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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 6,415 ― 1,210 ― 1,471 ― 1,230 ―

20年3月期第1四半期 7,440 1.2 475 △54.4 663 △36.2 515 2.8

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 41.67 ―

20年3月期第1四半期 17.44 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第1四半期 31,683 27,554 87.0 934.68
20年3月期 31,953 27,885 87.3 942.64

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  27,554百万円 20年3月期  27,885百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 11.00 ― 11.00 22.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 11.00 ― 11.00 22.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純利

益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期連結累計期間 13,900 ― 2,200 ― 2,500 ― 1,700 ― 57.67
通期 27,000 △5.4 2,600 △8.7 3,000 5.4 1,900 ― 64.45

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記の予想は本資料の発表日現在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、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 なお、
上記予想に関する事項は、添付資料の３ページをご参照下さい。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 
14号）を適用しております。 また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  29,662,851株 20年3月期  29,662,851株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  182,428株 20年3月期  80,827株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  29,536,277株 20年3月期第1四半期  29,582,713株



[定性的情報・財務諸表等]

１．連結経営成績に関する定性的情報

当第１四半期の業績は、売上高については、海外における北米の減収を欧州の増収で補完しましたが、国内遊技場

市場向けが減収となったことにより、前年同期比減収となり、64億15百万円となりました。

欧州では、ドイツ及び東欧向けが好調に推移し、23億80百万円（前年同期19億83百万円）となりました。北米では、

ゲーム機の買い控えや経済環境の悪化により、販売は低調に推移するとともに、ドル安の減収要因を含め、22億48百

万円（前年同期28億78百万円）となりました。

国内では、流通市場向けは、堅調に推移しましたが、遊技場市場向けでは、前第１四半期に見られたパチスロ機の

販売が減少したことにより、17億65百万円（前年同期25億１百万円）となりました。このうち、遊技場向機器部門で

は、９億12百万円（前年同期15億98百万円）となりました。

利益面では、欧州の販売が伸張したことや、米ドルに対するユーロ高で推移したことによる増益効果や、欧州子会

社における販売増による在庫の減少が進んだことによる未実現利益の実現益の増加が寄与するなど、欧州での伸張が

牽引役となり、大幅に営業利益が増益となりました。

なお、当第１四半期の平均為替レートは、米ドル103.78円（前年同期119.42円）、ユーロは、158.31円（前年同期

157.30円）で推移いたしました。

営業外損益の部では、米ドルレートが前期末100.17円に対し、当第１四半期末には106.42円にまで円安が進み、外

貨建債権の決済並びに外貨建資産の評価において、１億57百万円の為替差益を計上いたしました。

特別損益の部では、前期に計上した貸倒債権の一部を回収するなど、34百万円の特別利益を計上する一方、投資有

価証券評価損39百万円を含め、41百万円の特別損失を計上いたしました。

法人税等合計額は、２億33百万円となり、税金等調整前四半期純利益14億64百万円に対し、当第１四半期の税率は

低い水準となっておりますが、未実現利益の実現益の増加などが影響しており、通期では平準化される見通しであり

ます。これらにより、当四半期純利益は、12億30百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

当第１四半期末の総資産は、316億83百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億70百万円減少いたしました。流動

資産は、244億23百万円となり、２億16百万円増加いたしました。商品及び製品の減少（１億90百万円減少）、原材料

及び貯蔵品の減少（１億38百万円減少）がありましたが、受取手形及び売掛金の増加（３億32百万円増加）、有価証

券の増加（２億27百万円増加）があったことによります。固定資産は、72億60百万円となり、４億86百万円減少いた

しました。有形固定資産の減少（１億48百万円減少）、投資その他の資産の減少（２億69百万円減少）があったこと

によります。

当第１四半期末の負債合計は、41億29百万円となり、前連結会計年度末に比べ、60百万円増加いたしました。支払

手形及び買掛金の増加（90百万円増加）、未払法人税等の増加（１億33百万円増加）、賞与引当金の減少（１億８百

万円減少）、その他固定負債の減少（52百万円減少）などがあったことによります。

当第１四半期末の純資産合計は、275億54百万円となり、前連結会計年度末に比べ、３億30百万円減少いたしました。

当四半期純利益の計上による増加、配当金の支払による減少、評価・換算差額等の減少などによるものです。

（キャッシュ・フローについて）

当第１四半期では、税金等調整前四半期純利益14億64百万円、減価償却費２億６百万円、仕入債務の増加４億16百

万円、未収消費税等の減少１億71百万円などの資金の増加や、引当金の減少99百万円、為替差益86百万円、売上債権

の増加５億27百万円、法人税等の支払額１億30百万円などの資金の減少の結果、営業活動によるキャッシュ・フロー

は13億68百万円の収入となりました。

また、有価証券の増加額４億25百万円、有形固定資産の取得１億34百万円の資金の減少の結果、投資活動による

キャッシュ・フローは５億62百万円の支出となりました。

さらに、配当金の支払額３億26百万円、自己株式の取得による支出88百万円の資金の減少の結果、財務活動による

キュッシュ・フローは、４億14百万円の支出となりました。

これらの結果に加え、現金及び現金同等物に係る換算差額３億80百万円の資金の減少を加え、当第１四半期末の現

金及び現金同等物の残高は、114億79百万円となり、前連結会計年度末に比べ、10百万円増加いたしました。
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３．連結業績予想に関する定性的情報

第２四半期累計期間の見通しは、国内では計画通りに推移することが予想されます。また、海外においては、経済

環境の悪化を背景に、北米では期初計画値を下回る見通しであるものの、欧州では引き続き順調に推移し、期初の計

画を上回る見通しであることから、売上高は前回予想値を上回る見通しであります。

利益面では、第１四半期に続き、欧州での増収要因やユーロ高による増益効果に加え、海外子会社における販売増

による在庫の減少が進むことから未実現利益の実現益の増加が見込まれ、営業利益、経常利益、当期純利益は、前回

予想値を大幅に上回る見通しであります。

しかしながら、下半期には、欧州向けは堅調に推移するものの、その伸張は鈍化することや北米の受注状況はやや

低水準で推移する見通しであります。一方、国内の遊技場市場では、洞爺湖サミット終了後にホールの設備投資意欲

が一部回復することも予想されますが、市場規模の縮小など、なお予断を許さないものと見込まれます。

また、利益面では、海外向けの販売が上半期に比べて低調に推移することなどから、利益計上額は大幅に減少する

見通しであります。

これらにより、通期の見通しは、売上高、営業利益、経常利益及び当期純利益は、前回予想値を上回るものの、下

半期の業績見通しは鈍化することが予想されます。このような状況のもと、国内外ともに受注確度のレベルを押し上

げ、さらなる業績アップを目指してまいります。

４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

該当する事項はありません。

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　　①固定資産の減価償却費の算定方法　

　減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費については、事業年度に係る減価償却

費の額を期間按分して算定しております。

　　②一般債権の貸倒見積高の算定方法

　当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認

められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

　　③たな卸資産の評価方法

　当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度の実地

たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

　　④未実現損益の消去

　当第１四半期連結会計期間末における未実現損益の算定にあたって使用する損益率については、前連結会

計年度から取引状況に大きな変化がないと認められるため、前連結会計年度で使用した損益率を使用してお

ります。

 

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

　　①「四半期財務諸表に関する会計基準」の適用　

　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

　　②たな卸資産の評価基準の変更

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、当社及び国内連結子会社は従来、先入先出法による原

価法によっておりましたが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会

計基準第９号　平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、先入先出法による原価法（貸借対照表価額に

ついては収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。

　これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ11,726千円減少しておりま

す。

　　③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

　当第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。

　これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ77,791千円減少しておりま

す。
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　　④リース取引に関する会計基準の適用

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審

議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））

が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることに

なったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会

計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方

法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　なお、当該変更に伴う損益への影響はありません。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,479,656 11,469,131

受取手形及び売掛金 4,281,040 3,948,911

有価証券 1,574,815 1,347,190

商品及び製品 4,070,296 4,261,207

仕掛品 332,424 337,294

原材料及び貯蔵品 1,275,981 1,414,428

その他 1,495,319 1,525,582

貸倒引当金 △86,358 △97,080

流動資産合計 24,423,175 24,206,666

固定資産   

有形固定資産 2,926,484 3,075,103

無形固定資産 936,790 1,005,195

投資その他の資産   

その他 3,720,991 4,006,545

貸倒引当金 △323,592 △339,617

投資その他の資産合計 3,397,399 3,666,928

固定資産合計 7,260,674 7,747,227

資産合計 31,683,850 31,953,894

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,941,109 1,850,474

未払法人税等 203,601 69,791

賞与引当金 129,636 238,350

関係会社整理損失引当金 64,320 71,248

その他 1,507,816 1,503,726

流動負債合計 3,846,485 3,733,591

固定負債   

退職給付引当金 20,040 19,592

その他 262,506 315,441

固定負債合計 282,547 335,033

負債合計 4,129,032 4,068,625
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,216,945 2,216,945

資本剰余金 2,069,053 2,069,093

利益剰余金 23,845,146 22,846,218

自己株式 △199,744 △111,619

株主資本合計 27,931,402 27,020,638

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 231,111 272,401

繰延ヘッジ損益 △1,612 90,094

為替換算調整勘定 △606,083 502,135

評価・換算差額等合計 △376,584 864,631

純資産合計 27,554,817 27,885,269

負債純資産合計 31,683,850 31,953,894
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 6,415,058

売上原価 2,861,271

売上総利益 3,553,787

割賦販売未実現利益戻入額 5,743

差引売上総利益 3,559,531

販売費及び一般管理費 2,349,475

営業利益 1,210,055

営業外収益  

受取利息 52,867

受取配当金 12,623

為替差益 157,206

その他 42,877

営業外収益合計 265,574

営業外費用  

支払利息 46

その他 3,847

営業外費用合計 3,893

経常利益 1,471,737

特別利益  

固定資産売却益 67

償却債権取立益 24,624

貸倒引当金戻入額 9,852

特別利益合計 34,543

特別損失  

固定資産除却損 1,914

投資有価証券評価損 39,994

特別損失合計 41,909

税金等調整前四半期純利益 1,464,370

法人税、住民税及び事業税 246,888

法人税等調整額 △13,429

法人税等合計 233,458

四半期純利益 1,230,912
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 1,464,370

減価償却費 206,048

引当金の増減額（△は減少） △99,003

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） △6,927

受取利息及び受取配当金 △65,491

支払利息 46

為替差損益（△は益） △86,519

有形固定資産除売却損益（△は益） 1,914

投資有価証券評価損益（△は益） 39,994

売上債権の増減額（△は増加） △527,752

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,477

仕入債務の増減額（△は減少） 416,232

未収消費税等の増減額（△は増加） 171,826

その他 △87,368

小計 1,420,894

利息及び配当金の受取額 60,829

利息の支払額 △46

法人税等の支払額 △130,742

法人税等の還付額 17,248

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,368,183

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の純増減額（△は減少） △425,980

有形固定資産の取得による支出 △134,686

有形固定資産の売却による収入 1,190

無形固定資産の取得による支出 △3,285

その他 △216

投資活動によるキャッシュ・フロー △562,977

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △326,003

自己株式の取得による支出 △88,221

自己株式の売却による収入 57

財務活動によるキャッシュ・フロー △414,167

現金及び現金同等物に係る換算差額 △380,512

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 10,525

現金及び現金同等物の期首残高 11,469,131

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,479,656
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　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

　当社及び連結子会社は、 事業の種類として「金銭関連機器事業」及び「レジャー関連その他の事業」に区分して

おりますが、当連結第１四半期においては、全セグメントの売上高の合計、営業利益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％を越えているため、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。

ｂ．所在地別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）　

 （単位：千円　未満切捨）

日本 北米 アジア 欧州 計
消去又は
全社

連結

売上高

(1）外部顧客に対する売

上高
1,765,929 2,248,635 19,524 2,380,970 6,415,058 － 6,415,058

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
3,007,392 12,486 1,489,166 12,165 4,521,210 (4,521,210) －

計 4,773,321 2,261,121 1,508,690 2,393,135 10,936,269 (4,521,210) 6,415,058

営業利益 131,820 169,232 131,137 431,222 863,411 346,643 1,210,055

　（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、タイ

(3）欧州…………………ドイツ、英国、ブルガリア

ｃ．海外売上高

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）　

 （単位：千円　未満切捨）

北米 欧州 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高 2,015,813 2,317,363 337,586 4,670,763

Ⅱ　連結売上高 6,415,058

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 31.4 36.1 5.3 72.8

　（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、チェコ、英国、オーストリア、スロベニア、その他

(3)その他の地域………オーストラリア、中国、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。
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ｄ. 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、販売の状況については、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。

なお、「金銭登録機」は事業の縮小を進めており、業績に与える影響額が軽微であるため、当第１四半期より「そ

の他」に含めて記載いたしております。当第１四半期の金銭登録機は45,839千円でありました。

 （単位：千円　未満切捨）

事業部門

当第１四半期連結累計期間
（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

金額 構成比(％)

貨幣処理機器 5,266,769 82.1

遊技場向機器 911,592 14.2

その他 236,697 3.7

合計 6,415,058 100.0

　（注）　金額は販売価額 （消費税等抜き） で表示しております。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。
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［参考資料］

前四半期に係る財務諸表

（１）（要約）四半期連結損益計算書

（単位：千円　未満切捨）

科目

前第１四半期連結累計期間
（自平成19年４月１日
　至平成19年６月30日）

金額

Ⅰ　売上高 7,440,020

Ⅱ　売上原価 4,427,391

売上総利益 3,012,630

繰延割賦売上利益戻入 5,929

差引売上総利益 3,018,558

Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,542,908

営業利益 475,650

Ⅳ　営業外収益 192,682

受取利息 33,060

受取配当金 10,731

為替差益 109,621

その他 39,269

Ⅴ　営業外費用 4,744

支払利息 1,008

その他 3,736

経常利益 663,588

Ⅵ　特別利益 21,026

投資有価証券売却益 13,254

貸倒引当金戻入益 219

役員賞与引当金戻入益 4,150

その他 3,402

Ⅶ　特別損失 18,500

固定資産除却損 18,500

税金等調整前四半期純利益 666,113

法人税、住民税及び事業税 290,152

法人税等調整額 △140,008

四半期純利益 515,969
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円　未満切捨）

前第１四半期連結累計期間
（自平成19年４月１日
　至平成19年６月30日）

区分 金額

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 666,113

減価償却費 176,595

引当金の増減額（△は減少額） △177,315

受取利息及び受取配当金 △43,791

支払利息 1,008

為替差損益（△は差益） △13,955

投資有価証券売却損益（△は売却益） △13,254

有形固定資産除売却損益（△は売却益） 19,118

売上債権の増減額（△は増加額） 22,341

たな卸資産の増減額（△は増加額） 88,054

仕入債務の増減額（△は減少額） △614,086

未収消費税等の増減額（△は増加額） 156,791

その他資産負債の増減額 △588,636

小計 △321,017

利息及び配当金の受取額 43,620

利息の支払額 △1,008

法人税等の支払額 △136,741

営業活動によるキャッシュ・フロー △415,147

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 △135,558

有形固定資産の売却による収入 192

無形固定資産の取得による支出 △89,168

有価証券の取得・売却による純収入
（△は純支出）

△13,853

投資有価証券の売却による収入 22,150

その他 △2,638

投資活動によるキャッシュ・フロー △218,877
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（単位：千円　未満切捨）

前第１四半期連結累計期間
（自平成19年４月１日
　至平成19年６月30日）

区分 金額

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 100,000

自己株式の取得による支出 △528

自己株式の売却による収入 59

配当金の支払額 △296,178

財務活動によるキャッシュ・フロー △196,647

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △7,586

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 △838,258

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 9,526,101

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末残高 8,687,843
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（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

　当社及び連結子会社は、 事業の種類として「金銭関連機器事業」及び「レジャー関連その他の事業」に区分して

おりますが、前連結第１四半期においては、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％を越えているため、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〕

前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日　至平成19年６月30日）

 （単位：千円　未満切捨）

日本 北米 アジア 欧州 計
消去又は
全社

連結

売上高

(1）外部顧客に対する売

上高
2,501,811 2,878,941 75,942 1,983,325 7,440,020 － 7,440,020

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
3,039,957 49,462 2,220,005 19,218 5,328,643 (5,328,643) －

計 5,541,769 2,928,404 2,295,947 2,002,543 12,768,664 (5,328,643) 7,440,020

営業費用 5,236,897 2,774,133 2,155,982 1,698,276 11,865,290 (4,900,920) 6,964,370

営業利益 304,871 154,270 139,964 304,267 903,374 (427,723) 475,650

　（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、タイ

(3）欧州…………………ドイツ、英国、ブルガリア

〔海外売上高〕

前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日　至平成19年６月30日）

 （単位：千円　未満切捨）

北米 欧州 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高 2,575,315 1,928,701 441,748 4,945,765

Ⅱ　連結売上高 7,440,020

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 34.6 25.9 5.9 66.4

　（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、チェコ、英国、オーストリア、スロベニア、その他

(3)その他の地域………オーストラリア、中国、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。
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〔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、販売の状況については、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。

 （単位：千円　未満切捨）

事業部門

前第１四半期連結累計期間
（自平成19年４月１日　至平成19年６月30日）

金額 構成比(％)

貨幣処理機器 5,499,753 73.9

金銭登録機 87,708 1.2

遊技場向機器 1,598,408 21.5

その他 254,150 3.4

合計 7,440,020 100.0

　（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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