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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 5,796 ― △42 ― △202 ― △183 ―

20年3月期第3四半期 7,740 △18.0 677 △27.4 724 △25.6 258 △54.2

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 △8.17 ―

20年3月期第3四半期 11.47 ―

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 19,148 11,848 61.9 526.69
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3四半期  11,848百万円 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 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3四半期  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3四半期  3,514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3四半期  22,496,616株 20年3月期第3四半期  22,496,797株
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当第３四半期連結累計期間（平成20年４月～12月）におけるわが国経済は、米国に端を発する金融不安
が実体経済にも深刻な影響をもたらし、主要業種全般にわたって企業収益が激減するもとで、設備投資環
境が急激に悪化するとともに、雇用情勢の不安要素が個人消費に悪影響を与えるなど、暗雲が色濃く漂う
深刻な経済環境に直面しております。 
 当社グループの事業の中核となる遊技場業界におきましては、パチスロ遊技機が新基準（５号機）に完
全に移行した影響の沈静化の芽がこの景気の逆風に晒され、遊技人口・設置台数の微減現象が続いており
ます。 
 このような市場環境のなか、遊技機周辺設備機器事業において当社グループは、マーケットシェアの堅
持に努めて参りました。しかしながら、周辺設備に対する投資抑制と根強い低価格指向のため、実売価格
を10％程度低下させる状況となりました。 
 一方、遊技機器事業においては、初心者誘客、ライトユーザー向けのハネスロタイプを主体に４機種リ
リースしました。しかしながら、市場で高い評価を得た４号基準機の「大繁盛本舗」の後継機としてリリ
ースした新基準機の「大繁盛本舗 江戸バージョン」が想定販売台数を大幅に下回ったこともあって不本
意な結果となりました。 
 なお、不動産事業は、ほぼ安定的に営業収益を確保しております。 
 以上の結果、当第３四半期における連結業績は、売上高5,796百万円、保有する有価証券の時価が著し
く低下したことに伴い有価証券評価損240百万円計上し経常損失202百万円、四半期純損失183百万円とな
りました。   
  

  

当第３四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344百万円増
加し、19,148百万円となりました。これは主に受取手形及び売掛金の減少（192百万円減）、有価証券の
減少（112百万円減）、新規連結子会社の追加による長期貸付金の減少（549百万円減）の一方で、現金預
金の増加（491百万円増）、棚卸資産の増加（298百万円増）、土地の取得による有形固定資産の増加
（145百万円増）、投資有価証券の増加（110百万円増）によるものです。 
 負債は前連結会計年度末に比べ701百万円増加し、7,300百万円となりました。これは主に支払手形及び
買掛金の増加（405百万円増）、一年以内返済予定長期借入金の増加（158百万円増）、長期借入金の増加
（254百万円増）によるものです。 
 純資産は前連結会計年度末に比べ357百万円減少し、11,848百万円となりました。これは主に利益剰余
金の減少（296百万円減）によるものです。 
  
当第３四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動による316百万円の収入、投資活

動による349百万円の支出、及び財務活動による300百万円の収入となりました。 
 この結果、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、前連結会計年度末に比べ、新
規連結に伴う増加額224百万円も含め491百万円増加し、4,162百万円となりました。 
（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316百万円となりました。これは税金等調整前四半期純損失217百万円の
計上、たな卸資産の増加217百万円がある一方で、減価償却266百万円の実施、売上債権の減少221百万
円、仕入債務の増加356百万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） 

 投資活動の結果支出された資金は349百万円となりました。これは有価証券の償還による収入411百万
円、貸付金の回収による収入219百万円がある一方で、有価証券の取得による支出702百万円、有形固定資
産の取得による支出309百万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300百万円となりました。これは長期借入れによる収入1,200百万円の資
金取得がある一方で、長期借入金の返済787百万円、並びに配当金の支払が112百万円があったことによる
ものです。  
  

  

第４四半期にパチスロ機２～３機種のリリースが見込まれることもあり、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月期の業績予想に変更はありません。 

  

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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 該当事項はありません。 
  

当第３四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。 

  

当第３四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出する方法によっております。 

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。 

  

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の経営環境等に著しい変化が
認められるため、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・プランニングに当該
著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

  

  

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。この結果、従来の方法によった場合に比べて、当
第３四半期連結累計期間の売上総利益が10百万円減少し、営業損失、経常損失及び税引前四半期純損
失が10百万円それぞれ増加しております。 
 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

  

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)

(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

② 棚卸資産の評価方法

③ 固定資産の減価償却費の算定方法

④ 繰延税金資産の算定方法

(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

㈱オーイズミ　(6428)　平成21年3月期　第３四半期決算短信

－3－



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 4,162,543 3,671,345

受取手形及び売掛金 1,896,860 2,089,309

有価証券 469,973 582,236

商品 140,084 23,335

製品 504,110 512,303

原材料 1,892,567 1,629,195

仕掛品 372,962 445,978

その他 673,636 580,105

貸倒引当金 △54,306 △53,160

流動資産合計 10,058,433 9,480,649

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,758,323 1,640,035

土地 5,723,794 5,578,632

その他（純額） 288,989 304,388

有形固定資産合計 7,771,107 7,523,056

無形固定資産 9,980 47,657

投資その他の資産   

投資有価証券 449,049 338,887

長期預金 250,000 250,000

長期貸付金 － 549,250

その他 773,127 803,481

貸倒引当金 △162,700 △188,200

投資その他の資産合計 1,309,476 1,753,418

固定資産合計 9,090,565 9,324,132

資産合計 19,148,998 18,804,781
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（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,022,216 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 1,089,060 930,560

未払法人税等 3,068 3,350

賞与引当金 10,800 36,650

製品保証引当金 5,000 6,500

その他 239,386 229,789

流動負債合計 3,419,532 2,873,519

固定負債   

長期借入金 2,483,161 2,228,706

退職給付引当金 13,441 12,520

役員退職慰労引当金 410,929 392,994

負ののれん 13,819 －

その他 959,370 1,090,777

固定負債合計 3,880,722 3,724,997

負債合計 7,300,254 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 10,234,040 10,530,346

自己株式 △3,759 △3,704

株主資本合計 11,910,880 12,207,241

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △62,136 △977

評価・換算差額等合計 △62,136 △977

純資産合計 11,848,744 12,206,264

負債純資産合計 19,148,998 18,804,781
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(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 5,796,030

売上原価 4,613,036

売上総利益 1,182,994

販売費及び一般管理費  

販売促進費 59,752

役員報酬 158,228

給料手当及び賞与 276,190

賞与引当金繰入額 5,688

退職給付費用 23,024

役員退職慰労引当金繰入額 17,934

製品保証引当金繰入額 5,000

その他 679,616

販売費及び一般管理費合計 1,225,435

営業損失（△） △42,441

営業外収益  

受取利息 64,489

受取配当金 9,911

有価証券償還益 36,575

その他 16,984

営業外収益合計 127,961

営業外費用  

支払利息 40,343

有価証券評価損 240,186

その他 7,603

営業外費用合計 288,133

経常損失（△） △202,614

特別利益  

固定資産売却益 10,382

貸倒引当金戻入額 4,231

特別利益合計 14,613

特別損失  

固定資産除売却損 29,569

特別損失合計 29,569

税金等調整前四半期純損失（△） △217,570

法人税、住民税及び事業税 12,483

法人税等調整額 △46,149

法人税等合計 △33,665

四半期純損失（△） △183,904
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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損失（△） △217,570

減価償却費 266,575

貸倒引当金の増減額（△は減少） △25,720

製品保証引当金の増減額（△は減少） △1,500

賞与引当金の増減額（△は減少） △25,850

退職給付引当金の増減額（△は減少） 921

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 17,934

受取利息及び受取配当金 △74,400

支払利息 40,343

有価証券償還損益（△は益） △36,575

有価証券評価損益（△は益） 240,186

有形固定資産売却損益（△は益） △10,382

有形固定資産除却損 29,569

売上債権の増減額（△は増加） 221,635

たな卸資産の増減額（△は増加） △217,974

仕入債務の増減額（△は減少） 356,253

その他 △247,062

小計 316,383

利息及び配当金の受取額 58,346

利息の支払額 △40,581

法人税等の支払額 △75,852

法人税等の還付額 58,351

営業活動によるキャッシュ・フロー 316,646

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出 △702,160

有価証券の償還による収入 411,160

投資有価証券の取得による支出 △10,000

有形固定資産の取得による支出 △309,626

有形固定資産の売却による収入 73,916

貸付けによる支出 △10,000

貸付金の回収による収入 219,646

その他 △22,900

投資活動によるキャッシュ・フロー △349,963

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 1,200,000

長期借入金の返済による支出 △787,045

自己株式の取得による支出 △54

配当金の支払額 △112,887

財務活動によるキャッシュ・フロー 300,012

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 266,694

現金及び現金同等物の期首残高 3,671,345

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 224,503

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,162,543
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

  

（単位：千円） 

 
（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 

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）「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」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」

（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を適用しております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間では、機器事業の営業利益が、

10百万円減少しております。 

  

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。 

  

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

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)

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 5,385,146 410,884 5,796,030 ─ 5,796,030

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高 ─ 17,885 17,885 (17,885) ─

計 5,385,146 428,769 5,813,916 (17,885) 5,796,030

営業利益又は営業損失（△） 90,702 210,414 301,116 (343,558) △42,441

【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)

【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)

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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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(千円)

 Ⅰ 売上高 7,740,414

 Ⅱ 売上原価 5,739,265

  売上総利益 2,001,148

 Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,323,240

  営業利益 677,908

 Ⅳ 営業外収益 89,400

 Ⅴ 営業外費用 42,530

  経常利益 724,779

 Ⅵ 特別利益 27,449

 Ⅶ 特別損失 277,105

  税金等調整前四半期純利益 475,123

   税金費用 217,071

  四半期純利益 258,051
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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(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 475,123

    減価償却費 226,419

    売上債権の増減額（△は増加） 3,306,994

    たな卸資産の増減額（△は増加） △ 709,432

    仕入債務の増減額（△は減少） △ 3,725,747

    法人税等の支払額 △290,795

    その他 △ 500,842

  営業活動によるキャッシュ・フロー △ 1,218,281

 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 △ 125,103

    貸付けによる支出 △ 999,250

    貸付金の回収による収入 503,541

    その他 152,092

  投資活動によるキャッシュ・フロー △ 468,719

 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 △ 834,085

    自己株式の取得による支出 △ 54

    配当金の支払額 △ 337,374

  財務活動によるキャッシュ・フロー △ 371,513

 Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,058,514

 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 3,730,855

㈱オーイズミ　(6428)　平成21年3月期　第3四半期決算短信

－10－




