧州…………………イタリア、ドイツ、スペイン、ロシア、英国、オーストリア、スイス、その他 

(3)その他の地域………オーストラリア、台湾、その他 

３．海外売上高は､当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります． 
 
（関連当事者との取引） 
前連結会計年度（自平成 16 年４月１日 至平成 17 年３月 31 日） 

 該当事項はありません。 

 

当連結会計年度（自平成 17 年４月１日 至平成 18 年３月 31 日） 

 該当事項はありません 
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（１株当たり情報） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 
１株当たり純資産額 844円43銭

１株当たり当期純利益金額 166円42銭

潜在株式調整後１株当たり当期 
純利益金額 

165円31銭 

１株当たり純資産額 927円11銭

１株当たり当期純利益金額 98円42銭

潜在株式調整後１株当たり当期 
純利益金額 

98円21銭

 
（株式分割について） （株式分割について） 
当社は平成 16 年５月 20 日付で普通株式１株に対し

普通株式 1.1 株、平成 17 年３月 18 日付で普通株式１

株に対し普通株式 1.5 株の割合で株式分割を行いまし

た。 

前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合の

前連結会計年度における１株当たり情報については、

以下のとおりであります。 

 

 
１株当たり純資産額 702円05銭

１株当たり当期純利益金額 136円05銭

潜在株式調整後１株当たり当期 
純利益金額 

136円03銭
  

 

（注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下 
のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 4,983,999 2,969,010 

普通株主に帰属しない金額（千円） 65,500 59,000 

（うち利益処分による役員賞与金） ( 65,500) ( 59,000) 

普通株式に係る当期純利益（千円） 4,918,499 2,910,010 

期中平均株式数（株） 29,554,736 29,567,465 

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（千円） － － 

普通株式増加数（株） 198,521 63,581 

（うちストック・オプション） (198,521) (63,581) 

 
（重要な後発事象） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 
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（５）生 産、受 注 及 び 販 売 の 状 況 

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ので、事業の種類別セグメントではなく事業部門ごとに区分し

て記載しております。 
 

（１）生産実績 
   当連結会計年度の生産実績は次のとおりであります。 

前連結会計年度 当連結会計年度 

（ 自 平成16年４月１日至 平成17年３月31日 ） （ 自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日 ）

増  減 
（△印減） 事業部門 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

貨幣処理機器 16,054,037 10,195,519 △ 5,858,518 

金銭登録機       479,074 362,595 △116,478 

遊技場向機器 11,519,442 7,604,616   △ 3,914,826 

そ  の  他 223,050 254,887 31,836 

合計 28,275,605 18,417,618 △ 9,857,987 

（注）金額は販売価額 (消費税等抜き) で表示しております。 

 

（２）製品仕入実績 

   当連結会計年度の製品仕入実績は次のとおりであります。 

前連結会計年度 当連結会計年度 

（ 自 平成16年４月１日至 平成17年３月31日 ） （ 自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日 ）

増  減 
（△印減） 事業部門 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

貨幣処理機器 231,368 82,156 △149,212 

金銭登録機       22,012 12,463 △9,548 

遊技場向機器 1,333,107 1,753,600 420,492 

そ  の  他 194,229 196,918 2,688 

合計 1,780,718 2,045,138 264,420 

（注）金額は仕入価額 (消費税等抜き) で表示しております。 

 

（３）受注状況 

   主に見込生産を行っておりますが、貨幣処理機器については一部受注生産を行っております。受注の状況については、

次のとおりであります。 

前連結会計年度 当連結会計年度 

（ 自 平成16年４月１日至 平成17年３月31日） （
自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日 ） 

増  減 

（△印減） 
事業部門 

受注高 

（千円） 

受注残高 

（千円） 

受注高 

（千円） 

受注残高 

（千円） 

受注高 

（千円） 

受注残高 

（千円） 

貨幣処理機器 587,310 － 470,650 314,700 △116,660 314,700 

合計 587,310 － 470,650 314,700 △116,660 314,700 

（注）金額は販売価額 (消費税等抜き) で表示しております。 
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 (４)販売実績 

   当連結会計年度の販売実績は次のとおりであります。   

前連結会計年度 当連結会計年度 

（ 自 平成16年４月１日至 平成17年３月31日） （
自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日 ） 

増  減 

（△印減） 事業部門 

金額（千円） 構成比 金額（千円） 構成比 金額（千円） 伸長率 

  ％ ％ ％

貨幣処理機器 23,992,804 63.2 18,340,958 56.3 △5,651,846 △23.6 

金銭登録機       717,914 1.9 525,780 1.6 △192,134 △26.8 

遊技場向機器 12,159,870 32.1 12,539,834 38.5 379,964 3.1 

そ  の  他 1,076,611 2.8 1,188,372 3.6 111,760 10.4 

合計 37,947,200 100.0 32,594,944 100.0 △5,352,256 △14.1 

（注）金額は販売価額 (消費税等抜き) で表示しております。 

 

 




