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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 13,321 ― 2,953 ― 3,220 ― 2,179 ―

20年3月期第2四半期 15,718 2.9 1,860 21.2 2,069 19.3 284 △40.1

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2四半期 74.10 ―

20年3月期第2四半期 9.63 ―

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2四半期 34,093 29,076 85.3 996.12
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2四半期  29,076百万円 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 ― 11.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 25,900 △9.3 3,300 15.8 3,600 26.5 2,350 ― 80.51

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．その他をご覧下さい。  

(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2四半期  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2四半期  472,940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2四半期  29,409,426株 20年3月期第2四半期  29,582,432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２四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年９月30日）における当社グループの業績は、欧州の

売上が好調であったものの、北米及び国内向けの売上は低調でありました。

  欧州では、ゲーミング市場において、ドイツでの規則改正に伴う買替需要の促進と東欧地区での市場の拡大に

より、売上が増加しました。一方、北米ゲーミング市場では、物価上昇により可処分所得の減少に伴う個人の消

費意欲の減退などの影響により減少しました。

　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、市場環境に好転の兆しが見られない

など、厳しい状況が続きました。

  利益面では、欧州市場での好調に加え、国内遊技場市場向けの売上減少に伴う商品構成の変化や、品質の改善

による費用削減などにより増益となりました。

  なお、当第２四半期連結累計期間の平均為替レートは、米ドル104円61銭（前年同期120円50銭）、ユーロ161円

54銭（前年同期160円66銭）で推移いたしました。

  営業外損益の部では、為替予約の効果などによる為替差益85百万円や受取利息86百万円を計上いたしました。

また、特別損益の部では、過年度に計上した貸倒債権の一部を回収し、償却債権取立益33百万円、貸倒引当金戻

入額32百万円を計上いたしました。

  これらにより、当第２四半期連結累計期間の売上高は133億21百万円（前年同期比15.3％減）、営業利益は29億

53百万円（前年同期比58.7％増）、経常利益は32億20百万円（前年同期比55.6％増）、四半期純利益は21億79百

万円（前年同期比665.1％増）となりました。四半期純利益の大幅な改善は、前年同期において投資有価証券評価

損や貸倒引当金繰入額の計上があったことによるものです。

  なお、前年同期比較に関する情報は参考として記載しております。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第２四半期連結会計期間末の総資産は、340億93百万円（前連結会計年度末比21億40百万円増）、流動資産は

270億66百万円（前連結会計年度末比28億60百万円増）、固定資産は70億27百万円（前連結会計年度末比７億20百

万円減）となりました。主に欧州での売上が好調に推移したことにより、現金及び預金は131億５百万円（前連結

会計年度末比16億36百万円増）、受取手形及び売掛金は44億７百万円（前連結会計年度末比４億58百万円増）と

なったほか、有価証券は16億85百万円（前連結会計年度末比３億37百万円増）となりました。

　当第２四半期連結会計期間末の負債合計は50億17百万円（前連結会計年度末比９億48百万円増）となりました。

主に欧州向け製品の生産増加により、支払手形及び買掛金が23億63百万円（前連結会計年度末比５億12百万円増）

となったことや、利益計上額の増加により、未払法人税等が７億93百万円（前連結会計年度末比７億23百万円増）

となりました。

　当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、290億76百万円（前連結会計年度末比11億91百万円増）となりま

した。主に当第２四半期連結累計期間における四半期純利益21億79百万円の計上と配当金の支払額３億25百万円

により、利益剰余金が247億95百万円（前連結会計年度末比19億49百万円増）となったことと、自己株式の取得に

より、自己株式が４億56百万円（前連結会計年度末比３億44百万円増）となりました。

　

  （キャッシュ・フローについて）

  当第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローについては、営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等

調整前四半期純利益32億73百万円、減価償却費４億17百万円、引当金の増加額１億17百万円、仕入債務の増加額

６億10百万円などの資金の増加や、売上債権の増加額４億38百万円、たな卸資産の増加額４億62百万円などの資

金の減少の結果、30億71百万円の収入となりました。

  投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の増加額４億40百万円、有形固定資産の取得２億64百万円な

どの資金の減少の結果、６億80百万円の支出となりました。

  財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額３億25百万円、自己株式の取得による支出３億44百万

円などの資金の減少の結果、６億70百万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83百万円の資金の減少がありましたので、当第２四

半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、131億５百万円となり、前連結会計年度末に比べ、16億36百

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

　下半期の見通しについては、世界的な景気減速の影響などにより、厳しい経営環境の展開が予想されます。欧

州では、比較的好調に推移するものの季節要因も含め、その勢いは若干鈍化し、北米では、金融市場の混乱や物

価上昇に伴うカジノ客の減少などにより、カジノホテルの投資意欲が低下することが予想されます。このような

中で、販売活動に注力した結果、北米・欧州の売上はともに、現地通貨ベースでは、前年下半期の実績を上回る

ものの、当上半期との比較では若干減少する見通しであります。なお、邦貨への換算時には、円高の影響を大き

く受け、前年下半期並びに当上半期に対しては、ともに減少することが予想されます。一方、国内では依然とし

て厳しい事業環境が続くことが想定されます。

  また、10月以降の為替レートは、米ドル100円、ユーロ135円を前提としておりますが、海外子会社の決算期で

ある12月までの通期の平均為替レートは、米ドル104円07銭（上半期104円61銭、前期117円71銭）、ユーロ154円

38銭（上半期161円54銭、前期162円00銭）で推移することを想定しております。

  利益面では、海外向けの売上が鈍化することや為替相場が円高に推移することが予想されることなどから、厳

しい状況となることが見込まれます。また、上半期には、欧州子会社において販売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が増加しましたが、下半期には適正な在庫水準となることで利益額が縮少すること

が想定されます。なお、為替相場の大幅な変動が続いており、今後の業績に影響が懸念されますが、平均為替レー

トに対する１円あたりの営業利益影響額は、米ドル28百万円（円高で減益）、ユーロで16百万円（円高で減益）

を想定しております。

　さらに、営業外損益や特別損益の部では、今後の為替相場や株式市場の動向によっては、為替差損や投資有価

証券評価損などの発生も懸念されます。

　このような厳しい事業環境の中にあって、コアビジネスであるゲーミング市場向けに注力しつつ、コマーシャ

ル市場向けの取り組みの一部である金融市場向けなど、国内外のＯＥＭ先の新規案件の製品化へのスピードアッ

プを図り、次世代製品の開発や顧客へのＰＲを図るとともに、積極的な経費削減に努め、業績向上に取り組んで

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２四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）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、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、第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ

19,100千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

　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、第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ

13,815千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、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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 13,105,606 11,469,131

受取手形及び売掛金 4,407,803 3,948,911

有価証券 1,685,171 1,347,190

商品及び製品 4,445,324 4,261,207

仕掛品 282,480 337,294

原材料及び貯蔵品 1,656,331 1,414,428

その他 1,569,327 1,525,582

貸倒引当金 △85,160 △97,080

流動資産合計 27,066,884 24,206,666

固定資産   

有形固定資産 2,986,286 3,075,103

無形固定資産 875,945 1,005,195

投資その他の資産   

その他 3,473,346 4,006,545

貸倒引当金 △308,550 △339,617

投資その他の資産合計 3,164,795 3,666,928

固定資産合計 7,027,026 7,747,227

資産合計 34,093,910 31,953,894

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,363,372 1,850,474

未払法人税等 793,081 69,791

賞与引当金 352,166 238,350

役員賞与引当金 14,000 －

その他 1,220,689 1,574,974

流動負債合計 4,743,310 3,733,591

固定負債   

退職給付引当金 20,403 19,592

その他 253,571 315,441

固定負債合計 273,974 335,033

負債合計 5,017,285 4,068,625



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 2,069,030 2,069,093

利益剰余金 24,795,446 22,846,218

自己株式 △456,389 △111,619

株主資本合計 28,625,033 27,020,638

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 247,327 272,401

繰延ヘッジ損益 158,869 90,094

為替換算調整勘定 45,395 502,135

評価・換算差額等合計 451,592 864,631

純資産合計 29,076,625 27,885,269

負債純資産合計 34,093,910 31,953,894



(２) 四半期連結損益計算書 
(第２四半期連結累計期間) 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 13,321,643

売上原価 5,562,085

売上総利益 7,759,557

割賦販売未実現利益戻入額 11,486

差引売上総利益 7,771,044

販売費及び一般管理費 4,817,653

営業利益 2,953,390

営業外収益  

受取利息 86,240

受取配当金 13,704

為替差益 85,262

その他 90,825

営業外収益合計 276,033

営業外費用  

支払利息 56

その他 8,717

営業外費用合計 8,773

経常利益 3,220,650

特別利益  

固定資産売却益 4,868

償却債権取立益 33,548

貸倒引当金戻入額 32,829

特別利益合計 71,245

特別損失  

固定資産売却損 1,566

固定資産除却損 5,448

投資有価証券評価損 9,555

ゴルフ会員権評価損 2,250

特別損失合計 18,821

税金等調整前四半期純利益 3,273,074

法人税、住民税及び事業税 1,045,403

法人税等調整額 48,365

法人税等合計 1,093,769

四半期純利益 2,179,305



(３) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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 3,273,074

減価償却費 417,536

引当金の増減額（△は減少） 117,911

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） △71,248

受取利息及び受取配当金 △99,945

支払利息 56

為替差損益（△は益） △44,561

有形固定資産除売却損益（△は益） 2,147

投資有価証券評価損益（△は益） 9,555

売上債権の増減額（△は増加） △438,048

たな卸資産の増減額（△は増加） △462,165

仕入債務の増減額（△は減少） 610,825

未収消費税等の増減額（△は増加） 138,476

その他 △354,553

小計 3,099,060

利息及び配当金の受取額 112,086

利息の支払額 △56

法人税等の支払額 △163,355

法人税等の還付額 23,270

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,071,004

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の純増減額（△は増加） △440,333

有形固定資産の取得による支出 △264,036

有形固定資産の売却による収入 6,536

無形固定資産の取得による支出 △11,451

投資有価証券の取得による支出 △1,838

その他 30,484

投資活動によるキャッシュ・フロー △680,640

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △325,559

自己株式の取得による支出 △344,966

自己株式の売却による収入 132

財務活動によるキャッシュ・フロー △670,392

現金及び現金同等物に係る換算差額 △83,496

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,636,474

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 13,105,606



　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２四半期については、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２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９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
3,478,572 4,931,290 58,675 4,853,105 13,321,643 － 13,321,643

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
7,726,307 34,338 3,315,301 44,805 11,120,752 (11,120,752) －

計 11,204,880 4,965,628 3,373,976 4,897,910 24,442,396 (11,120,752) 13,321,643

営業利益 914,832 337,306 193,012 890,446 2,335,599 617,791 2,953,390

　（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２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９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 4,404,000 4,729,160 736,803 9,869,964

Ⅱ　連結売上高 13,321,643

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 33.1 35.5 5.5 74.1

　（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。

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、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２四半期の金銭登録機は98,900千円でありました。　

 （単位：千円　未満切捨）

事業部門

当第２四半期連結累計期間
（自平成20年４月１日　至平成20年９月30日）

金額 構成比(％)

貨幣処理機器 10,989,390 82.5

遊技場向機器 1,867,948 14.0

その他 464,304 3.5

合計 13,321,643 100.0

　（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。



「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  15,718,907 100.0

Ⅱ　売上原価  8,266,094 52.6

売上総利益  7,452,812 47.4

繰延割賦売上利益戻入  11,672 0.1

差引売上総利益  7,464,485 47.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費  5,603,902 35.7

営業利益  1,860,583 11.8

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息 75,393   

２．受取配当金 11,812   

３．為替差益 46,602   

４．その他 84,684 218,493 1.4

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 2,082   

２．その他 7,328 9,411 0.0

経常利益  2,069,665 13.2

Ⅵ　特別利益    

１．固定資産売却益 1,380   

２．投資有価証券売却益 13,254   

３．貸倒引当金戻入益 1,630   

４．役員賞与引当金戻入益 4,150   

５．その他 3,402 23,817 0.1

Ⅶ　特別損失    

１．固定資産除却損 60,456   

２．投資有価証券評価損 268,052   

３．貸倒引当金繰入額 916,012   

４．減損損失 10,106 1,254,628 8.0

税金等調整前中間純利益  838,855 5.3

法人税、住民税及び事業税 534,549   

法人税等調整額 19,462 554,011 3.5

中間純利益  284,843 1.8



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９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

税金等調整前中間純利益 838,855

減価償却費　 375,244

減損損失 10,106

引当金の増減額
（△は減少額）

611,881

受取利息及び受取配当金 △87,206

支払利息 2,082

為替差損益
（△は差益）

7,360

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）

59,076

投資有価証券評価損 268,052

売上債権の増減額
（△は増加額）

8,536

たな卸資産の増減額
（△は増加額）

1,012,048

仕入債務の増減額
（△は減少額）

△1,541,249

未収消費税等の増減額
（△は増加額）

118,612

その他資産負債の増減額 △142,897

小計 1,527,250

利息及び配当金の受取額 86,440

利息の支払額 △2,082

法人税等の支払額 △609,670

営業活動によるキャッシュ・
フロー

1,001,937



前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）

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

△317,089

有形固定資産の売却による
収入

1,939

無形固定資産の取得による
支出

△247,255

有価証券の取得・売却によ
る純収入（△は純支出）

△28,582

投資有価証券の売却による
収入

22,150

その他 △1,938

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△570,775

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 △1,411

自己株式の売却による収入 348

配当金の支払額 △294,998

財務活動によるキャッシュ・
フロー

△196,061

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換
算差額

151,754

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 386,854

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中間期
末残高

9,912,956



（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

　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、前中間連結会計期間については、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。

〔所在地別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30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）

売上高

(1）外部顧客に対する売上

高
5,040,241 6,104,979 210,591 4,363,095 15,718,907 － 15,718,907

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
6,230,366 83,633 3,908,321 35,839 10,258,161 (10,258,161) －

計 11,270,608 6,188,613 4,118,912 4,398,934 25,977,068 (10,258,161) 15,718,907

営業費用 10,670,684 5,891,842 3,887,095 3,862,205 24,311,826 (10,453,502) 13,858,324

営業利益 599,923 296,770 231,817 536,729 1,665,241 195,341 1,860,583

　（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

３．日本の営業費用には、売上原価、販売費及び一般管理費のほか、繰延割賦売上利益戻入が含まれております。

〔海外売上高〕

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

 北米 欧州 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 5,541,970 4,253,909 901,501 10,697,380

Ⅱ　連結売上高（千円）    15,718,907

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
35.3 27.1 5.7 68.1

　（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。



〔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。

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

事業部門

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

金額（千円） 前年同期比（％）

貨幣処理機器 11,780,671 10.7

金銭登録機 211,669 △21.6

遊技場向機器 3,246,460 △14.9

その他 480,106 △13.5

合計 15,718,907 2.9

　（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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