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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第1四半期 1,736 ― △62 ― △61 ― △15 ―

21年3月期第1四半期 1,628 ― △30 ― 27 ― 13 ―

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

22年3月期第1四半期 △0.67 ―

21年3月期第1四半期 0.62 ―

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

22年3月期第1四半期 17,839 11,150 62.5 495.66
21年3月期 18,452 11,185 60.6 497.19

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  11,150百万円 21年3月期  11,185百万円

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

21年3月期 ― ― ― 5.00 5.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 3.00 3.00

3.  平成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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

3,638 4.9 △200 ― △208 ― △231 ― ―

通期 9,889 22.1 331 ― 302 ― 255 ― 11.35
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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、4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、4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 

 上記予想は、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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 22,500,000株 21年3月期  22,500,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  3,749株 21年3月期  3,599株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 22,496,311株 21年3月期第1四半期 22,496,676株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、金融危機が世界的規模で実体経済に波及する景気後
退局面の中、企業の生産活動の縮小や雇用環境の悪化、個人消費の低迷などが続いており、景気の本格回
復への道筋が今なお不透明な状況にあります。  
 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規則(５号)機に移行
した影響によりパチスロユーザーが減少していることから、遊技場経営の軸足を収益性を求めてパチスロ
機からパチンコ機へシフトする動きをますます強めております。  
 パチスロ機事業については、販売マーケットの大幅な縮小を見込んでリリース機種を絞り込んだことか
ら実績は予想値を下回ることとなりました。  
 一方、周辺機器事業は、パチンコLow島補給システムの市場導入がスムーズに立ち上がって、販売実績
を積み上げております。  
 また、不動産事業は、オフィスビル賃貸部門が所定の収益を確保いたしております。  
  
 以上の結果、当第１四半期連結会計期間における連結業績は、売上高1,736百万円（前年同期比6.6％
増）、経常損失61百万円、四半期純損失15百万円となりました。 
  

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末（平成21年３月31日）に比べ613百万円減
少し、17,839百万円となりました。これは主に現金及び預金の減少（634百万円減）、受取手形及び売掛
金の減少（213百万円減）の一方で、仕掛品の増加（228百万円増）によるものです。 
 負債は前連結会計年度末に比べ578百万円減少し、6,688百万円となりました。これは主に支払手形及び
買掛金の減少（223百万円減）、長期借入金の減少（266百万円減）によるものです。 
 純資産は前連結会計年度末に比べ34百万円減少し、11,150百万円となりました。これは主に利益剰余金
の減少（127百万円減）の一方で、その他有価証券評価差額金の増加（93百万円増）によるものです。 
当第１四半期連結会計期間末におけるキャッシュ・フローは、営業活動による359百万円の支出、投資

活動による240百万円の収入、及び財務活動による364百万円の支出となりました。 
 この結果、当第１四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484
百万円減少し、3,830百万円となりました。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は359百万円となりました。これは税金等調整前四半期純損失13百万円の
計上、減価償却77百万円の実施、売上債権の減少274百万円がある一方で、たな卸資産の増加247百万円、
仕入債務の減少223百万円、投資有価証券売却益53百万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） 

 投資活動の結果得られた資金は240百万円となりました。これは定期預金の払戻による収入150百万円、
投資有価証券の売却による収入318百万円の一方で、投資有価証券の取得による支出181百万円、有形固定
資産の取得58百万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） 

 財務活動の結果使用した資金は364百万円となりました。これは長期借入金の返済266百万円、並びに配
当金の支払が98百万円があったことによるものです。  
  
  

現時点では、平成21年5月15日に公表いたしました平成22年3月期第2四半期連結累計期間及び通期の連
結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１四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１四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定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に経営環境等、かつ、一時差
異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、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・プランニングを利用する方法によっております。 

  

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書） 
  

前第１四半期連結累計期間まで独立掲記しておりました営業活動によるキャッシュ・フローの「未収
消費税等の増減額」、「未払消費税等の増減額」は重要性が乏しいため、営業活動によるキャッシュ・
フローの「その他」に記載しております。 
 なお、当第１四半期連結累計期間の「その他」には「未収消費税等の増減額」が9,315千円、「未払
消費税等の増減額」が3,636千円含まれております。 

  

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
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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１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,830,783 4,465,075

受取手形及び売掛金 1,609,837 1,823,328

商品及び製品 673,502 663,053

仕掛品 495,188 266,261

原材料 1,746,536 1,757,641

その他 412,476 476,766

貸倒引当金 △24,895 △25,945

流動資産合計 8,743,430 9,426,181

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,707,210 1,737,820

土地 5,723,794 5,723,794

その他（純額） 281,651 249,648

有形固定資産合計 7,712,656 7,711,263

無形固定資産 9,593 9,738

投資その他の資産   

投資有価証券 870,208 801,229

長期預金 100,000 100,000

その他 589,996 590,545

貸倒引当金 △186,700 △186,700

投資その他の資産合計 1,373,505 1,305,075

固定資産合計 9,095,755 9,026,077

資産合計 17,839,185 18,452,259
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,983,487 2,206,913

短期借入金 50,000 50,000

1年内返済予定の長期借入金 1,064,060 1,064,060

未払法人税等 2,668 3,113

賞与引当金 34,376 34,062

製品保証引当金 5,000 4,000

その他 275,394 351,211

流動負債合計 3,414,987 3,713,360

固定負債   

長期借入金 1,942,781 2,208,796

退職給付引当金 13,849 13,241

役員退職慰労引当金 416,074 413,501

負ののれん 12,284 13,052

その他 888,624 905,226

固定負債合計 3,273,614 3,553,817

負債合計 6,688,601 7,267,178

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 9,492,524 9,620,078

自己株式 △3,810 △3,776

株主資本合計 11,169,314 11,296,902

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △18,729 △111,821

評価・換算差額等合計 △18,729 △111,821

純資産合計 11,150,584 11,185,080

負債純資産合計 17,839,185 18,452,259
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 1,628,618 1,736,138

売上原価 1,250,942 1,394,519

売上総利益 377,675 341,618

販売費及び一般管理費   

販売促進費 29,005 20,676

役員報酬 50,540 52,285

給料手当及び賞与 83,060 72,451

賞与引当金繰入額 5,823 5,162

退職給付費用 8,394 9,466

役員退職慰労引当金繰入額 3,056 2,572

製品保証引当金繰入額 4,500 5,000

その他 223,344 236,732

販売費及び一般管理費合計 407,725 404,347

営業損失（△） △30,050 △62,728

営業外収益   

受取利息 23,508 974

受取配当金 674 6,502

有価証券評価益 36,889 －

その他 12,737 6,355

営業外収益合計 73,809 13,831

営業外費用   

支払利息 12,222 12,190

和解金 4,000 －

その他 9 20

営業外費用合計 16,232 12,210

経常利益又は経常損失（△） 27,527 △61,107

特別利益   

投資有価証券売却益 － 53,557

貸倒引当金戻入額 5,000 1,000

特別利益合計 5,000 54,557

特別損失   

固定資産除却損 4,760 －

製品回収費用 － 6,516

特別損失合計 4,760 6,516

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

27,767 △13,065

法人税、住民税及び事業税 1,145 1,945

法人税等調整額 12,763 60

法人税等合計 13,908 2,005

四半期純利益又は四半期純損失（△） 13,858 △15,071
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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)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

27,767 △13,065

減価償却費 73,334 77,360

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,120 △1,050

製品保証引当金の増減額（△は減少） △2,000 1,000

賞与引当金の増減額（△は減少） 28,505 314

退職給付引当金の増減額（△は減少） 279 608

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,056 2,572

受取利息及び受取配当金 △24,182 △7,476

支払利息 12,222 12,190

有価証券評価損益（△は益） △36,889 －

有形固定資産除却損 4,760 －

投資有価証券売却損益（△は益） － △53,557

売上債権の増減額（△は増加） 442,899 274,583

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,716 △247,715

仕入債務の増減額（△は減少） △287,818 △223,625

未収消費税等の増減額（△は増加） 1,327 －

未払消費税等の増減額（△は減少） 3,124 －

その他 △148,443 △168,474

小計 87,106 △346,334

利息及び配当金の受取額 7,508 8,318

利息の支払額 △12,639 △12,028

法人税等の支払額 △11,418 △9,781

営業活動によるキャッシュ・フロー 70,557 △359,825

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 － 150,000

貸付けによる支出 △10,000 －

貸付金の回収による収入 156,907 10,000

有形固定資産の取得による支出 △66,077 △58,010

投資有価証券の取得による支出 － △181,080

投資有価証券の売却及び償還による収入 10,000 318,811

その他 △13,504 561

投資活動によるキャッシュ・フロー 77,325 240,281

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 500,000 －

長期借入金の返済による支出 △254,565 △266,015

自己株式の取得による支出 △30 △34

配当金の支払額 △97,733 △98,698

財務活動によるキャッシュ・フロー 147,671 △364,747

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 295,553 △484,291

現金及び現金同等物の期首残高 3,671,345 4,315,075

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,966,899 3,830,783
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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販売事業 

  

（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 

不動産の賃貸及び販売事業 

  

(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】

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

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 1,494,501 134,116 1,628,618 ─ 1,628,618

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高 ─ 4,200 4,200 (4,200) ─

計 1,494,501 138,316 1,632,818 (4,200) 1,628,618

営業利益又は営業損失（△） 24,307 67,622 91,929 (121,980) △30,050

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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 1,606,589 129,549 1,736,138 ─ 1,736,138

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高 ─ 6,842 6,842 (6,842) ─

計 1,606,589 136,391 1,742,981 (6,842) 1,736,138

営業利益又は営業損失（△） △24,033 71,446 47,412 (110,141) △62,728
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当第１四半期連結累計期間において、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。 

  

当第１四半期連結累計期間において、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。 

  

当第１四半期連結累計期間において、海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間において、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。 

  

【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日)

【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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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