
平成21年3月期 決算短信 
平成21年5月8日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 日本金銭機械株式会社 上場取引所 東 大 

コード番号 6418 URL http://www.jcm-hq.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 上東 洋次郎

問合せ先責任者 （役職名） 執行役員管理本部副本部長 （氏名） 高垣 豪 TEL 06-6703-8400
定時株主総会開催予定日 平成21年6月25日 配当支払開始予定日 平成21年6月10日

有価証券報告書提出予定日 平成21年6月25日

1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 25,572 △10.4 2,561 △10.1 3,001 5.4 2,009 ―

20年3月期 28,543 △10.2 2,849 △17.0 2,846 △23.0 157 △91.0

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 69.42 ― 7.6 9.7 10.0
20年3月期 5.33 ― 0.6 8.5 10.0

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 29,711 25,300 85.2 909.29
20年3月期 31,953 27,885 87.3 942.64

（参考） 自己資本   21年3月期  25,300百万円 20年3月期  27,885百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 4,317 214 △2,136 12,559
20年3月期 3,911 △994 △695 11,469

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 11.00 ― 11.00 22.00 650 412.8 2.3
21年3月期 ― 11.00 ― 11.00 22.00 627 31.7 2.4

22年3月期 
（予想）

― 7.00 ― 7.00 14.00 39.0

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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）

 

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

9,900 △25.7 290 △90.2 280 △91.3 10 △99.5 0.36

通期 21,500 △15.9 1,440 △43.8 1,420 △52.7 1,000 △50.2 35.94



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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、23ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、37ページ「１株当たり情報」をご覧下さい。 

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 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  1,838,039株 20年3月期  80,827株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 17,375 0.1 144 ― 712 37.9 2,536 ―

20年3月期 17,352 △32.9 △205 ― 516 △82.5 △482 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 87.63 ―

20年3月期 △16.30 ―

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 23,203 20,037 86.4 720.15
20年3月期 22,641 19,747 87.2 667.55

（参考） 自己資本 21年3月期  20,037百万円 20年3月期  19,747百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（将来に関する記述等についてのご注意） 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、3
ページ「１．経営成績 （１）経営成績の分析」をご覧下さい。 



（１）経営成績に関する分析 

当期における世界経済は、期前半は比較的堅調に推移したものの、米国の金融危機を発端として、為替相場や株

式相場などの金融市場が混乱するとともに、世界規模で企業の信用状態や雇用環境、さらには個人消費などにも影

響を及ぼすなど、景気後退色が強まってまいりました。 

当社グループを取り巻く経営環境は、国内遊技場市場（パチンコ市場）において、平成16年７月のゲーム機規則

の改正以降、市場規模が４年連続で縮小するなど依然として厳しい状況が続いております。一方、海外では、北米

ゲーミング市場においては、期初段階からの物価上昇に加え、金融市場の混乱の影響により、特に昨秋以降は投資

を控える傾向が一段と強まりました。また、欧州ゲーミング市場では、米国同様に、景気悪化の影響が懸念されま

したが、規則改正に伴う買替需要などにより、前期に続きドイツや東欧地区での需要は堅調に推移しました。 

このような経営環境にあって、当社グループは、これまでの国内外での市場規模の縮小や競合他社との競争激化

を踏まえ、中長期的な視点に基づき、経営体制のグローバル化の推進、事業構造の抜本的見直し、次世代製品の開

発への注力など、収益性重視を第一義として、事業の選択と集中、経営資源の効率的・効果的な投資を推進してま

いりました。具体的には、事業部門や経営機能の国際的な再編や集中化、並びに人員配置の見直しを進めるととも

に、事業分野では、耐火金庫事業からの撤退、金銭登録機事業や環境衛生関連事業の縮小などを進めてまいりまし

た。 

さらに、製品開発では、次世代のゲーミング市場向け製品の開発・上市を強力に進めるとともに、コマーシャル

分野では、国内外での新たなＯＥＭ顧客の創出や既存顧客との関係強化に注力し、次期の事業基盤の強化に向けた

取り組みに注力いたしました。 

また、遊技場市場向けとしては、製品ラインナップの拡充や営業基盤の強化に向けた取り組みを展開するととも

に、コスト削減や効率的運営の強化を主眼としたメンテナンス部門の拠点・体制の見直しにも着手いたしました。 

しかしながら、国内外の市場環境の変化などから業績を拡大するには至らず、当期の売上高は255億72百万円（前

期比10.4％減）、営業利益は25億61百万円（前期比10.1％減）となりました。昨秋の金融危機以降、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ますが、北米及び欧州セグメントでは、該当する海外子

会社の決算日がいずれも12月31日であることなどから、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

ありました。なお、当期の平均為替レートは、米ドル102.81円（前期117.71円）、ユーロ152.05円（前期162.00

円）で推移しました。また、営業外損益の部では移転価格税制の相互協議に基づく還付加算金などを計上したこと

などから、経常利益は30億１百万円（前期比5.4％増）、当期純利益は20億９百万円（前期は１億57百万円）となり

ました。 

なお、移転価格税制の相互協議（課税事案）ならびにＡＰＡ(事前確認制度)の進捗につきましては、日米、日独

ともに当期において合意に至りましたので、上記の還付加算金の他、日本の税務当局に仮払いをしておりました税

額の全額が各国税務当局より返還されることが確定されました。従いまして、一連の移転価格税制による業績への

影響は軽微でありました。 

   

事業部門別の売上高の状況については、以下のとおりであります。 

  

１．経営成績

  

  

  

前期 

(20年３月期) 

売上高(百万円) 

当期 

(21年３月期) 

売上高(百万円) 

増減 

金額(百万円)  増減率(％) 

貨幣処理機器  21,767      20,760  △1,007 △4.6

遊技場向機器  5,500  4,029  △1,471 △26.7

その他  1,275  782  △493 △38.7

合計  28,543  25,572  △2,971 △10.4



<貨幣処理機器部門> 

海外ゲーミング市場では、北米市場において、期初段階より物価上昇等の影響によりカジノホテルの投資が減退す

るなど厳しい経営環境が続いたことから、当社の紙幣識別機ユニットの売上も減少しました。なお、昨秋の金融危機

以降の経済不況の影響については、該当する海外子会社の決算日がいずれも12月31日であることから、当期の業績へ

与える影響は限定的でありました。 

一方、欧州ゲーミング市場では、ドイツや東欧向けの需要は、前期に引き続き、堅調であったため、当社グループ

の紙幣識別機ユニットの売上も増加いたしました。 

なお、昨秋以降、急激に円高が進行した結果、北米・欧州ともに、前期に比べ邦貨換算ベースでは減収要因となり

ました。 

また、国内の流通市場では、ＯＥＭ顧客に重点をおいた営業活動に注力してまいりました。 

<遊技場向機器部門> 

遊技場市場は、市場規模の縮小が続いておりますが、一部に回復基調も見受けられ、ホールの経営姿勢も積極的に

なりつつあります。しかしながら、金融機関の融資姿勢が依然厳しいこともあり、当社の主力分野であるホールの設

備投資は低調でありました。特に当社グループが得意とするパチスロ関連設備機器は、ゲーム機規則の改正以降、遊

技客の嗜好はパチンコ遊技機に集中する傾向にあり、依然、厳しい状況が続きました。このような中にあって、当社

グループは、環境・衛生対策を意識した製品・サービスを販売するとともに、商品構成の拡張に努めてまいりまし

た。  

<その他部門> 

耐火金庫事業は、平成20年９月30日付で撤退いたしました。また、衛生・環境関連機器の子会社を清算し、遊技場

向機器部門との相乗効果を目指し、当社の一部門として再出発し、金銭登録機事業は、収益性の低いＰＯＳ分野から

撤退し、ＥＣＲなどの低価格機の販売に注力するなど、事業の再編を進めました。  

  

所在地別セグメントの状況については、以下のとおりであります。 

  

  

  

 日本 

 （百万円） 

北米 

（百万円） 

アジア 

（百万円） 

欧州 

（百万円） 

消去又は全社 

（百万円） 

連結 

（百万円） 

合 

計 

売 

上 

高 

 前期(20年３月期)  19,796  11,180  7,127  8,457  (18,017)  28,543

 当期(21年３月期)  19,238  9,344  8,367  9,254  (20,631)  25,572

 増減額            △558 △1,835  1,240  796  △2,614 △2,971

 増減率（％）  △2.8 △16.4  17.4  9.4  14.5 △10.4

外 

部 

売 

上 

高 

 前期(20年３月期)  8,705  11,047  405  8,384    －  28,543

 当期(21年３月期)  7,001  9,294  119  9,156  －  25,572

 増減額  △1,704 △1,752 △286  772  － △2,971

 増減率（％）  △19.6 △15.9 △70.6  9.2  － △10.4

営 

業 

利 

益 

 前期(20年３月期)  (130)  617  408  877  1,075  2,849

 当期(21年３月期)  202  457  316  1,053  531  2,561

 増減額            333 △160 △91  176  △543 △287

 増減率（％）  － △26.0 △22.5  20.1 － △10.1



<日本> 

海外向けでは、欧州向けの輸出が伸張し、売上は増加しました。一方、国内遊技場市場向けでは、設備機器は前期

並みで推移しましたが、パチスロ遊技機や保守の売上が減少しましたので、日本セグメントは減収となりました。他

方、比較的利益率の高い欧州向けの輸出が増加したことなどから、利益面では増益となりました。 

なお、日本セグメントでは収益性重視の観点から、当期において研究開発への一層の注力や、製品品質向上による

市場品質維持費用の削減、及び早期退職支援制度への応募等による人件費の削減等の施策にも積極的に取り組みまし

た。  

<北米> 

北米ゲーミング市場では、該当する海外子会社の決算日が12月31日であることから、金融危機以降の経済不況の影

響は限定的でありました。現地通貨ベースでは、売上・営業利益ともに、前期並みに推移しましたが、邦貨換算ベー

スでは、約15円の円高となったことなどから、減収減益となりました。 

<アジア> 

当社グループの海外生産拠点として、主に貨幣処理機器や遊技場向機器製品の生産を行っております。当期は海外

向け製品の販売が増加する一方、米ドル安に伴う日本からの仕入部材の価格が上昇したことなどにより原価率が悪化

しました。なお、中国国内の人件費上昇や原材料費の高止まりの影響は、当期においては限定的でありました。この

結果、アジアセグメントでは増収減益となりました。 

<欧州> 

欧州セグメントでは、円高による邦貨換算への影響はありましたが、前期に引き続き、ドイツや東欧地区のゲーミ

ング市場からの受注が好調に推移し、増収増益となりました。  

  

(次期の見通し) 

次期の見通しにつきましては、世界規模での急激な需要減退の中、特に北米ゲーミング市場での低迷が顕著であ

り、今後の市場動向の見極めが困難であります。欧州では、北米ほどの需要減退はないものと予想しており、営業や

サービス体制の強化を図り、顧客の信頼度の向上に努めてまいります。 

なお、次期の為替レートは、米ドルを95円、ユーロを120円としており、特にユーロの邦貨換算への影響が大きくな

ることと予想されます。 

一方、国内では、遊技場市場向けにおいて、市場規模の縮小が底を打ち始めており、ホールの経営姿勢は前向きに

なりつつあります。しかしながら、金融機関の融資姿勢が依然慎重であることや、ホールの投資や遊技客の嗜好がパ

チンコ分野に集中することが続く見通しであり、当社の従来からのパチスロ関連設備を中心とした商品構成では充分

な効果が得られないことなどから、パチンコ関連設備機器を扱う株式会社サミーシステムズを本年５月１日付で100％

子会社化（同日付でJCMシステムズ株式会社に商号変更）し、さらに同種の事業を行う当社のレジャー機器事業部、メ

ンテナンス子会社と統合することで、事業の効率化や商品構成、顧客の拡大を図ってまいります。 

国内流通市場では、引き続き、ＯＥＭ顧客に重点をおいた営業活動を行い、受注案件を確実なものとしてまいりま

す。また、国内外の次世代製品のリリースを順次行い、次期の業績アップにつなげるとともに、平成23年３月期以降

の主力製品とすべく、顧客へのＰＲを積極的に進めてまいります。  

  

次期（平成22年３月期）の連結業績予想 

  

  

  

売上高 

 (百万円) 

営業利益 

(百万円) 

経常利益 

(百万円) 

当期純利益 

(百万円) 

次期(22年３月期)予想  21,500  1,440  1,420  1,000

当期(21年３月期)  25,572  2,561  3,001  2,009

増  減  額 △4,072 △1,121  △1,581 △1,009

増  減  率（％） △15.9 △43.8  △52.7 △50.2



（２）財政状態に関する分析  

①流動資産 

当期末における流動資産の残高は、245億29百万円（前期末は242億６百万円）となり、前期末に比べ３億23百万円

増加いたしました。これは主に現金及び預金の増加（114億69百万円から125億59百万円へ10億90百万円増）、有価証

券の減少（13億47百万円から１億91百万円へ11億55百万円減）、たな卸資産（当期の表示は、商品及び製品、仕掛

品、原材料及び貯蔵品）の減少（60億12百万円から53億27百万円へ６億85百万円減）、未収還付法人税の増加（１億

61百万円から17億36百万円へ15億75百万円増）によるものです。 

現金及び預金の増加は、自己株式の取得や配当金の支払などの支出がありましたが、欧州地区の販売が好調であっ

たことや、有価証券の売却があったことによります。たな卸資産は、昨秋以降、海外での需要が急速に低下し、海外

子会社で保有する販売用在庫は増加しましたが、円高が急速に進行したことによって決算期末における邦貨換算額が

減少しております。 

未収還付法人税の増加は、移転価格税制による米国及びドイツ国の税務当局から、返還される予定の法人税額等で

あり、前期までは仮払税金として「その他投資等」で計上しておりましたが、当期において、同税制について各国の

税務当局間で合意に至り、還付税額が確定したため、未収還付法人税等で計上しております。 

②固定資産 

当期末における固定資産の残高は、51億81百万円（前期末は77億47百万円）となり、25億65百万円減少いたしまし

た。有形固定資産の減少（30億75百万円から27億６百万円へ３億68百万円減）や無形固定資産の減少（10億５百万円

から７億90百万円へ２億14百万円減）のほか、投資その他の資産の減少（36億66百万円から16億85百万円へ25億65百

万円減）によります。 

有形固定資産は、生産用金型の取得３億22百万円やＡＭ事業用のゲーム機の取得１億５百万円がありましたが、海

外子会社が保有する固定資産の決算期末での邦貨換算額が急速な円高により減少しております。 

無形固定資産はソフトウェア39百万円を取得する一方、グローバルネットワークシステム等の減価償却費２億66百

万円がありました。 

投資その他の資産は、移転価格税制による米国及びドイツ国の税務当局から返還される予定の法人税額等を、前期

までは「その他の投資等」で計上しておりましたが、当期において、同税制について各国の税務当局間で合意に至

り、還付税額が確定したため、流動資産の「未収還付法人税等」で計上しております。 

③流動負債 

当期末における流動負債の残高は、40億14百万円（前期末は37億33百万円）となり、２億81百万円増加いたしまし

た。主に個別業績において、税引前当期純利益を計上したことなどにより、未払法人税等の増加（69百万円から２億

77百万円へ２億８百万円増）や賞与引当金の増加（２億38百万円から３億46百万円へ１億８百万円増）があったこと

によります。 

④固定負債 

当期末における固定負債の残高は３億96百万円（前期末は３億35百万円）となり、61百万円減少いたしました。こ

れは主に退職給付債務の数理差異(不利差異)を費用計上したことにより、退職給付引当金が増加（19百万円から１億

61百万円へ１億41百万円増）したことによります。 



⑤純資産 

当期末における純資産の残高は253億円（前期末は278億85百万円）となり、25億84百万円減少いたしました。当期

においては、剰余金の配当６億46百万円を支払いましたが、当期純利益20億９百万円を計上したことにより、利益剰

余金は増加（228億46百万円から243億７百万円へ14億61百万円増）しております。一方、自己株式の取得（１億11百

万円から15億99百万円へ14億88百万円増）や、期末の海外子会社資産の邦貨換算において、円高の影響により、為替

換算調整勘定が減少（５億２百万円から△18億37百万円へ23億39百万円減）したことによります。 

⑥キャッシュ・フロー 

  当期末における現金及び現金同等物は、125億59百万円となり、前期末より10億90百万円増加いたしました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

税金等調整前当期純利益29億35百万円や、減価償却費９億33百万円、引当金の増加２億72百万円、為替差損１億30

百万円、売上債権の減少１億93百万円、仕入債務の増加９億16百万円、法人税等の還付額１億59百万円などによる資

金の増加の一方、受取利息及び受取配当金５億96百万円、たな卸資産の増加３億91百万円、法人税等の支払額５億17

百万円などの資金の減少の結果、営業活動によるキャッシュ・フローは43億17百万円の収入となり、前期に比べ、収

入が４億５百万円増加いたしました。 

減価償却費の主な内訳は生産用金型３億１百万円、ソフトウェア２億66百万円などであります。引当金の増加の内

訳は、退職給付引当金１億85百万円、賞与引当金及び役員賞与引当金１億33百万円などであります。 

受取利息及び受取配当金の内訳は、受取利息１億61百万円、受取配当金20百万円、還付加算金４億33百万円などで

あります。 

たな卸資産は、貸借対照表上では減少しておりますが、これは海外子会社で保有するたな卸資産の期末での邦貨換

算額が減少しているためで、海外子会社の決算期末では実質的には増加しております。 

法人税等の支払額については、個別業績において、前期は損失計上であったため、当期中の法人税等の支払はな

く、還付を受けたため、前期に比べ減少いたしております。   

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、生産用金型３億18百万円、ＡＭ事業用ゲーム機１億５百万円などの有形固

定資産の取得による支出５億72百万円、投資有価証券の取得１億７百万円などの支出がある一方、有価証券の売却に

よる収入が９億78百万円ありましたので、２億14百万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） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得14億88百万円や配当金の支払６億48百万円などがありまし

たので、21億36百万円の支出となりました。 

なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりであります。 

※自己資本比率：自己資本/総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額/総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債/営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー/利払い 

１．いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

２．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

３．有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としておりま

す。 

  

  17年3月期 18年3月期 19年3月期 20年3月期 21年3月期 

自己資本比率（％）  76.1  78.7  80.8  87.3  85.2

時価ベースの 

自己資本比率（％） 
 246.3  193.4  102.51  75.36  83.34

キャッシュ・フロー対

有利子負債比率 
 0.0  0.1  0.1  0.0  0.0

インタレスト・ 

カバレッジ・レシオ 
 395.9  935.8  1,602.1  1,292.7  62,079.0



（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社グループでは、利益還元に関する基本方針として、業績による成果配分としての位置付けを明確にするため、

連結配当性向を30％以上とすることを定めております。当期は、期初の利益予想値を達成したことなどにより、上記

の基準に基づき、期末の１株当たり配当金につきましては、11円（年間22円）とさせていただきました。（連結配当

性向31.7％） 

なお、当期において、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行できるようにするため、自己株式の取得

を行う旨を決議し、1,756千株(14億87百万円)を取得しております。取得した自己株式は、原則として、金庫株とし

て保有することとし、必要に応じて、Ｍ＆Ａの際の株式交換や従業員へのストックオプションの原資として有効に活

用してまいります。 

当社グループでは世界規模での大幅な景気後退による事業環境の変化に対応すべく、喫緊の課題として経営体質の

改善に着手しております。このうち、収益性の改善・拡大を目指すための新規事業開拓、企業買収・提携や、関東地

区における営業・開発拠点の強化などの投資案件については積極的に推進を図ることとしており、内部留保金につい

ては、これら必要な投資のために有効に活用してまいります。 

次期につきましては、世界規模での大幅な景気後退の影響を受け、国内外市場ともに厳しい状況が続くものと予想

されますが、経営体質の改善など収益力の確保にむけ全力で取り組む所存であります。なお、当社は平成21年５月８

日開催の取締役会決議により、株主優待制度を廃止し、株主の皆様への利益還元につきましては、利益還元方針に基

づく現金配当に一本化することを決定いたしました。 

上記の当社グループの利益還元方針並びに株主優待制度の廃止等を総合的に勘案し、次期配当については、１株に

つき年間14円（連結予想配当性向39.0％）とさせていただきます。 

   

（４）事業等のリスク 

当社グループの経営成績、株価及び財政状況等に影響を及ぼす可能性のある事項には以下のようなものがありま

す。なお、文中における将来に関する事項は、当期末現在において当社グループが判断したものであります。 

①経済状況 

当社グループにおける全体の売上高のうち、重要な部分を占めるゲーミング市場向けの紙幣識別機ユニットの需要

は、販売先の国や地域の経済状況の影響を受けます。また、カジノに代表されるゲーミング業界は遊興のための施設

であり、ゲーミング市場自体の景況感は、各国の経済状況の他、紛争・テロなどの世界情勢、大規模な災害・事故な

ど、個人の消費マインドを低下させる事象が発生した場合にも当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可

能性があります。 

②為替の変動 

当社グループの販売先は世界各国に及んでおり、全売上高に占める海外向けの依存度は高くなっております。海外

売上高の多くは外貨建取引であるため、必要な範囲内で為替予約取引を利用することにより、将来の為替レートの変

動リスクを回避するように努めておりますが、当社グループの業績は為替変動の影響を受けます。 

③特定の製、商品への依存度 

当社グループでは、貨幣処理機器部門への依存度が高く、特に同部門に含まれる紙幣識別機ユニットは、全売上高

のうち多くを占める主力製品であるとともに、ゲーミング市場向けに占める割合が高くなっております。当社グルー

プは、北米を筆頭に各国のゲーミング市場で高いシェアを確保しておりますが、近年、競合他社の参入により、その

シェアは低下しております。将来的にも現在のシェアを維持できるという保証はなく、技術開発競争や価格競争の激

化等によって、当社グループの業績が影響を受ける可能性があります。 



④ゲーミングに関する法律に基づく規制 

カジノ等のゲーミング業界では、犯罪組織とは関係ない者が、真正なゲーム機によって、偽りなく運営することを

確保するため、カジノの運営、ゲーム機の製造販売に関して厳しい法規制が実施されております。これらの法規制に

より、紙幣識別機ユニットをゲーム機に搭載して販売することについても当局の許可が必要となるとともに、米国の

一部の州（又は自治区）では、紙幣識別機ユニットもゲーム機の一部と見なされ、ゲーム機と同様に販売に際しての

許可が必要となります。このため、世界各国、州等において、紙幣識別機ユニットの販売に許可が必要な場合はもち

ろん、紙幣識別機ユニットの販売に対して規制がない場合であっても、スロットマシン等のゲーム機に対する法規制

が変更される場合においては、当社グループの業績が影響を受ける場合があります。 

また、当社グループでは、これらの許認可を取得するにあたり、会社はもちろんのこと、役員個人についても厳し

い審査を受けております。万一、当社や関連会社及び役員個人に刑事犯罪などの法令違反行為があった場合は、許認

可を取消され、製品の販売ができなくなることによって、当社グループの業績が影響を受ける場合があります。 

 ⑤風営法に基づく規制 

当社グループの遊技場向機器製品の主な販売先であるパチンコホールは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に

関する法律（以下風営法）の適用を受けております。近年においては、遊技客の射幸心を抑える目的で、新しい法律

に基づいた新基準機の導入が義務付けられた結果、業界全体の売上高が縮小し、当社の同市場向けの売上も大幅に減

少いたしました。将来的にも遊技機の基準が変更されるなど関連する風営法の改正によって、当社グループの業績が

影響を受ける可能性があります。 

⑥海外生産の展開に関するリスク 

当社グループでは、製造原価の低減並びに為替リスクの回避のために中国での海外生産を展開しております。中国

での生産の増加は、領土問題、戦争責任等を背景とした政治情勢や、人民元の切り上げなどといったカントリーリス

クの影響を受けます。これらが現実のものとなった場合には、生産の縮小、中断等を余儀なくされることによって、

業績に影響を与える可能性があります。 

⑦材料費 ・加工費コスト 

当社の製品は、主に電子部品、樹脂成型部品、金属加工部品を組み立てることで構成されております。当社が仕入

れる部品は、原油や素材価格の上昇により、原価悪化の要因となりえます。また、当社グループでは中国での生産高

比率が高く、同国の経済発展に伴う人件費の上昇によっても原価が悪化する可能性があります。 

⑧売上債権の貸倒リスク 

遊技場(パチンコ)業界では、これまでの商慣習などから、他業種に比べ売上債権の回収期間が長期化する傾向があ

ります。また、近年業界全体の売上高縮小の影響を受け、急速にホールの信用力が低下しております。当社グループ

では、売上債権に対する与信管理を社内規程に基づき徹底するとともに、一定のルールに基づき貸倒引当金を計上

し、貸倒損失が業績に大きな変動を与えないように対処しております。 

一方、顧客であるパチンコホールでは、遊技人口の減退とそれに伴うホール数の減少が続いております。このよう

な状況下で、当社グループでは、販売後も顧客の経営状況などを注視し、回収事故が発生しないように努めておりま

すが、今後の業界の動向によっては、更に貸倒リスクが高まる可能性があります。 

⑨国際税務に関するリスク 

移転価格税制に関しては、関係各国の税務当局間で予め当社グループ内における取引価格の設定などを事前に承認

を受けるＡＰＡ（事前確認制度）申請などにより、二重課税などの税務リスクの回避に努めてまいります。しかしな

がら、各国の税制の変化並びに各国間の租税条約の締結状況によっては、国際税務に対するリスクが高まる可能性が

あります。 

⑩訴訟に関するリスク 

平成17年６月に、海外の競合会社から特許侵害による訴訟の提起を受けております。当社グループは、権利の侵害

がないことを確信しており、現在、その旨の対応を行っておりますが、今後の状況によっては、賠償金の支払いある

いは製品の販売差し止めの命令を受ける可能性があります。 

一方、当社グループが保有する知的所有権については、その保護を積極的に進めております。さらに、第三者の知

的所有権を侵害しないように十分に調査を行ったうえで、製品開発を行っております。しかしながら、各国の法制度

の違いなどにより、特許侵害訴訟を受け、賠償額の支払いなど、業績あるいは財務状況に影響を与える可能性があり

ます。 



⑪環境対策に関するリスク 

当社及び当社グループの一部は、平成16年７月に環境マネージメントシステム（ＩＳＯ１４００１）を取得すると

ともに、各国や地域の環境法規制に遵守した製品作りを行っております。当社グループは、環境への配慮をさらに高

める努力を継続しておりますが、環境法規制は国や地域によって様々であるとともに、近年その規制対象は拡大する

傾向にあります。また、環境対策に関する経済的負担は大きくなる一方で、当社製品が規制を遵守できなかった場合

には一部の地域で製品の販売ができなくなるなど、業績に影響を与える可能性があります。 

⑫各国紙幣の真偽鑑別に関するリスク 

当社グループの紙幣識別機ユニットは、世界70カ国以上の貨幣に対応いたしております。各国の貨幣は、日本の貨

幣に比べ改刷の頻度が多く、偽造が多いことや紙幣識別機ユニットに対する不正が多いことが特徴として挙げられま

す。当社グループでは、ソフトウェアを迅速に改版し、納入後の製品をサポートしております。しかしながら、近年

では偽造紙幣や機器への不正は、より巧妙かつスピーディになっております。それゆえ、それらに対処するための費

用の増加や顧客への補償費用等が発生することにより、業績に影響を与える可能性があります。 

⑬退職給付債務に関するリスク 

当社グループの退職給付債務等は、数理計算上設定した退職給付債務の割引率及び年金資産の期待運用収益率とい

った前提条件に基づいて算出しております。しかし、実際の結果が前提条件と異なる場合には、将来にわたって当社

グループの経営成績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

また、当社グループは総合設立の厚生年金基金制度を一部採用しておりますが、運用環境、基金制度や給付制度の

変更等により、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

   

なお、上記以外にも様々なリスクがあり、ここに記載されたものが当社グループのすべてのリスクではありません。

  

  

企業集団の状況につきましては、最近の有価証券報告書（平成20年６月26日提出）における「関係会社の状況」か

ら重要な変更がないため、「関係会社の状況」の開示を省略しております。 

   

  

（１）会社の経営の基本方針 

日本金銭機械株式会社及びそのグループ会社は、真に顧客やユーザーの視点に立ったモノづくりやサービスの提供

を行うことを基本方針といたしております。 

当社グループは金銭に関わる事業を通じて、日本及び世界の貨幣の法的秩序を保つことで、社会の治安維持に貢献

してまいります。同時に顧客やユーザー並びに社会の新たな未来を開拓することで、顧客の満足・信頼を追い続け、

長期に亘って顧客やユーザーに信頼と誠意をコミットできる企業となり、「貨幣流通において市場と価値を創造し続

ける真のグローバル企業」を目指しております。 

（２）目標とする経営指標 

当社グループは、持続可能な高収益体制を確立し、平成23年３月期に売上高営業利益率13%の達成を目指しており

ます。 

（３）中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、平成19年11月に、新中期経営計画「The JCM Globalization」を策定し、３年後の平成23年３月

期には、売上高330億円、営業利益45億円、当期純利益25億円を目指しております。 

本計画では、金銭処理に関わる事業を創造する真のグローバル企業へと成長するために必要な基盤整備や布石とし

ての手を打つことを主眼に置いております。売上規模よりも「収益性」を重視し、保有する手元資金を含めた経営資

源を成長が期待できる分野に「重点的に投資」することといたしております。また、成長に欠かせない技術力につい

て、あらゆる手段を講じてレベルアップを図ってまいります。 

なお、昨秋以降の世界規模での急激な景気後退の影響を受け、現行の中期経営計画についてはその見直しが必要で

あると判断しておりますが、現状の経済環境下では、中期の事業計画の見極めが困難であることから、今しばらくは

景気動向、需要動向の把握に努めることとしております。 

２．企業集団の状況

３．経営方針



（４）会社の対処すべき課題 

当社グループは、国内遊技場市場での規則改正などによる大幅な市場の縮小や、海外ゲーミング市場での競合

他社との競争の激化、コマーシャル市場への展開の遅延などの状況を踏まえ、これまで経営体制のグローバル化

の推進、事業構造の抜本的見直し、次世代製品の開発への注力など、収益性重視を第一義として、事業の選択と

集中、経営資源の効率的・効果的な投資を推進してまいりました。 

中でも、まずは収益改善の取り組みを徹底することが第一と判断し、平成21年４月10日付「経営改善の取り組

みに関するお知らせ」に記載のとおり、生産コストの低減及び固定費の削減に取り組んでおります。 

 なお、既存の経費の削減を図る一方で、戦略的な投資案件につきましては、新規事業の開拓、企業買収・提携

の推進、関東地区における営業・開発拠点の強化などに重点を置き、積極的に推進することとし、収益性の改

善・拡大に取り組んでまいります。 

  

①人件費の削減 

取締役及び監査役報酬について15～30％の範囲内での減額若しくは返上を行うとともに、従業員給与について

も、今年度の定期昇給の見送り並びに管理職社員の３～10％の範囲での月額給与の削減を行います。 

②早期退職支援制度の運用 

早期退職支援制度の運用について、次期の制度適用者に対し、対象年齢の引き下げや、特別退職金の加算割合の

増額などの特別措置を講じることにより、同制度を積極的に促進することとします。 

③グループ人員の見直し 

事業の選択と集中を進める中、グループ人員の見直しにも着手しており、既に当期までに国内外のグループ人員

約90名の削減を実施しておりますが、次期においても更に削減を実施することといたします。 

④製造原価の低減 

製造原価については、生産工数、生産量及び調達部品などあらゆるコストの低減に努めてまいります。原価低減

の目標値は３％とし、年間２億円のコスト削減を目指します。 

⑤拠点の集約、適正配置 

欧州地区における関係会社（ドイツ及び英国）の集約、適正配置、国内生産拠点の長浜工場への統合、並びに関

係会社の本社事務所への集約などにより、業務効率の向上や、諸経費の削減をはかります。 

⑥人員の適正化と最適配置 

前項の拠点の適正配置等に加えて、事務処理業務の集約化等により社内の業務効率向上をはかり、それに伴う正

社員の適正配置を実施するとともに、社外への委託業務についての人員の再配置により内製化を行い、トータル

での経費削減をはかります。  

  

 これらにより、業績の回復、企業競争力の強化並びにより強固な企業経営を目指すとともに、国内外での市場

環境の変化や為替相場の変動など、いかなる状況においても即応できる強固な企業体質の確立並びに収益力の確

保・拡大に努めてまいります。 

 株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 

  

（５）その他、会社の経営上重要な事項 

該当事項はありません。 



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,469,131 12,559,163

受取手形及び売掛金 3,948,911 3,430,219

有価証券 1,347,190 191,869

たな卸資産 6,012,930 －

商品及び製品 － 3,793,925

仕掛品 － 224,275

原材料及び貯蔵品 － 1,309,046

繰延税金資産 677,477 865,783

未収還付法人税等 161,234 1,736,528

その他の流動資産 686,870 519,658

貸倒引当金 △97,080 △100,531

流動資産合計 24,206,666 24,529,938

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,620,835 1,445,160

機械装置及び運搬具（純額） 66,367 35,827

土地 789,796 662,973

その他（純額） 598,104 562,376

有形固定資産合計 ※1  3,075,103 ※1  2,706,338

無形固定資産   

のれん 5,365 911

ソフトウエア 992,700 766,241

その他の無形固定資産 7,130 23,295

無形固定資産合計 1,005,195 790,449

投資その他の資産   

投資有価証券 ※2  1,042,166 ※2  891,248

長期貸付金 1,021 32,629

繰延税金資産 356,954 210,023

その他の投資等 2,606,402 838,919

貸倒引当金 △339,617 △287,642

投資その他の資産合計 3,666,928 1,685,178

固定資産合計 7,747,227 5,181,965

資産合計 31,953,894 29,711,904



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,850,474 1,878,248

未払法人税等 69,791 277,887

賞与引当金 238,350 346,495

役員賞与引当金 － 25,500

関係会社整理損失引当金 71,248 －

その他の流動負債 1,503,726 1,486,514

流動負債合計 3,733,591 4,014,646

固定負債   

繰延税金負債 28,883 17,811

退職給付引当金 19,592 161,044

その他の固定負債 286,557 217,695

固定負債合計 335,033 396,552

負債合計 4,068,625 4,411,198

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,216,945 2,216,945

資本剰余金 2,069,093 2,069,003

利益剰余金 22,846,218 24,307,387

自己株式 △111,619 △1,599,822

株主資本合計 27,020,638 26,993,514

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 272,401 165,607

繰延ヘッジ損益 90,094 △21,209

為替換算調整勘定 502,135 △1,837,208

評価・換算差額等合計 864,631 △1,692,809

純資産合計 27,885,269 25,300,705

負債純資産合計 31,953,894 29,711,904



（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 28,543,961 25,572,545

売上原価 ※2  15,192,864 ※2, ※7  13,166,497

売上総利益 13,351,096 12,406,047

繰延割賦売上利益戻入 15,947 22,973

差引売上総利益 13,367,043 12,429,021

販売費及び一般管理費 ※1, ※2  10,518,028 ※1, ※2  9,867,368

営業利益 2,849,015 2,561,652

営業外収益   

受取利息 197,828 161,987

受取配当金 17,522 20,476

還付加算金 8,788 433,776

その他 101,394 128,468

営業外収益合計 325,534 744,709

営業外費用   

支払利息 3,026 69

為替差損 298,681 245,082

その他 26,336 60,100

営業外費用合計 328,044 305,251

経常利益 2,846,505 3,001,109

特別利益   

固定資産売却益 ※3  1,369 ※3  4,918

投資有価証券売却益 13,254 －

貸倒引当金戻入額 17,954 49,981

償却債権取立益 － 41,548

役員賞与引当金戻入額 4,150 －

その他 6,489 －

特別利益合計 43,217 96,448

特別損失   

固定資産売却損 ※4  368 ※4  1,589

固定資産除却損 ※5  72,989 ※5  63,893

投資有価証券評価損 318,406 94,430

貸倒引当金繰入額 88,041 －

減損損失 ※6  10,106 －

貸倒損失 831,156 －

関係会社整理損失引当金繰入額 71,248 －

その他 600 2,250

特別損失合計 1,392,916 162,163

税金等調整前当期純利益 1,496,806 2,935,394

法人税、住民税及び事業税 723,006 811,509

過年度法人税等 △157,497 75,041



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

法人税等調整額 773,502 39,624

法人税等合計 1,339,011 926,175

当期純利益 157,794 2,009,219



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,216,945 2,216,945

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,216,945 2,216,945

資本剰余金   

前期末残高 2,069,523 2,069,093

当期変動額   

自己株式の処分 △430 △89

当期変動額合計 △430 △89

当期末残高 2,069,093 2,069,003

利益剰余金   

前期末残高 23,309,655 22,846,218

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 98,441

当期変動額   

剰余金の配当 △621,231 △646,491

当期純利益 157,794 2,009,219

当期変動額合計 △463,437 1,362,728

当期末残高 22,846,218 24,307,387

自己株式   

前期末残高 △110,948 △111,619

当期変動額   

自己株式の取得 △2,015 △1,488,538

自己株式の処分 1,345 334

当期変動額合計 △670 △1,488,203

当期末残高 △111,619 △1,599,822

株主資本合計   

前期末残高 27,485,175 27,020,638

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 98,441

当期変動額   

剰余金の配当 △621,231 △646,491

当期純利益 157,794 2,009,219

自己株式の取得 △2,015 △1,488,538

自己株式の処分 915 245

当期変動額合計 △464,537 △125,564

当期末残高 27,020,638 26,993,514



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 348,792 272,401

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △76,391 △106,793

当期変動額合計 △76,391 △106,793

当期末残高 272,401 165,607

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 － 90,094

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 90,094 △111,303

当期変動額合計 90,094 △111,303

当期末残高 90,094 △21,209

為替換算調整勘定   

前期末残高 676,115 502,135

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △173,980 △2,339,343

当期変動額合計 △173,980 △2,339,343

当期末残高 502,135 △1,837,208

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,024,908 864,631

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △160,277 △2,557,440

当期変動額合計 △160,277 △2,557,440

当期末残高 864,631 △1,692,809

純資産合計   

前期末残高 28,510,084 27,885,269

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 98,441

当期変動額   

剰余金の配当 △621,231 △646,491

当期純利益 157,794 2,009,219

自己株式の取得 △2,015 △1,488,538

自己株式の処分 915 245

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △160,277 △2,557,440

当期変動額合計 △624,814 △2,683,005

当期末残高 27,885,269 25,300,705



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 1,496,806 2,935,394

減価償却費 875,296 933,764

減損損失 10,106 －

貸倒損失 831,156 －

関係会社整理損失引当金繰入額 71,248 △71,248

引当金の増減額（△は減少） △461,052 272,245

受取利息及び受取配当金 △215,351 △596,780

支払利息 3,026 69

為替差損益（△は益） 236,205 130,742

投資有価証券売却損益（△は益） △13,254 －

有形固定資産除売却損益（△は益） 71,989 60,564

投資有価証券評価損益（△は益） 318,406 94,430

ゴルフ会員権評価損 600 2,250

売上債権の増減額（△は増加） 1,291,354 193,110

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,470,044 △391,364

仕入債務の増減額（△は減少） △1,745,278 916,295

未収消費税等の増減額（△は増加） 53,951 107,536

その他の資産・負債の増減額 346,590 △109,526

小計 4,641,844 4,477,484

利息及び配当金の受取額 205,931 198,012

利息の支払額 △3,026 △69

法人税等の支払額 △1,066,879 △517,888

法人税等の還付額 133,728 159,933

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,911,598 4,317,473

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 △615,259 △572,092

有形固定資産の売却による収入 2,074 11,408

無形固定資産の取得による支出 △339,723 △62,900

有価証券の取得・売却による純収入（△は純支
出）

△56,185 978,199

投資有価証券の取得による支出 － △107,438

投資有価証券の売却による収入 22,150 －

長期貸付けによる支出 － △30,000

その他 △7,932 △2,280

投資活動によるキャッシュ・フロー △994,876 214,896



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △75,000 －

自己株式の取得による支出 △2,015 △1,488,538

自己株式の売却による収入 915 245

配当金の支払額 △619,893 △648,151

財務活動によるキャッシュ・フロー △695,994 △2,136,444

現金及び現金同等物に係る換算差額 △277,698 △1,305,893

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,943,029 1,090,032

現金及び現金同等物の期首残高 9,526,101 11,469,131

現金及び現金同等物の期末残高 11,469,131 12,559,163



  該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 １．連結の範囲に関する事項 

子会社12社のうち連結子会社は11社であり非連結子会

社は１社であります。 

非連結子会社の総資産、売上高、当期純損益（持分

に見合う額）および利益剰余金（持分に見合う額）等

は、いずれも企業集団の財政状態および経営成績に関

する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいた

め、連結の範囲に含めておりません。 

 １．連結の範囲に関する事項 

子会社12社のうち連結子会社は11社であり非連結子会

社は１社であります。 

非連結子会社の総資産、売上高、当期純損益（持分

に見合う額）および利益剰余金（持分に見合う額）等

は、いずれも企業集団の財政状態および経営成績に関

する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいた

め、連結の範囲に含めておりません。 

連結子会社名 

JCM AMERICAN CORP. 

JCM GOLD(H.K.)LTD. 

SHAFTY CO.,LTD. 

JCM GOLD USA,INC. 

JAPAN CASH MACHINE GERMANY GMBH. 

JCM UNITED KINGDOM LTD. 

JCM BULGARIA LTD. 

J-CASH MACHINE(THAILAND)CO.,LTD. 

ＪＣＭメイホウ株式会社 

ジェーシーエムテクノサポート株式会社 

ゴールドシステム株式会社 

※ゴールドシステム株式会社は、平成20年３月31日

付で解散し、現在清算手続中であります。  

連結子会社名 

JCM AMERICAN CORP. 

JCM GOLD(H.K.)LTD. 

SHAFTY CO.,LTD. 

JCM GOLD USA,INC. 

JAPAN CASH MACHINE GERMANY GMBH. 

JCM UNITED KINGDOM LTD. 

JCM BULGARIA LTD. 

J-CASH MACHINE(THAILAND)CO.,LTD. 

ＪＣＭメイホウ株式会社 

ジェーシーエムテクノサポート株式会社 

ゴールドシステム株式会社 

※ゴールドシステム株式会社は、平成20年11月26日

付で清算結了いたしました。  

非連結子会社名 

   マーキュリーシステム株式会社  

  

  

  

非連結子会社名 

 マーキュリーシステム株式会社 

※マーキュリーシステム株式会社は、休眠会社であり

ましたが、平成21年３月31日付で解散し、現在清算手

続き中であります。 



  

  

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

２．会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

２．会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

 たな卸資産 

当社及び国内連結子会社 

…先入先出法による原価法 

 たな卸資産 

当社及び国内連結子会社 

…先入先出法による原価法（貸借対照表価額は

収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法によ

り算定）  

在外連結子会社 

…JCM AMERICAN CORP.およびJCM GOLD USA, 

INC. 

先入先出法による低価法 

在外連結子会社 

…同左 

…JAPAN CASH MACHINE GERMANY GMBH.、 

JCM GOLD(H.K.)LTD.およびJCM UNITED 

KINGDOM LTD. 

移動平均法による低価法 

…同左 

────── 

  

  

（会計方針の変更） 

当連結会計年度より「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

公表分）を適用しております。 

これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整

前当期純利益は、それぞれ16,113千円減少しており

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。 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

当社及び国内連結子会社 

…定率法 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

当社及び国内連結子会社 

…定率法  

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物

（附属設備を除く）については、定額法を採用

しております。 

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物

（附属設備を除く）については、定額法を採用

しております。 

在外連結子会社 

…主として定額法 

在外連結子会社 

…主として定額法 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物      ３～50年 

機械装置及び運搬具    ４～12年 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物      ３～50年 

機械装置及び運搬具    ４～12年 



なお、上記の会計処理基準に関する事項以外は、最近の有価証券報告書（平成20年６月26日提出）における記載から重要

な変更がないため開示を省略しております。 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

（会計方針の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴

い、当連結会計年度より、平成19年４月１日以降

に取得した有形固定資産について、改正後の法人

税法に基づく減価償却の方法に変更しておりま

す。 

これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整

前当期純利益は、それぞれ62,218千円減少してお

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。 

（会計方針の変更） 

────── 

  

（追加情報） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴

い、平成19年３月31日以前に取得した有形固定資

産については、改正前の法人税法に基づく減価償

却の方法の適用により取得価額の５％に到達した

連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり

均等償却し、減価償却費に含めて計上しておりま

す。 

これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整

前当期純利益は、それぞれ22,721千円減少してお

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。 

（追加情報） 

────── 

  

② 無形固定資産 

…定額法 

なお、耐用年数については、自社利用のソフトウ

ェアは、社内における利用可能期間（５年）に基

づいております。また市場販売目的のソフトウェ

アについては販売可能な見込み期間（３年）に基

づいております。 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

…定額法 

なお、耐用年数については、自社利用のソフトウ

ェアは、社内における利用可能期間（５年）に基

づいております。また市場販売目的のソフトウェ

アについては販売可能な見込み期間（３年）に基

づいております。 

③        ────── 

  

  

③ リース資産 

 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、所有権移転外ファイナンス・リース取引

のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以

前のリース取引については、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によっております。  



  

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

────── 

  

(1)「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」 

当連結会計年度より、「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、営業利益、経常利益及び税金等調整前

当期純利益は、それぞれ55,759千円増加しておりま

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。  

────── 

  

 (2)「リース取引に関する会計基準」 

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、当連結会計年度より「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））を適用し、通常の売買取引

に係る方法に準じた会計処理によっております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有

権移転外ファイナンス・リース取引については、引き

続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を

適用しております。 

なお、当該変更に伴う損益への影響はありません。 



表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日） 

────── （連結貸借対照表） 

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等

の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣

府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年度

において、「たな卸資産」として掲記されていたもの

は、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」

「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。なお、

前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商品及び

製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ

4,261,207千円、337,294千円、1,414,428千円でありま

す。  

────── （連結損益計算書）  

 「還付加算金」は、前連結会計年度まで営業外収益の

「その他」に含めて表示しておりましたが、営業外収益

の総額の100分の10を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前連結会計年度における「還付加算金」の金額

は8,788千円であります。 

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 5,468,857千円 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 5,669,595千円

※２ 非連結子会社に対する主な資産 ※２ 非連結子会社に対する主な資産 

投資有価証券（株式） 16,171千円 投資有価証券（株式） 16,171千円

３ 保証債務 

連結会社以外の会社の仕入債務589,695千円に対し

て債務保証を行っております。 

３ 保証債務 

連結会社以外の会社の仕入債務869,970千円に対し

て債務保証を行っております。 



（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費 

販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は次の

とおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費 

販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は次の

とおりであります。 

給料・賞与  3,497,329千円

貸倒引当金繰入額  23,075

賞与引当金繰入額  184,796

退職給付費用  398,838

給料・賞与   3,150,529千円

貸倒引当金繰入額  493

賞与引当金繰入額  242,153

役員賞与引当金繰入額  25,500

退職給付費用  408,486

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費 

千円1,424,563 千円1,533,692

※３ 固定資産売却益の主な内容は、車両運搬具 

1,366千円であります。 

※３ 固定資産売却益の主な内容は、工具・器具及び備

品2,691千円、及び耐火金庫事業の撤退に伴う同事

業用資産の売却益2,167千円であります。  

※４ 固定資産売却損の内容は、工具・器具及び備品 

   368千円であります。 

※４ 固定資産売却損の主な内容は、工具・器具及び備

品1,541千円であります。 

※５ 固定資産除却損の主な内容は、倉庫増設工事等が

中止になったことに伴い、建設仮勘定に計上して

いた金額33,761千円を除却処理したものでありま

す。 

※５ 固定資産除却損の主な内容は、工具・器具及び備

品4,743千円、及び事業拠点の集約に伴い、建物及

び構築物等53,947千円を除却処理したものであり

ます。 

※６ 減損損失 

当連結会計年度において、当社グループは以下の

資産について減損損失を計上しております。 

※６               ────── 

  

  

用途 種類 場所 

事業用設備 建物・工具器
具及び備品等 大阪府藤井寺市

  

当社グループは、減損損失の算定に当たり、他の

資産または資産グループから概ね独立したキャッ

シュ・フローを生み出す最小の単位によって資産

のグルーピングを行っております。なお、遊休資

産については個別の物件ごとにグルーピングを行

っております。 

その他事業部門に属する金庫関連事業につきまし

ては、同業他社との競争激化などによって収益性

が悪化しており、業績の回復には今しばらく時間

を要するため、関連設備などについて帳簿価額を

回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失

(10,106千円)として特別損失に計上しておりま

す。 

なお、回収可能価額はほぼゼロとして見積もって

おります。 

  

              ────── ※７ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の

金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に

含まれております。 

 千円16,113



前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによるものであり、減少は単元未満株式の買

増請求によるものであります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 （注）１．ストック・オプションとしての新株予約権の当連結会計年度の減少は、新株予約権の行使権利の失効に

よるものであります。 

２．上表の新株予約権は、すべて権利行使可能なものであります。 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  29,662  －  －  29,662

合計  29,662  －  －  29,662

自己株式         

普通株式  79  1  －  80

合計  79  1  －  80

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

新株予約権の目的となる株式の数（千株）  
当連結会計
年度末残高
（千円） 

前連結会計
年度末 

当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

提出会社

（親会社） 

ストック・オプションとして

の新株予約権 
普通株式  355  －  23  331  －

合計 －  355  －  23  331  －

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成19年６月４日 

取締役会 
普通株式  295,829  10 平成19年３月31日 平成19年６月11日 

平成19年11月８日 

取締役会 
普通株式  325,402  11 平成19年９月30日 平成19年12月５日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成20年６月２日 

取締役会 
普通株式  325,402  利益剰余金  11 平成20年３月31日 平成20年６月11日



当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加1,757千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加1,756千

株、単元未満株式の買取りによる増加１千株によるものであります。 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  29,662  －  －  29,662

合計  29,662  －  －  29,662

自己株式         

普通株式  80  1,757  0  1,838

合計  80  1,757  0  1,838

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成20年６月２日 

取締役会 
普通株式  325,402  11 平成20年３月31日 平成20年６月11日 

平成20年10月31日 

取締役会 
普通株式  321,089  11 平成20年９月30日 平成20年12月５日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成21年６月４日 

取締役会（予定） 
普通株式  306,072  利益剰余金  11 平成21年３月31日 平成21年６月10日



１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

 （注） 当連結会計年度において、有価証券について94,430千円（その他有価証券で時価のある株式94,430千円）

減損処理を行っております。 

 なお、減損処理にあたっては、当連結会計年度末における時価が取得価額に比べ30％以上下落した場合に

は全て減損処理を行っております。 

（有価証券関係）

  種類 

前連結会計年度（平成20年３月31日） 当連結会計年度（平成21年３月31日）

連結貸借対照
表計上額 
（千円） 

時価（千円） 差額（千円）
連結貸借対照
表計上額 
（千円） 

時価（千円） 差額（千円）

時価が連結貸借対

照表計上額を超え

るもの 

(1)国債・地方

債等 
 －  －  －  168,983  169,720  736

(2)社債  －  －  －  －  －  －

(3)その他  －  －  －  －  －  －

小計  －  －  －  168,983  169,720  736

時価が連結貸借対

照表計上額を超え

ないもの 

(1)国債・地方

債等 
 1,347,113  1,331,048  △16,064  －  －  －

(2)社債  －  －  －  －  －  －

(3)その他  －  －  －  －  －  －

小計  1,347,113  1,331,048  △16,064  －  －  －

合計  1,347,113  1,331,048  △16,064  168,983  169,720  736

  種類 

前連結会計年度（平成20年３月31日） 当連結会計年度（平成21年３月31日）

取得原価 
（千円） 

連結貸借対照
表計上額 
（千円） 

差額（千円）
取得原価
（千円） 

連結貸借対照
表計上額 
（千円） 

差額（千円）

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの 

(1）株式  347,348  774,275  426,927  114,983  398,917  283,933

(2) 債券             

①国債・地

方債等 
 －  －  －  －  －  －

②社債  －  －  －  －  －  －

③その他  －  －  －  －  －  －

(3）その他  1,977  3,161  1,183  －  －  －

小計  349,325  777,436  428,111  114,983  398,917  283,933

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの 

(1) 株式  146,916  146,916  －  379,281  276,700  △102,581

(2) 債券             

①国債・地

方債等 
 －  －  －  －  －  －

②社債  －  －  －  －  －  －

③その他  －  －  －  －  －  －

(3）その他  50,040  44,047  △5,993  74,826  58,247  △16,578

小計  196,957  190,964  △5,993  454,107  334,948  △119,159

合計  546,283  968,401  422,117  569,091  733,865  164,774



  

３．前連結会計年度中及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

４．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

  

前連結会計年度 
（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

売却額（千円） 
売却益の合計額 
（千円） 

売却損の合計額
（千円） 

売却額（千円）
売却益の合計額 
（千円） 

売却損の合計額
（千円） 

 22,150  13,254  －  －  －  －

  
前連結会計年度（平成20年３月31日） 当連結会計年度（平成21年３月31日）

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

 その他有価証券     

  非上場株式  57,671  164,096

  

前連結会計年度（平成20年３月31日） 当連結会計年度（平成21年３月31日）

１年以内 
（千円） 

１年超５年
以内 
（千円） 

５年超10年
以内 
（千円） 

10年超
（千円） 

１年以内
（千円） 

１年超５年
以内 
（千円） 

５年超10年
以内 
（千円） 

10年超
（千円） 

(1）国債・地方債等  1,347,113 － － － 168,983  －  － －

(2）その他  － － － － 22,744  －  － －

 合計  1,347,113 － － － 191,728  －  － －



  

（退職給付関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

(1) 採用している退職給付制度の概要 

当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度とし

て、適格退職年金制度及び厚生年金基金制度を設け

ております。在外連結子会社においては退職給付制

度はありません。 

当社の適格退職年金制度は、勤続期間が３年以上の

従業員が退職する場合に、社内規定に基づき、退職

時までの勤続年数や給与等に基づき計算された退職

金を支払うこととなっております。この退職金の支

払いに充てるため、外部拠出を行っております。 

また、適格退職年金制度に上積みして、総合設立型

の関西文紙事務機器厚生年金基金制度を採用してお

ります。 

なお、要拠出額を退職給付費用として処理している

複数事業主制度に関する事項は次のとおりでありま

す。 

(1) 採用している退職給付制度の概要 

当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度とし

て、適格退職年金制度及び厚生年金基金制度を設け

ております。在外連結子会社においては退職給付制

度はありません。 

当社の適格退職年金制度は、勤続期間が３年以上の

従業員が退職する場合に、社内規定に基づき、退職

時までの勤続年数や給与等に基づき計算された退職

金を支払うこととなっております。この退職金の支

払いに充てるため、外部拠出を行っております。 

また、適格退職年金制度に上積みして、総合設立型

の関西文紙事務機器厚生年金基金制度を採用してお

ります。 

なお、要拠出額を退職給付費用として処理している

複数事業主制度に関する事項は次のとおりでありま

す。 

①制度全体の積立状況に関する事項（平成19年３月31

日現在） 

①制度全体の積立状況に関する事項（平成20年３月31

日現在） 

年金資産の額 55,300,231千円

年金財政計算上の給付債務

の額 
59,159,257千円

差引額 △3,859,026千円

年金資産の額  45,621,139千円

年金財政計算上の給付債務

の額 
 60,750,088千円

差引額 △15,128,949千円

なお、平成20年３月末日現在の年金資産時価額は

45,826,874千円であります。 

なお、平成21年３月末日現在の年金資産時価額は

33,718,875千円であります。 

②制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合 

（平成19年３月31日現在） 

5.82％ 

②制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合 

（平成20年３月31日現在） 

5.23％ 

③補足説明 

上記①の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過

去勤務債務残高12,667,637千円及び別途積立金

8,808,611千円であり、本制度における過去勤務債務

の償却方法は期間18年の元利均等償却であります。 

なお、特別掛金の額はあらかじめ定められた掛金率

を掛金拠出時の標準給与・賞与標準給与の額に乗じ

算定するため、上記②の割合は当社グループの実際

の負担割合とは一致いたしません。 

③補足説明 

上記①の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過

去勤務債務残高8,701,113千円及び繰越不足

6,427,836千円であり、本制度における過去勤務債務

の償却方法は期間17年の元利均等償却であります。 

なお、特別掛金の額はあらかじめ定められた掛金率

を掛金拠出時の標準給与・賞与標準給与の額に乗じ

算定するため、上記②の割合は当社グループの実際

の負担割合とは一致いたしません。 



前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

(2) 退職給付債務に関する事項 (2) 退職給付債務に関する事項 

退職給付債務 1,468,662千円

年金資産  1,502,357

連結貸借対照表計上額純額  △33,695

前払年金費用  53,287

退職給付引当金  19,592

退職給付債務    1,332,813千円

年金資産  1,171,769

連結貸借対照表計上額純額  161,044

前払年金費用  －

退職給付引当金  161,044

（注）１．当社において早期退職支援制度を導入したこ

とに伴う割増退職金76,161千円は含まれてお

りません。 

２．関係会社整理に伴う割増退職金19,024千円は

含まれておりません。 

  

(3) 退職給付費用に関する事項 (3) 退職給付費用に関する事項 

勤務費用 127,130千円

利息費用  24,779

期待運用収益（減算）  29,014

数理計算上の差異の費用処理額  190,868

退職給付費用  313,764

勤務費用   97,093千円

利息費用  25,333

期待運用収益（減算）  26,303

数理計算上の差異の費用処理額  185,409

退職給付費用  281,532

（注）１．総合設立型の厚生年金基金に係るものは含ま

れておりません。 

２．当社において早期退職支援制度を導入したこ

とに伴う割増退職金81,082千円は含まれてお

りません。 

３．関係会社整理に伴う割増退職金19,024千円は

含まれておりません。 

（注）１．総合設立型の厚生年金基金に係るものは含ま

れておりません。 

２．当社において早期退職支援制度を導入したこ

とに伴う割増退職金52,136千円は含まれてお

りません。  

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 (4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

割引率 2.0％

期待運用収益率 2.0％

退職給付見込額の期間配

分方法 
期間定額基準

数理計算上の差異の処理

年数 
発生時一括費用処理

割引率 同左

期待運用収益率 同左

退職給付見込額の期間配

分方法 
同左

数理計算上の差異の処理

年数 
同左

(5) 総合設立型の厚生年金基金に関する事項 

総合設立型の厚生年金基金については、要拠出額を

退職給付費用として処理しております。 

(5) 総合設立型の厚生年金基金に関する事項 

総合設立型の厚生年金基金については、要拠出額を

退職給付費用として処理しております。 

退職給付費用（基金への会社負

担分拠出額） 
165,703千円

退職給付費用（基金への会社負

担分拠出額） 
165,361千円

なお、厚生年金基金に係る期末年金資産額の当社及

び連結子会社の拠出割合による按分額は2,449,088千

円であります。 

 (追加情報)  

当連結会計年度より、「『退職給付に係る会計基準』

の一部改正（その２）」（企業会計基準第14号 平成

19年５月15日）を適用しております。 

 (追加情報)  

────── 

  



（税効果会計関係）

前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な

内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な

内訳 

繰延税金資産   

未実現利益 46,677千円

役員退職慰労未払金  90,017

たな卸資産評価損  416,046

賞与引当金  102,785

ゴルフ会員権評価損  33,305

一括償却資産損金算入限度超過

額 
 24,001

貸倒引当金損金算入限度超過額  122,782

販売費及び一般管理費否認額  134,967

無形固定資産否認額  194,861

減損損失  6,838

繰越欠損金  216,687

関係会社整理損失引当金  26,742

その他  63,654

    小計  1,479,367

評価性引当金   △129,902

繰延税金資産合計  1,349,464

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金  △149,725

子会社留保利益  △84,036

前払年金費用  △21,402

繰延ヘッジ損益  △61,579

その他  △27,172

繰延税金負債合計  △343,915

繰延税金資産の純額  1,005,547

繰延税金資産   

未実現利益   128,819千円

役員退職慰労未払金  71,270

たな卸資産評価損  406,890

賞与引当金  145,660

ゴルフ会員権評価損  19,673

一括償却資産損金算入限度超過

額 
 20,749

貸倒引当金損金算入限度超過額  48,006

販売費及び一般管理費否認額  126,977

無形固定資産否認額  212,975

投資有価証券評価損  20,250

退職給付引当金  57,753

繰延ヘッジ損益  14,496

その他  114,249

    小計  1,387,765

評価性引当金   △129,502

繰延税金資産合計  1,258,263

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金  △96,687

子会社留保利益  △10,590

還付加算金  △73,069

その他  △19,922

繰延税金負債合計  △200,268

繰延税金資産の純額  1,057,995

（注）繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の

項目に含まれております。 

（注）繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の

項目に含まれております。 

流動資産－繰延税金資産 677,477千円

固定資産－繰延税金資産  356,954

固定負債－繰延税金負債  28,883

流動資産－繰延税金資産   865,783千円

固定資産－繰延税金資産  210,023

固定負債－繰延税金負債  17,811



前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 40.6％ 

（調整）      

税効果未認識未実現利益  33.8

海外連結子会社等との税率差  △13.0

交際費等永久に損金に算入さ

れない項目 
 3.6

子会社からの受取配当金消去  24.5

住民税均等割等  1.1

評価性引当金  10.3

過年度法人税等（△は還付）  △10.5

その他  △0.9

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 
 89.5

法定実効税率 40.6％ 

（調整）      

税効果未認識未実現利益  △8.8

海外連結子会社等との税率差  △10.9

交際費等永久に損金に算入さ

れない項目 
 2.0

子会社からの受取配当金消去  12.9

住民税均等割等  0.5

評価性引当金  △0.1

過年度法人税等（△は還付）  3.8

移転価格税制関連  △5.0

留保金税効果   △2.5

税額控除   △0.7

その他  △0.2

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 
 31.6



前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

 当社および連結子会社は、事業の種類として「金銭関連機器事業」および「レジャー関連その他の事業」に

区分しておりますが、当連結会計年度については、全セグメントの売上高の合計、営業利益および全セグメン

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％を超えているため、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。 

当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

 当社および連結子会社は、事業の種類として「金銭関連機器事業」および「レジャー関連その他の事業」に

区分しておりますが、当連結会計年度については、全セグメントの売上高の合計、営業利益および全セグメン

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％を超えているため、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。 

前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

 （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。 

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、4,020,732千円であり、その主なものは、当

社及び連結子会社での余資運用資金及び長期投資資金であります。 

４．「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(2).①に記載のとおり、当社及び国内連結子会社

は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産につい

て、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。これにより、日本の営業費用は、

62,218千円増加し、営業利益が同額減少しております。 

５．「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(2).①に記載のとおり、当社及び国内連結子会社

は、法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく

減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。これ

により、日本の営業費用は、22,721千円増加し、営業利益が同額減少しております。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

  
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） 

Ⅰ 売上高及び営業損益               

売上高               

(1)外部顧客に対する売上高  8,705,736 11,047,880 405,854 8,384,490  28,543,961  － 28,543,961

(2)セグメント間の内部売上高  11,091,165 132,227 6,721,596 72,574  18,017,564 (18,017,564) －

計  19,796,902 11,180,107 7,127,450 8,457,065  46,561,525 (18,017,564) 28,543,961

営業費用  19,927,267 10,562,275 6,718,573 7,579,697  44,787,813 (19,092,868) 25,694,945

営業利益又は営業損失 (130,365) 617,832 408,877 877,367  1,773,711  1,075,303 2,849,015

Ⅱ 資産  20,578,138 5,431,783 2,998,599 5,337,422  34,345,945 (2,392,050) 31,953,894

(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 



当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

 （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。 

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、1,079,678千円であり、その主なものは、当

社及び連結子会社での余資運用資金及び長期投資資金であります。 

４．会計方針の変更 

    (1）「棚卸資産の評価に関する会計基準」 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」２．(1）に記載のとおり、当連結会計年度より「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日公表分）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「日本」で16,113千円減少しており

ます。 

(2）「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」 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」(1）に記載のとおり、当連結会計年度より

「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「欧州」で55,759千円増加しております。 

  

  
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） 

Ⅰ 売上高及び営業損益               

売上高               

(1)外部顧客に対する売上高  7,001,412 9,294,902 119,409 9,156,820  25,572,545  － 25,572,545

(2)セグメント間の内部売上高  12,236,725 49,261 8,248,567 97,184  20,631,738 (20,631,738) －

計  19,238,137 9,344,164 8,367,976 9,254,005  46,204,284 (20,631,738) 25,572,545

営業費用  19,035,375 8,887,010 8,051,073 8,200,560  44,174,019 (21,163,126) 23,010,892

営業利益  202,762 457,153 316,903 1,053,445  2,030,264  531,387 2,561,652

Ⅱ 資産  22,851,218 4,678,540 2,351,624 8,118,640  38,000,023 (8,288,119) 29,711,904

(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 



前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

 （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。 

当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

 （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。 

ｃ．海外売上高

  

  

Ⅰ 海外売上高（千円） 

Ⅱ 連結売上高（千円） 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）

北米   欧州   
その他

の地域 
  計 

10,060,268  8,190,037  1,618,730  19,869,036

            28,543,961

35.2  28.7  5.7  69.6

  

  

Ⅰ 海外売上高（千円） 

Ⅱ 連結売上高（千円） 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）

北米   欧州   
その他

の地域 
  計 

8,288,745  8,884,774  1,448,088  18,621,608

            25,572,545

32.4  34.7  5.7  72.8



（注） １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。 

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額 942円64銭

１株当たり当期純利益金額 5円33銭

１株当たり純資産額   909円29銭

１株当たり当期純利益金額  69円42銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（千円）  157,794  2,009,219

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  157,794  2,009,219

期中平均株式数（株）  29,582,214  28,941,561

      

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益金額の算定に含め

なかった潜在株式の概要 

平成15年６月26日の定時株主総会

決議により、旧商法第280条ノ20及

び第280条ノ21の規定に基づいて発

行された新株予約権（ストック・

オプション） 

────── 



（重要な後発事象）

当連結会計年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

(自己株式の取得） 

 当社は、平成21年５月８日開催の取締役会において、会社法第459条第１項第１号の規定による定款の定めに基づ

き、自己株式を取得することを決議いたしました。 

(1)取得の理由 

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行できるようにするため 

(2)取得する株式の種類 

当社普通株式 

(3)取得する株式の総数 

1,000,000株(上限） 

(発行済株式総数「自己株式を除く」に対する割合3.59％) 

(4)株式の取得価額の総額 

10億円(上限） 

(5)取得する期間 

平成21年５月12日から平成21年９月30日まで 

(6)取得の方法 

信託方式による市場からの取得 

（株式会社サミーシステムズの株式取得及び商号変更） 

当社グループは、平成21年４月28日開催の取締役会決議に基づき、株式会社サミーシステムズの株式を取得いたしま

した。なお、株式会社サミーシステムズは、株式引渡し日をもって、商号をＪＣＭシステムズ株式会社に変更しており

ます。 

 (1）目的 

パチンココーナーの周辺機器などを得意とする株式会社サミーシステムズを子会社化することで、商品構成を充実さ

せ、遊技場向機器事業での堅実な収益確保を図るためであります。  

 (2）株式の取得先  

  サミー株式会社 

 (3）株式を取得する会社の概要  

 (4）株式取得の時期 

    (括弧内は発行済株式総数に対する所有株式数の割合) 

   ①株式譲渡契約書の締結   平成21年４月28日(０%) 

   ②株式引渡し             平成21年５月１日(100%) 

 (5)取得株式の総数、取得価額総額及び取得後の持分比率 

  

   ①商号 株式会社サミーシステムズ 

   ②主な事業内容 遊技場向け景品ＰＯＳ、計数機、台間玉貸機等の開発、製造及び販売 

   ③総資産     2,505百万円 

   ④純資産  △ 5,970百万円 

   ⑥売上高     3,535百万円 

   ⑦経常利益  △   762百万円  

   ⑧当期純利益  △ 1,608百万円 

   (以上 平成20年3月期) 

   ⑨発行済株式総数    70,990株 

   ①取得株式数  70,990株 

   ②取得価額総額  70,990円  

   ③取得後の持分比率    100％ 



当連結会計年度
（自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日） 

（遊技場向機器事業に関する会社分割及び子会社間の合併） 

  当社は、平成21年５月８日開催の取締役会において、平成21年７月１日をもって、パチスロ遊技機、パチンコ  

  関連遊技機器等の製造、販売に関する事業及び遊技場の経営に関する事業（以下、「遊技場向機器事業」という。） 

  を吸収分割の方法により分社化し、その事業を当社の100％連結子会社であるＪＣＭシステムズ株式会社 

  （以下、「ＪＣＭシステムズ」という。）に承継させるとともに、ＪＣＭシステムズに当社100％連結子会社である 

  ジェーシーエムテクノサポート株式会社（以下、「ＪＣＭテクノサポート」という。）を吸収合併させ当社グループ 

  の遊技場向機器事業を統合することを決議しました。          

  

 １．会社分割及び合併の目的 

 この度の会社分割及び合併による遊技場向機器事業の再編は、平成21年４月10日付で発表いたしました 

 「経営改善の取り組みに関するお知らせ」における「戦略的な投資案件」の一環として行うものであります。 

  当社グループの主力事業のひとつである遊技場向機器事業における経営環境は、平成16年７月に施行された 

 風営法施行規則等の改正を受けて大きな転換期を迎えており、特に遊技性が大きく変化したパチスロ遊技機市場 

 はホール、ユーザーから評価を得られる機種が大幅に減少いたしました。 

 その一方で、パチンコ遊技機市場は多様なゲーム性を持った製品の開発、供給が可能となるなど堅調な推移を 

 示しております。 

  このような市場環境のもと、遊技場向機器事業における堅実な収益確保のためには、商品構成を充実させることが 

 必要と考え、既に平成21年５月１日付にてパチンココーナーの周辺機器などを得意とする株式会社サミーシステムズ 

 を子会社化し、ＪＣＭシステムズ株式会社へと商号変更を行っておりますが、今般、当社の遊技場向機器事業を分社 

 化し、ＪＣＭシステムズに承継させるとともに、保守・メンテナンス事業を営むＪＣＭテクノサポートを同社に 

 吸収合併させることにより、遊技場向機器事業における経営資源をＪＣＭシステムズへ集約することといたします。 

 これにより、商品ラインアップの拡充と同時に効率的な事業運営を実現させ、営業・サービスの質や市場競争力を 

 高めることで、新たな受注の獲得を目指してまいります。 

  

２．会社分割の要旨  

 (１)分割の日程 

   吸収分割決議取締役会     平成21年５月８日 

   吸収分割契約締結決議取締役会 平成21年５月26日（予定） 

   吸収分割契約締結日      平成21年５月26日（予定） 

   分割予定日（効力発生日）   平成21年７月１日（予定）  

   （注）本分割は、会社法第784条第３項に規定する簡易吸収分割であるため、当社は分割契約 

      承認株主総会を開催いたしません。また、同法第796条第１項に定める略式分割の規定に 

     より、ＪＣＭシステムズは分割契約承認株主総会を開催いたしません。 

（２）分割方式 

  当社を分割会社とし、当社の100％連結子会社であるＪＣＭシステムズを承継会社とする簡易吸収分割です。  

（３）分割に係る割当ての内容 

   該当事項はありません。 

（４）分割により減少する資本金等 

   本分割により減少する当社の資本金等はありません。 

（５）分割会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

   該当事項はありません。 

（６）承継会社が承継する権利義務 

   承継会社は、本分割により承継する事業を遂行する上で必要な資産、負債及び契約上の地位等の 

   権利義務を当社から承継いたします。 



当連結会計年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

（７）債務履行の見込み 

   本分割において、効力発生日以降当社及び承継会社が負担すべき債務については、履行の確実性に問題が 

   ないと判断しております。 

  

 ３．分割当事会社の概要 

（注）承継会社であるＪＣＭシステムズ株式会社は、平成2 1年５月１日にサミー株式会社より株式を

      取得した株式会社サミーシステムズを商号変更したものであり、資産規模等は当社が取得した時点に

   おける想定数値を記載しております。 

  

 ４．分割する事業部門の概要 

（１）分割する部門の事業内容 

   パチスロ遊技機、パチンコ関連遊技機器等の製造、販売に関する事業 

   遊技場の経営に関する事業 

（２）分割する部門の経営成績（平成20年４月１日～平成21年３月31日）    （単位：百万円） 

  

（３）分割する資産、負債の項目及び金額（平成21年３月31日現在）      （単位：百万円） 

平成21年３月31日現在 平成21年５月１日見込 

（１）商号 
日本金銭機械株式会社 

（分割会社） 

ＪＣＭシステムズ株式会社 

（承継会社） 

（２）事業内容 

金銭、有価証券の出納保管に関連する

機械、パチスロ遊技機、パチンコ関連

遊技機器等の製造、販売 

遊技場向け景品POS、計数機、台間玉

貸機等の開発、製造及び販売 

（３）設立年月日 昭和30年１月11日 昭和29年１月４日 

（４）本店所在地 大阪市平野区西脇二丁目3番15号 大阪市平野区西脇二丁目3番15号 

（５）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 上東 洋次郎 代表取締役会長 北森 壽住 

（６）資本金 2,216百万円 179百万円 

（７）発行済株式数 29,662,851株 70,990株 

（８）純資産 25,300百万円（連結） 610百万円（単体） 

（９）総資産 29,711百万円（連結） 1,024百万円（単体） 

（10）決算期 ３月31日 ３月31日 

（11）大株主及び持株比率 

上東興産㈱   15.72％ 

上東 宏一郎   9.13％ 

日本金銭機械㈱ 6.20％ 

上東 洋次郎   4.92％ 

日本金銭機械株式会社 100.00％ 

  遊技場向機器事業部門（a） 当社の実績（単体）（b） 比率（a／b） 

売上高 2,787 17,375 16.0％

資産 負債 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 

流動資産 1,398 流動負債 356 

固定資産 449 固定負債 16 

合 計 1,848 合 計 372 



当連結会計年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 ５．会社分割後の上場会社の状況 

  

 ６．合併の要旨 

  （１）合併の日程         

     合併決議取締役会     平成21年５月８日 

     合併契約締結決議取締役会 平成21年５月26日（予定） 

     合併契約締結日       平成21年５月26日（予定） 

     合併予定日（効力発生日） 平成21年７月１日（予定） 

  （２）合併方式 

     ＪＣＭシステムズを存続会社、ＪＣＭテクノサポートを消滅会社とする吸収合併であります。 

  （３）合併に係る割当ての内容 

     該当事項はありません。 

  （４）消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

     該当事項はありません。 

  

 ７．合併当事会社の概要 

（注）存続会社であるＪＣＭシステムズ株式会社は、平成21年５月１日にサミー株式会社より株式を取得した    

   株式会社サミーシステムズを商号変更したものであり、資産規模等は当社が取得した時点における

   想定数値を記載しております。 

（１）商号 日本金銭機械株式会社 

（２）事業内容 
金銭、有価証券の出納保管に関連する機械等の製造、販

売 

（３）本店所在地  大阪市平野区西脇二丁目3番15号 

（４）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 上東 洋次郎 

（５）資本金 2,216百万円 

（６）決算期 ３月31日 

平成21年５月１日見込 平成21年３月31日現在 

（１）商号 
ＪＣＭシステムズ株式会社 

（存続会社） 

ジェーシーエムテクノサポート 

株式会社（消滅会社） 

（２）事業内容 

遊技場向け景品POS、計数機、台間玉

貸機等の開発、製造及び販売 

パチスロ遊技機、パチンコ関連遊技機

等の販売、レンタル並びに設置工事、

保守、点検、修理及びコンサルティン

グ事業 

（３）設立年月日 昭和29年１月４日 平成13年10月１日 

（４）本店所在地 大阪市平野区西脇二丁目3番15号 大阪市平野区西脇二丁目3番15号 

（５）代表者の役職・氏名 代表取締役会長 北森 壽住 代表取締役社長 北森 壽住 

（６）資本金 179百万円 70百万円 

（７）発行済株式数 70,990株 1,400株 

（８）純資産 610百万円（単体） 369百万円（単体） 

（９）総資産 1,024百万円（単体） 628百万円（単体） 

（10）決算期 ３月31日 ３月31日 

（11）大株主及び持株比率 日本金銭機械株式会社 100.00％ 日本金銭機械株式会社 100.00％ 



連結キャッシュ・フロー計算書関係、リース取引、デリバティブ取引、ストック・オプション等に関する注記事項に

ついては、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しました。 

当連結会計年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 ８．合併後の状況 

  

（１）商号 ＪＣＭシステムズ株式会社 

（２）事業内容 

台間メダル・玉貸機、遊技場向け景品POS、計数機等の開

発、製造及び販売、パチスロ遊技機、パチンコ関連遊技

機器等の製造、販売、レンタル並びに設置工事、保守、

点検、修理及びコンサルティング事業、遊技場の経営 

（３）本店所在地  大阪市平野区西脇二丁目3番15号 

（４）代表者の役職・氏名 代表取締役会長 北森 壽住 

（５）資本金 179百万円 

（６）決算期 ３月31日 



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,538,954 9,171,531

受取手形 554,843 555,167

売掛金 3,407,886 3,081,212

製品 1,072,926 －

商品及び製品 － 1,137,880

仕掛品 310,282 217,076

原材料 617,049 －

貯蔵品 9,320 －

原材料及び貯蔵品 － 352,987

前払費用 88,170 117,446

繰延税金資産 542,160 516,697

関係会社短期貸付金 400,000 100,000

未収入金 308,184 1,609,874

未収還付法人税等 161,234 －

未収消費税等 189,059 81,523

その他の流動資産 51,394 51,087

貸倒引当金 △54,287 △54,973

流動資産合計 14,197,179 16,937,512

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,067,415 1,017,428

構築物（純額） 50,636 39,849

機械及び装置（純額） 16,100 11,854

車両運搬具（純額） 498 309

工具、器具及び備品（純額） 503,007 493,068

土地 384,987 384,987

有形固定資産合計 2,022,645 1,947,498

無形固定資産   

ソフトウエア 983,944 756,771

ソフトウエア仮勘定 165 16,340

電話加入権 6,605 6,605

その他の無形固定資産 85 75

無形固定資産合計 990,800 779,792

投資その他の資産   

投資有価証券 1,025,994 875,076

関係会社株式 1,484,335 1,484,335

出資金 5,410 5,860

関係会社出資金 606,224 606,224



（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

従業員長期貸付金 1,021 2,629

長期貸付金 － 30,000

破産更生債権等 166,379 144,311

長期前払費用 15,601 9,909

繰延税金資産 325,969 185,643

差入保証金 318,001 310,653

会員権 62,600 58,900

仮払税金 1,445,224 －

長期受取手形 134,680 10,300

その他の投資等 48,501 －

貸倒引当金 △209,212 △185,026

投資その他の資産合計 5,430,730 3,538,816

固定資産合計 8,444,176 6,266,107

資産合計 22,641,356 23,203,619

負債の部   

流動負債   

支払手形 11,532 14,741

買掛金 1,480,956 1,231,474

未払金 639,730 847,041

未払費用 141,005 86,484

未払法人税等 － 267,750

前受金 － 21,438

預り金 18,430 －

賞与引当金 200,969 307,500

役員賞与引当金 － 20,000

関係会社整理損失引当金 112,745 －

その他の流動負債 34,398 28,540

流動負債合計 2,639,767 2,824,972

固定負債   

退職給付引当金 － 141,691

その他の固定負債 253,980 198,997

固定負債合計 253,980 340,688

負債合計 2,893,747 3,165,661



（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21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   

資本準備金 2,063,905 2,063,905

その他資本剰余金 5,187 5,097

資本剰余金合計 2,069,093 2,069,003

利益剰余金   

利益準備金 274,318 274,318

その他利益剰余金   

別途積立金 15,140,351 14,040,351

繰越利益剰余金 △113,881 2,875,647

利益剰余金合計 15,300,788 17,190,316

自己株式 △111,619 △1,599,822

株主資本合計 19,475,208 19,876,443

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 272,401 161,513

評価・換算差額等合計 272,401 161,513

純資産合計 19,747,609 20,037,957

負債純資産合計 22,641,356 23,203,619



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 17,352,733 17,375,172

売上原価   

製品期首たな卸高 1,164,882 1,072,926

当期製品製造原価 4,208,263 4,372,504

当期製品仕入高 7,052,740 7,076,008

合計 12,425,885 12,521,439

他勘定振替高 14,328 43,411

製品期末たな卸高 725,504 1,137,880

製品売上原価 11,686,053 11,340,147

売上総利益 5,666,680 6,035,024

繰延割賦売上利益戻入 15,947 14,996

差引売上総利益 5,682,628 6,050,020

販売費及び一般管理費 5,888,340 5,905,312

営業利益又は営業損失（△） △205,712 144,707

営業外収益   

受取利息 35,510 21,716

受取配当金 919,011 957,133

雑収入 41,360 113,704

営業外収益合計 995,882 1,092,554

営業外費用   

支払利息 45 32

為替差損 260,041 511,779

雑損失 13,734 13,407

営業外費用合計 273,820 525,219

経常利益 516,349 712,043

特別利益   

移転価格税制調整金 － 3,603,953

固定資産売却益 3 2,772

貸倒引当金戻入額 10,496 27,069

償却債権取立益 － 41,548

役員賞与引当金戻入額 4,150 －

特別利益合計 14,649 3,675,343



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

特別損失   

固定資産売却損 － 1,541

固定資産除却損 72,105 9,401

投資有価証券評価損 318,406 94,430

ゴルフ会員権評価損 600 －

減損損失 10,106 －

貸倒損失 831,156 －

貸倒引当金繰入額 27,428 －

関係会社整理損失引当金繰入額 112,745 －

特別損失合計 1,372,548 105,373

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △841,549 4,282,013

法人税、住民税及び事業税 13,529 103,958

過年度法人税等 △157,497 1,423,206

法人税等調整額 △215,285 218,828

法人税等合計 △359,252 1,745,993

当期純利益又は当期純損失（△） △482,296 2,536,019



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,216,945 2,216,945

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,216,945 2,216,945

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 2,063,905 2,063,905

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,063,905 2,063,905

その他資本剰余金   

前期末残高 5,617 5,187

当期変動額   

自己株式の処分 △430 △89

当期変動額合計 △430 △89

当期末残高 5,187 5,097

資本剰余金合計   

前期末残高 2,069,523 2,069,093

当期変動額   

自己株式の処分 △430 △89

当期変動額合計 △430 △89

当期末残高 2,069,093 2,069,003

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 274,318 274,318

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 274,318 274,318

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 13,640,351 15,140,351

当期変動額   

別途積立金の積立 1,500,000 －

別途積立金の取崩 － △1,100,000

当期変動額合計 1,500,000 △1,100,000

当期末残高 15,140,351 14,040,351

繰越利益剰余金   

前期末残高 2,489,646 △113,881



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当期変動額   

剰余金の配当 △621,231 △646,491

別途積立金の積立 △1,500,000 －

別途積立金の取崩 － 1,100,000

当期純利益又は当期純損失（△） △482,296 2,536,019

当期変動額合計 △2,603,528 2,989,528

当期末残高 △113,881 2,875,647

利益剰余金合計   

前期末残高 16,404,316 15,300,788

当期変動額   

剰余金の配当 △621,231 △646,491

当期純利益又は当期純損失（△） △482,296 2,536,019

当期変動額合計 △1,103,528 1,889,528

当期末残高 15,300,788 17,190,316

自己株式   

前期末残高 △110,948 △111,619

当期変動額   

自己株式の取得 △2,015 △1,488,538

自己株式の処分 1,345 334

当期変動額合計 △670 △1,488,203

当期末残高 △111,619 △1,599,822

株主資本合計   

前期末残高 20,579,836 19,475,208

当期変動額   

剰余金の配当 △621,231 △646,491

当期純利益又は当期純損失（△） △482,296 2,536,019

自己株式の取得 △2,015 △1,488,538

自己株式の処分 915 245

当期変動額合計 △1,104,628 401,235

当期末残高 19,475,208 19,876,443



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 341,319 272,401

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △68,918 △110,887

当期変動額合計 △68,918 △110,887

当期末残高 272,401 161,513

評価・換算差額等合計   

前期末残高 341,319 272,401

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △68,918 △110,887

当期変動額合計 △68,918 △110,887

当期末残高 272,401 161,513

純資産合計   

前期末残高 20,921,156 19,747,609

当期変動額   

剰余金の配当 △621,231 △646,491

当期純利益又は当期純損失（△） △482,296 2,536,019

自己株式の取得 △2,015 △1,488,538

自己株式の処分 915 245

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △68,918 △110,887

当期変動額合計 △1,173,546 290,348

当期末残高 19,747,609 20,037,957



 該当事項はありません。 

継続企業の前提に関する注記
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