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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 33,952 ― 2,690 ― 3,257 ― 1,955 ―

20年3月期第1四半期 50,183 46.0 8,019 201.5 8,532 192.2 5,146 125.7

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 27.28 ―

20年3月期第1四半期 69.69 ―

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 200,143 151,734 75.8 2,115.75
20年3月期 209,236 151,734 72.3 2,110.69

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  151,677百万円 20年3月期  151,315百万円

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  

なお、期末の配当予想は未定であります。  

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 ― 14.00 ― 26.00 40.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 15.00 ― ― ―

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 80,000 ― 7,000 ― 7,000 ― 5,000 ― 69.74
通期 165,000 △10.9 15,000 △34.3 15,000 △30.5 10,000 △14.6 139.49

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．その他をご参照ください。  

(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、３～４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご参照ください。  

(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ます。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結果
となる可能性があります。なお、業績予想の前提条件その他の関連する事項については、３ページ【定性的情報・財務諸表等】をご参照ください。 
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」（企業会計基準第12号 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）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。 
３．期末の配当予想は、通期の連結業績の確実な見通しを現時点で判断することが困難なため行っておりません。なお、配当予想額の開示につきましては、可能と
なった時点で速やかに開示を行う予定であります。  

 

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  72,838,210株 20年3月期  72,838,210株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  1,148,223株 20年3月期  1,148,123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  71,689,998株 20年3月期第1四半期  73,842,433株









５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 36,256 45,163

受取手形及び売掛金 31,288 32,787

有価証券 19,886 22,835

商品及び製品 14,224 12,522

仕掛品 6,669 5,937

原材料及び貯蔵品 5,130 4,798

その他 8,021 7,002

貸倒引当金 △173 △171

流動資産合計 121,303 130,875

固定資産   

有形固定資産   

有形固定資産合計 34,860 35,182

無形固定資産   

のれん 1,110 1,030

その他 3,157 3,249

無形固定資産合計 4,268 4,279

投資その他の資産   

投資有価証券 23,429 22,668

その他 18,847 18,857

貸倒引当金 △2,566 △2,626

投資その他の資産合計 39,711 38,899

固定資産合計 78,839 78,361

資産合計 200,143 209,236

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 14,957 14,638

短期借入金 12,515 12,387

未払法人税等 1,036 5,756

賞与引当金 2,088 5,458

その他 13,701 14,933

流動負債合計 44,298 53,173

固定負債   

退職給付引当金 2,647 2,931

その他 1,463 1,397

固定負債合計 4,110 4,328

負債合計 48,409 57,502



（単位：百万円）

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 12,892 12,892

資本剰余金 20,629 20,629

利益剰余金 119,981 119,937

自己株式 △2,912 △2,912

株主資本合計 150,591 150,548

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,074 734

為替換算調整勘定 11 31

評価・換算差額等合計 1,085 766

少数株主持分 56 419

純資産合計 151,734 151,734

負債純資産合計 200,143 209,236



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 33,952

売上原価 20,907

売上総利益 13,045

販売費及び一般管理費 10,354

営業利益 2,690

営業外収益  

受取利息 148

受取配当金 105

為替差益 314

その他 108

営業外収益合計 676

営業外費用  

支払利息 82

その他 27

営業外費用合計 109

経常利益 3,257

特別利益  

貸倒引当金戻入額 36

その他 7

特別利益合計 43

特別損失  

固定資産除却損 87

投資有価証券評価損 26

その他 1

特別損失合計 115

税金等調整前四半期純利益 3,185

法人税等 1,189

少数株主利益 40

四半期純利益 1,955



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 3,185

減価償却費 1,566

受取利息及び受取配当金 △253

支払利息 82

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,372

売上債権の増減額（△は増加） 1,455

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,822

仕入債務の増減額（△は減少） 415

その他 △3,143

小計 △2,887

利息及び配当金の受取額 302

利息の支払額 △59

法人税等の支払額 △5,426

営業活動によるキャッシュ・フロー △8,071

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 △1,209

無形固定資産の取得による支出 △187

投資有価証券の取得による支出 △217

子会社株式の取得による支出 △538

その他 52

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,100

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（△は減少） 142

長期借入金の返済による支出 △177

配当金の支払額 △1,721

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,757

現金及び現金同等物に係る換算差額 71

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △11,857

現金及び現金同等物の期首残高 66,111

現金及び現金同等物の四半期末残高 54,254



　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）

 

貨幣処理機
及び貨幣端
末機
（百万円）

自動販売機
及び自動
サービス機
器
（百万円）

その他の商
品及び製品
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全
社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高       

(1) 外部顧客に対する売上高 19,789 8,582 5,579 33,952 － 33,952

(2) セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － 1,426 1,426 △1,426 －

計 19,789 8,582 7,006 35,378 △1,426 33,952

営業利益（又は営業損失） 2,180 264 251 2,696 △6 2,690

　（注）１．事業区分は、商品及び製品の機能別種類により区分しております。

２．各事業区分の主要な商品及び製品は、次のとおりであります。

貨幣処理機及び貨幣端末機……………硬貨計算機、硬貨包装機、紙幣計算機、紙幣整理機、貨幣精算装置、

硬貨入出金装置、紙幣入出金装置及び同製品の保守サービス

自動販売機及び自動サービス機器……たばこ販売機、券売機、カード販売機、硬貨両替機、紙幣両替機、

コインロッカー及び同製品の保守サービス

その他の商品及び製品…………………部分品、取付具、附属品、その他商品

３．会計方針の変更

（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　【定性的情報・財務諸表等】４．その他（３）②に記載のとおり、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）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べて、営業利益が、「貨幣処理機及び貨幣端末機」で138百万円、「自

動販売機及び自動サービス機器」で65百万円、「その他の商品及び製品」で18百万円それぞれ減少しており

ます。

４．追加情報

（有形固定資産の耐用年数の変更）

　当社及び国内連結子会社の機械装置については、従来、耐用年数を４～12年としておりましたが、当第１

四半期連結会計期間より７～10年に変更しました。

　この変更は、平成20年度の法人税法の改正を契機として、資産の利用状況等を見直した結果によるもので

あります。

　従来の方法によった場合に比べて営業利益が、「貨幣処理機及び貨幣端末機」で15百万円、「自動販売機

及び自動サービス機器」で21百万円、「その他の商品及び製品」で０百万円それぞれ減少しております。



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）

日本
（百万円）

米州
（百万円）

欧州
（百万円）

アジア
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社

（百万円）

連結
（百万円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 28,017 1,792 3,774 367 33,952 － 33,952

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
5,137 0 0 153 5,291 △5,291 －

計 33,154 1,793 3,774 521 39,244 △5,291 33,952

営業利益（又は営業損失） 2,647 85 △51 9 2,690 － 2,690

　（注）１．国または地域の区分は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する主な国または地域

　　米州　　：　米国、カナダ、中南米諸国

　　欧州　　：　ヨーロッパ諸国、中東及びアフリカ諸国

　　アジア　：　東アジア及び東南アジア諸国、オセアニア諸国

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）

 米州 欧州 アジア 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 2,766 4,210 688 7,665

Ⅱ　連結売上高（百万円） 33,952

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
8.1 12.4 2.0 22.6

　（注）１．国または地域の区分は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する主な国または地域

　　米州　　：　米国、カナダ、中南米諸国

　　欧州　　：　ヨーロッパ諸国、中東及びアフリカ諸国

　　アジア　：　東アジア及び東南アジア諸国、オセアニア諸国

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。

（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。



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 50,183

Ⅱ　売上原価 31,562

売上総利益 18,621

Ⅲ　販売費及び一般管理費 10,601

営業利益 8,019

Ⅳ　営業外収益 650

　受取利息 117

　受取配当金 141

　賃貸収入 20

　為替差益 243

　その他の営業外収益 128

Ⅴ　営業外費用 137

　支払利息 73

　たな卸資産廃却損 28

　その他の営業外費用 36

経常利益 8,532

Ⅵ　特別利益 5

Ⅶ　特別損失 128

税金等調整前四半期純利益 8,409

法人税等 3,180

少数株主利益（減算） 81

四半期純利益 5,146



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

前年同四半期

（平成20年３月期

第１四半期）

区分 金額（百万円）

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（当期）純利益 8,409

減価償却費 1,413

受取利息及び受取配当金 △258

支払利息 73

退職給付引当金の増減額（減少：△） △233

賞与引当金の増減額（減少：△） △2,127

売上債権の増減額（増加：△） △10,264

たな卸資産の増減額（増加：△） 1,048

仕入債務の増減額（減少：△） 546

その他 △72

小  計 △1,465

利息及び配当金の受取額 248

利息の支払額 △88

法人税等の受取額（支払額：△） △3,812

営業活動によるキャッシュ・フロー △5,118

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金等の増減額（増加：△） △0

有形固定資産の取得による支出 △751

有形固定資産の売却による収入 0

無形固定資産の取得による支出 △156

投資有価証券の取得による支出 △18

その他 61

投資活動によるキャッシュ・フロー △865

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金の増減額（減少：△） 210

配当金の支払額 △1,307

自己株式の取得による支出 △1,467

その他 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,563

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 152

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △8,394

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 59,435

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 51,040



（３）セグメント情報

事業の種類別セグメント情報

前年同四半期（平成20年３月期第１四半期）

 

貨幣処理機
及び貨幣端
末機
（百万円）

自動販売機
及び自動
サービス機
器
（百万円）

その他の商
品及び製品
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全
社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高       

(1) 外部顧客に対する売上高 27,464 13,711 9,007 50,183 － 50,183

(2) セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － 2,584 2,584 △2,584 －

計 27,464 13,711 11,591 52,768 △2,584 50,183

営業利益 5,467 1,636 910 8,014 4 8,019
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