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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 19,820 ― 3,256 ― 3,325 ― 2,174 ―

20年3月期第3四半期 22,327 △4.3 2,392 △7.6 2,582 △10.0 508 △59.4

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3四半期 74.28 ―

20年3月期第3四半期 17.19 ―

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3四半期 32,001 27,582 86.2 964.50
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3四半期  27,582百万円 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  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

通期 25,300 △11.4 2,830 △0.7 2,830 △0.6 1,770 ― 61.02

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3四半期  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3四半期  1,065,262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3四半期  29,270,425株 20年3月期第3四半期  29,582,266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３四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年12月31日）における当社グループの業績は、国内及

び北米では厳しい状況が続きましたが、欧州向けが順調に推移したため、ほぼ想定通りに推移いたしました。

しかしながら、10月以降は世界的な金融危機に伴う経済環境の悪化が実体経済にも波及し、当社業績にも影響

を与え始めるなど、不透明感が急速に拡大してまいりました。

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は198億20百万円（前年同期比11.2％減）となりました。また、

利益面では欧州向けの利益の増加に加え、遊技場市場の低迷による保守委託費用の減少などによる販管費の減少

がありましたので、営業利益は32億56百万円（前年同期比36.1％増）、経常利益は33億25百万円（前年同期比

28.8％増）、四半期純利益は21億74百万円（前年同期比327.5％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３四半期連結会計期間末の総資産は320億１百万円（前連結会計年度末比47百万円増）、流動資産は253億

23百万円（前連結会計年度末比11億16百万円増）、固定資産は66億78百万円（前連結会計年度末比10億69百万円

減）となりました。

現金及び預金は、自己株式の取得による減少はありましたが、欧州向けの売上高の増加や有価証券の売却など

により120億54百万円（前連結会計年度末比５億85百万円増）となりました。

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は44億19百万円（前連結会計年度末比３億50百万円増）となり、海外

向け製品の生産が増加したことなどにより、支払手形及び買掛金が23億76百万円（前連結会計年度末比５億25百

万円増）となりました。

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は275億82百万円（前連結会計年度末比３億２百万円減）となりまし

た。これは四半期純利益21億74百万円の計上がありましたが、急激な円高による在外子会社資産の邦貨換算にお

いて、為替換算調整勘定が減少したことによります。

（キャッシュ・フローについて）

当第３四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33億69百万円、減価償却費６億65百万円のほか、海外向け製品の生産増加による仕入債務の

増加９億72百万円などの資金の増加の一方、たな卸資産増加12億76百万円や法人税等の支払額４億26百万円など

の資金の減少の結果、21億24百万円の収入となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローについては、有価証券の売却10億26百万円などの資金の増加の一方、生産

用金型などの設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出４億34百万円などの資金の減少の結果、５億41百万

円の収入となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローについては、配当金の支払額６億47百万円に加え、自己株式の取得による

支出７億93百万円の資金の減少の結果、14億40百万円の支出となりました。

また、急速な円高の進行により、現金及び現金同等物に係る換算差額では６億40百万円の資金の減少がありま

した。

これらの結果、当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は120億54百万円となりました。



３．連結業績予想に関する定性的情報

今後の見通しについては、昨年10月の金融危機以降、当社の関連業界においても需要の減退など一層の不透明

さが増しており、当社グループの業績にも影響を与え始めております。

このような中、北米及び欧州セグメントでは、該当する海外子会社の決算期がいずれも12月であることから、

既に通期業績や為替換算レートは、ほぼ確定しており、当該セグメントにおいては金融危機以降の混乱が当期の

業績へ与える影響は限定的であります。

一方、日本セグメントでは、海外向け製品の在庫調整の実施や、急速な円高の進行に伴い、１月末から３月末

までの想定為替レートを米ドル90円、ユーロ115円とし、国内で保有する外貨建の現預金や売掛金に対する決算期

末評価での為替換算差損の追加計上を見込むほか、次年度以降の経営効率化に向けた事業拠点の集約や人員の最

適配置にも取り組むことから、それらに係る費用の計上も生じる見通しであります。

このような状況を踏まえ、連結通期業績予想は、売上高253億円（前回予想比2.3％減）、営業利益28億30百万

円（前回予想比14.2％減）、経常利益28億30百万円（前回予想比21.4％減）、当期純利益17億70百万円（前回予

想比24.7％減）に下方修正いたしました。

なお、今後の為替相場や株式市場の動向によっては、為替差額や退職給付費用の追加計上が生じる可能性があ

ります。

次年度も含め、第４四半期以降は、過去に前例を見ない厳しい環境となることを強く念頭におき、収益性重視

の姿勢を崩さず、中期経営計画の再点検・見直しを行い、グローバル化のなお一層の推進、事業構造の抜本的な

改革、コーポレートガバナンス体制のより一層の強化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

　　  簡便な会計処理を適用しておりますが、重要性が乏しいため記載を省略しております。

（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３四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

15,625千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３四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

48,731千円減少しております。

　　 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。



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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 12,054,574 11,469,131

受取手形及び売掛金 4,016,426 3,948,911

有価証券 195,594 1,347,190

商品及び製品 4,579,576 4,261,207

仕掛品 390,474 337,294

原材料及び貯蔵品 1,892,998 1,414,428

その他 2,301,303 1,525,582

貸倒引当金 △107,475 △97,080

流動資産合計 25,323,474 24,206,666

固定資産   

有形固定資産 2,917,616 3,075,103

無形固定資産 829,215 1,005,195

投資その他の資産   

その他 3,230,639 4,006,545

貸倒引当金 △299,247 △339,617

投資その他の資産合計 2,931,392 3,666,928

固定資産合計 6,678,224 7,747,227

資産合計 32,001,698 31,953,894

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,376,417 1,850,474

未払法人税等 232,974 69,791

賞与引当金 181,107 238,350

役員賞与引当金 19,000 －

その他 1,340,344 1,574,974

流動負債合計 4,149,843 3,733,591

固定負債   

退職給付引当金 20,765 19,592

その他 248,807 315,441

固定負債合計 269,573 335,033

負債合計 4,419,416 4,068,625



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 2,069,002 2,069,093

利益剰余金 24,468,858 22,846,218

自己株式 △904,360 △111,619

株主資本合計 27,850,446 27,020,638

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 244,654 272,401

繰延ヘッジ損益 159,969 90,094

為替換算調整勘定 △672,789 502,135

評価・換算差額等合計 △268,164 864,631

純資産合計 27,582,281 27,885,269

負債純資産合計 32,001,698 31,953,894



(２) 四半期連結損益計算書 
(第３四半期連結累計期間) 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 19,820,536

売上原価 9,396,369

売上総利益 10,424,167

割賦販売未実現利益戻入額 17,229

差引売上総利益 10,441,397

販売費及び一般管理費 7,184,592

営業利益 3,256,804

営業外収益  

受取利息 131,045

受取配当金 19,197

還付加算金 261,641

その他 129,001

営業外収益合計 540,886

営業外費用  

支払利息 64

為替差損 458,726

その他 12,917

営業外費用合計 471,709

経常利益 3,325,982

特別利益  

固定資産売却益 4,916

償却債権取立益 37,148

貸倒引当金戻入額 42,102

特別利益合計 84,166

特別損失  

固定資産売却損 1,567

固定資産除却損 5,838

投資有価証券評価損 30,754

ゴルフ会員権評価損 2,250

特別損失合計 40,410

税金等調整前四半期純利益 3,369,738

法人税、住民税及び事業税 918,459

法人税等調整額 277,058

法人税等合計 1,195,518

四半期純利益 2,174,220



(３) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 3,369,738

減価償却費 665,037

引当金の増減額（△は減少） △30,367

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 △150,243

支払利息 64

為替差損益（△は益） 109,736

有形固定資産除売却損益（△は益） 2,488

投資有価証券評価損益（△は益） 30,754

売上債権の増減額（△は増加） △178,050

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,276,710

仕入債務の増減額（△は減少） 972,344

未収消費税等の増減額（△は増加） 117,833

その他 △1,201,733

小計 2,359,645

利息及び配当金の受取額 168,252

利息の支払額 △64

法人税等の支払額 △426,962

法人税等の還付額 23,768

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,124,638

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） 1,026,465

有形固定資産の取得による支出 △434,400

有形固定資産の売却による収入 11,183

無形固定資産の取得による支出 △32,913

投資有価証券の取得による支出 △2,137

ゴルフ会員権の売却による収入 3,700

その他 △30,401

投資活動によるキャッシュ・フロー 541,497

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △647,694

自己株式の取得による支出 △793,043

自己株式の売却による収入 210

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,440,527

現金及び現金同等物に係る換算差額 △640,165

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 585,443

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 12,054,574



　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３四半期については、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３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年12月31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
5,153,313 7,548,820 104,298 7,014,104 19,820,536 － 19,820,536

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
10,427,180 48,174 6,452,490 91,934 17,019,780 (17,019,780) －

計 15,580,494 7,596,994 6,556,789 7,106,039 36,840,317 (17,019,780) 19,820,536

営業利益 941,819 553,134 318,468 1,319,330 3,132,753 124,050 3,256,804

　（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３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年12月31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 6,718,761 6,821,489 1,157,652 14,697,903

Ⅱ　連結売上高 19,820,536

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 33.9 34.4 5.9 74.2

　（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３四半期の金銭登録機は137,167千円でありました。　

 （単位：千円　未満切捨）

事業部門

当第３四半期連結累計期間
（自平成20年４月１日　至平成20年12月31日）

金額 構成比(％)

貨幣処理機器 16,197,832 81.7

遊技場向機器 2,995,723 15.1

その他 626,980 3.2

合計 19,820,536 100.0

　（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等

（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３四半期連結累計期間
（自平成19年４月１日
　至平成19年12月31日）

金額

Ⅰ　売上高 22,327,225

Ⅱ　売上原価 11,654,436

売上総利益 10,672,789

繰延割賦売上利益戻入 17,415

差引売上総利益 10,690,204

Ⅲ　販売費及び一般管理費 8,297,697

営業利益 2,392,506

Ⅳ　営業外収益 295,411

受取利息 124,433

受取配当金 16,442

その他 154,535

Ⅴ　営業外費用 105,614

支払利息 2,796

為替差損　 91,746

その他 11,071

経常利益 2,582,304

Ⅵ　特別利益 33,618

固定資産売却益 1,384

投資有価証券売却益 13,254

貸倒引当金戻入益 11,427

役員賞与引当金戻入益 4,150

その他 3,402

Ⅶ　特別損失 1,286,621

固定資産除却損 63,931

投資有価証券評価損　 293,385

減損損失 10,106

貸倒引当金繰入額 919,197

税金等調整前四半期純利益 1,329,301

法人税、住民税及び事業税 697,654

法人税等調整額 123,078

四半期純利益 508,568



（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３四半期連結累計期間
（自平成19年４月１日
　至平成19年12月31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 1,329,301

減価償却費 604,758

減損損失　 10,106

引当金の増減額（△は減少額） 453,445

受取利息及び受取配当金 △140,876

支払利息 2,796

為替差損益（△は差益） 1,667

有形固定資産除売却損益（△は売却益） 62,547

投資有価証券売却損益（△は売却益） △13,254

投資有価証券評価損 293,385

売上債権の増減額（△は増加額） 625,878

たな卸資産の増減額（△は増加額） 1,290,519

仕入債務の増減額（△は減少額） △1,634,296

未収消費税等の増減額（△は増加額） 85,990

その他資産負債の増減額 △147,659

小計 2,824,310

利息及び配当金の受取額 138,975

利息の支払額 △2,796

法人税等の支払額 △754,339

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,206,150

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 △519,019

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 △338,694

有価証券の取得・売却による純収入
（△は純支出）

△39,159

投資有価証券の売却による収入 22,150

その他 △6,938

投資活動によるキャッシュ・フロー △879,722



（単位：千円　未満切捨）

前第３四半期連結累計期間
（自平成19年４月１日
　至平成19年12月31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 △1,787

自己株式の売却による収入 915

配当金の支払額 △620,826

財務活動によるキャッシュ・フロー △521,698

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △58,526

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 746,202

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 10,272,304



（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前第３四半期連結累計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31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、前連結第３四半期においては、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３四半期連結累計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31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
7,049,475 8,691,093 283,463 6,303,193 22,327,225 － 22,327,225

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
8,519,063 119,713 5,464,104 64,210 14,167,091 (14,167,091) －

計 15,568,538 8,810,806 5,747,568 6,367,403 36,494,317 (14,167,091) 22,327,225

営業費用 15,122,447 8,288,746 5,430,218 5,720,237 34,561,649 (14,626,930) 19,934,718

営業利益 446,091 522,060 317,350 647,165 1,932,668 459,838 2,392,506

　（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３四半期連結累計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31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 7,884,538 6,136,620 1,279,550 15,300,708

Ⅱ　連結売上高 22,327,225

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 35.3 27.5 5.7 68.5

　（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。

前第３四半期連結累計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31日）

（単位：千円　未満切捨）

事業部門

前第３四半期連結累計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

金額 構成比（％）

貨幣処理機器 16,779,721 75.1

金銭登録機 280,617 1.3

遊技場向機器 4,552,279 20.4

その他 714,607 3.2

合計 22,327,225 100.0

　（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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