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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 1,628 ― △30 ― 27 ― 13 ―

20年3月期第1四半期 2,446 △22.2 234 △19.5 273 △8.8 15 △91.0

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 0.62 ―

20年3月期第1四半期 0.70 ―

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 18,615 12,109 65.0 538.26
20年3月期 18,804 12,206 64.9 542.58

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  12,109百万円 20年3月期  12,206百万円

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 ― ― ― 5.00 5.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 5.00 5.00

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  無  
 

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 3,600 △29.5 △300 ― △300 ― △390 ― △17.34

通期 11,000 13.6 570 5.4 570 1.2 290 79.6 12.89

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  

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

(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．その他をご覧ください。    

(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、その実現には潜在的リスクや不確実性を含んでおり、さらに業績に影響を
与える要因はこれを限定されるものではありません。従いまして、実際の業績はその後の様々な要因の変化により、予想数値と異なる場合があります。 
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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

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  22,500,000株 20年3月期  22,500,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  3,414株 20年3月期  3,314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  22,496,676株 20年3月期第1四半期  22,496,836株
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【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１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、金融不安を抱える米国経済の減速懸念のもと、原油や

穀物の価格高騰の影響が原材料費、食品価格の上昇に及んで企業収益、個人消費がともに低迷するなど不透
明感の漂う状況が続きました。
　当社グループの事業の中核となる遊技業界におきましては、パチスロ遊技機が新基準機（５号機）に完全
移行した影響を受けて、遊技人口・店舗数の減少が続いております。
　また、北海道洞爺湖サミット及び関連会議等の開催に伴う警備態勢に協力するため、５月下旬から７月下
旬頃まで、全国の遊技場業界の団体が遊技台の入替え、並びに店舗設備の新改装等を自粛いたしました。
　このような市場環境のもと、短期間の商戦に対応した販売活動を実践するとともに遊技場並びに遊技ファ
ンのニーズに関する情報の集約に努め、第２四半期以降の商機に備えた営業活動を推進いたしました。

　以上の結果、当第１四半期連結会計期間における連結業績は、売上高1,628百万円（前年同期比33.4％減）、
経常利益27百万円（同89.9％減）、四半期純利益13百万円（同12.1％減）となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末（平成20年３月31日）に比べ189百万円減少

し、18,615百万円となりました。これは主に受取手形及び売掛金の減少（408百万円減）によるものです。
　負債は前連結会計年度末に比べ92百万円減少し、6,506百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛
金の減少（285百万円減）によるものです。
　純資産は前連結会計年度末に比べ97百万円減少し、12,109百万円となりました。これは主に利益剰余金の
減少（98百万円減）によるものです。

当第１四半期連結会計期間末におけるキャッシュ・フローは、営業活動による70百万円の収入、投資活動
による77百万円の収入、及び財務活動による147百万円の収入となりました。
　この結果、当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ295百万
円増加し、3,966百万円となりました。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は70百万円となりました。これは税金等調整前四半期純利益27百万円の計上、
減価償却73百万円の実施、売上債権の減少442百万円がある一方で、仕入債務の減少287百万円があったこと
によるものです。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果得られた資金は77百万円となりました。これは貸付金の回収による収入156百万円がある一
方で、有形固定資産の取得66百万円があったことによるものです。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果得られた資金は147百万円となりました。これは長期借入れによる収入500百万円の資金
取得がある一方で、長期借入金の返済254百万円、並びに配当金の支払が97百万円があったことによるもの
です。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
現時点では、平成20年５月16日に公表いたしました平成21年３月期第２四半期連結累計期間及び通期の連

結業績予想に変更はありません。
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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 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を使用して貸倒見積高を算定しております。

② 棚卸資産の評価方法
当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実

地棚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。

③ 固定資産の減価償却費の算定方法
定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算出する

方法によっております。

④ 繰延税金資産の算定方法
繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異

等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測
やタックス・プランニングを利用する方法によっております。

(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」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業
会計基準適用指針第14号)を当第１四半期連結会計期間から適用しております。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 「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号)
を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下によ
る簿価切下げの方法）に変更しております。なお、この変更による損益への影響は軽微であります。
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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 3,966,899 3,671,345

受取手形及び売掛金 1,680,633 2,089,309

有価証券 609,125 582,236

商品 40,977 23,335

製品 524,611 512,303

原材料 1,694,150 1,629,195

仕掛品 351,671 445,978

その他 459,428 580,105

貸倒引当金 △50,540 △53,160

流動資産合計 9,276,955 9,480,649

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,652,230 1,640,035

土地 5,590,067 5,578,632

その他（純額） 278,812 304,388

有形固定資産合計 7,521,110 7,523,056

無形固定資産 47,334 47,657

投資その他の資産

投資有価証券 341,129 338,887

長期預金 250,000 250,000

長期貸付金 549,250 549,250

その他 815,340 803,481

貸倒引当金 △185,700 △188,200

投資その他の資産合計 1,770,019 1,753,418

固定資産合計 9,338,464 9,324,132

資産合計 18,615,419 18,804,781
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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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,331,377 1,616,669

短期借入金 50,000 50,000

1年内返済予定の長期借入金 981,849 930,560

未払法人税等 2,978 3,350

賞与引当金 65,155 36,650

製品保証引当金 4,500 6,500

その他 241,517 229,789

流動負債合計 2,677,378 2,873,519

固定負債

長期借入金 2,422,852 2,228,706

退職給付引当金 12,799 12,520

役員退職慰労引当金 396,051 392,994

その他 997,316 1,090,777

固定負債合計 3,829,019 3,724,997

負債合計 6,506,398 6,598,517

純資産の部

株主資本

資本金 1,006,900 1,006,900

資本剰余金 673,700 673,700

利益剰余金 10,431,803 10,530,346

自己株式 △3,735 △3,704

株主資本合計 12,108,667 12,207,241

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 353 △977

評価・換算差額等合計 353 △977

純資産合計 12,109,021 12,206,264

負債純資産合計 18,615,419 18,804,781
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（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)

売上高 1,628,618

売上原価 1,250,942

売上総利益 377,675

販売費及び一般管理費

販売促進費 29,005

役員報酬 50,540

給料手当及び賞与 83,060

賞与引当金繰入額 5,823

退職給付費用 8,394

役員退職慰労引当金繰入額 3,056

製品保証引当金繰入額 4,500

その他 223,344

販売費及び一般管理費合計 407,725

営業損失（△） △30,050

営業外収益

受取利息 23,508

受取配当金 674

有価証券評価益 36,889

その他 12,737

営業外収益合計 73,809

営業外費用

支払利息 12,222

和解金 4,000

その他 9

営業外費用合計 16,232

経常利益 27,527

特別利益

貸倒引当金戻入額 5,000

特別利益合計 5,000

特別損失

固定資産除却損 4,760

特別損失合計 4,760

税金等調整前四半期純利益 27,767

法人税、住民税及び事業税 1,145

法人税等調整額 12,763

法人税等合計 13,908

四半期純利益 13,858
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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 27,767

減価償却費 73,334

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,120

製品保証引当金の増減額（△は減少） △2,000

賞与引当金の増減額（△は減少） 28,505

退職給付引当金の増減額（△は減少） 279

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,056

受取利息及び受取配当金 △24,182

支払利息 12,222

有価証券評価損益（△は益） △36,889

有形固定資産除却損 4,760

売上債権の増減額（△は増加） 442,899

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,716

仕入債務の増減額（△は減少） △287,818

未収消費税等の増減額（△は増加） 1,327

未払消費税等の増減額（△は減少） 3,124

その他 △148,443

小計 87,106

利息及び配当金の受取額 7,508

利息の支払額 △12,639

法人税等の支払額 △11,418

営業活動によるキャッシュ・フロー 70,557

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の償還による収入 10,000

有形固定資産の取得による支出 △66,077

貸付けによる支出 △10,000

貸付金の回収による収入 156,907

その他 △13,504

投資活動によるキャッシュ・フロー 77,325

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 500,000

長期借入金の返済による支出 △254,565

自己株式の取得による支出 △30

配当金の支払額 △97,733

財務活動によるキャッシュ・フロー 147,671

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 295,553

現金及び現金同等物の期首残高 3,671,345

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,966,899
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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

【事業の種類別セグメント情報】

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）

機器事業 不動産事業 計 消去又は全社 連結

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 1,494,501 134,116 1,628,618 ─ 1,628,618

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高 ─ 4,200 4,200 (4,200) ─

計 1,494,501 138,316 1,632,818 　(4,200) 1,628,618

営業利益又は営業損失（△） 24,307 67,622 91,929 (121,980) (30,050)

（注）１ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２ 各区分の主な事業内容

（1）機器事業

遊技場（主としてパチンコホール）向けの自動サービス機器、システム機器等の製造・販売、遊技機の製

造・販売、カードシステム等の販売

（2）不動産事業

不動産の賃貸及び戸建住宅事業

【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)

当第１四半期連結累計期間において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がな

いため、該当事項はありません。

【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)

当第１四半期連結累計期間において、海外売上高がないため、該当事項はありません。

(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等

(1)（要約）前四半期連結損益計算書

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(千円)

　Ⅰ 売上高 2,446,978

　Ⅱ 売上原価 1,751,662

　 売上総利益 695,316

　Ⅲ 販売費及び一般管理費 460,517

　 営業利益 234,799

　Ⅳ 営業外収益 53,665

　Ⅴ 営業外費用 14,644

　 経常利益 273,819

　Ⅵ 特別利益

　Ⅶ 特別損失 257,367

　 税金等調整前四半期純利益 16,452

　 税金費用 677

　 四半期純利益 15,774
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(2)（要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

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(千円)

　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 16,452

　 減価償却費 70,768

　 売上債権の増減額（△は増加） 2,516,046

　 たな卸資産の増減額（△は増加） △ 770,658

　 仕入債務の増減額（△は減少） △ 1,268,039

　 法人税等の支払額 △ 129,974

　 その他 △ 1,124,619

　 営業活動によるキャッシュ・フロー △ 690,023

　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 △ 89,577

　 貸付けによる支出 △ 250,000

　 貸付金の回収による収入 149,356

　 その他 △ 17,856

　 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 208,078

　Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

　 長期借入れによる収入 800,000

　 長期借入金の返済による支出 △ 286,855

　 配当金の支払額 △ 293,501

　 財務活動によるキャッシュ・フロー 219,643

　Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 678,457

　Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 5,789,369

　Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 5,110,911
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