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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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2四半期 15,650 2.0 1,013 △13.0 989 △17.8 623 △44.5

21年3月期第2四半期 15,350 ― 1,164 ― 1,204 ― 1,122 ―

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2四半期 5,458.99 ―

21年3月期第2四半期 9,837.38 ―

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2四半期 51,462 32,448 63.1 284,309.30
21年3月期 51,922 32,030 61.7 280,648.76

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  32,448百万円 21年3月期  32,030百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 2,500.00 ― 2,500.00 5,000.00

22年3月期 ― 2,500.00

22年3月期 
（予想）

― 2,500.00 5,000.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）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 28,400 △8.3 1,500 △43.9 1,500 △44.6 880 △60.9 7,710.51
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4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  
（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。 

(2) 四半期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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 114,130株 21年3月期  114,130株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  ―株 21年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第2四半期 114,130株 21年3月期第2四半期 114,130株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 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、当社が現在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、
実際の業績等はさまざまな要因により大きく異なる可能性があります。 
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、企業収益は 悪期を脱し、若干持ち直しているものの依
然低水準のまま推移しております。加えて、今後打ち出される景気・経済対策の方向性次第では、先行き
について不透明な状況にあります。 
 当遊技業界の動向ですが、前年同期に比べホール企業の倒産件数は減少しているものの、パチンコホー
ルの二極化傾向は継続しており、金融機関の厳しい融資姿勢にも変化がないことから、市場全体では設備
投資が積極化するまでには至っておりません。 
  そのような中、当社においては、エコをコンセプトにした省電力かつローコストのカードユニット「Ｂ
ＬＩＣＺ Ｌｉｇｈｔ」を６月に市場投入し、また各台計数にも対応した高機能版カードユニット「Ｂ∞
ＬＥＸ（ビーレックス）」の開発にも着手しております。 
 以上により機器販売については、全国規模の営業網を拠点に新商品「ＢＬＩＣＺ Ｌｉｇｈｔ」だけで
なく、「Ｌｕｔｅｒｎａ」「ＢＬＩＣＺ」といった既存商品の販売も計画を上回って好調に推移し、機器
売上高につきましては計画を大幅に上回りました。 
 一方、利益面に関しては、機器の販売本数は増加したものの、価格競争の激化により販売単価が低下い
たしました。また、店舗数の減少傾向に下げ止まり感は見られるものの、予想していた加盟店舗数より下
回ったこと等によりカード収入高及びシステム使用料収入の利益が計画より減少いたしました。この結
果、全体としては、ほぼ当初計画通りの利益水準となりました。 
 なお、旧タイプのカードシステムにかかる固定資産・リース資産の減損処理を実施したこと等により、
特別損失として308百万円を計上いたしました。 
  以上の結果、当第２四半期累計期間における売上高は15,650百万円（前年同四半期比2.0％増）、営業
利益は1,013百万円（同 13.0％減）、経常利益は989百万円（同 17.8％減）、四半期純利益は623百万円
（同 44.5％減）となりました。 
  販売品目別の業績概況は、次のとおりであります。 
  機器売上高は、7,593百万円（前年同四半期比15.7％増）となりました。 
  カード収入高は、2,292百万円（同 12.3％減）となりました。 
  システム使用料収入は、5,466百万円（同 7.2％減）となりました。 
  その他の収入については、297百万円（同 6.2％増）となりました。 
  

  

当第２四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ459百万円（0.9％）減少し51,462百万
円となりました。 

  

(資産) 
流動資産は、前事業年度末に比べ2,533百万円（6.2％）減少し38,093百万円となりました。 

主な減少要因は、投資有価証券の購入等に伴う現金及び預金2,539百万円によるものであります。 
 固定資産は、前事業年度末に比べ2,073百万円（18.4％）増加し13,369百万円となりました。 
主な増加要因は、投資有価証券2,943百万円の増加と、無形固定資産1,061百万円の減少によるものであり
ます。 

  

(負債) 
流動負債は、前事業年度末に比べ1,281百万円（9.8％）減少し11,754百万円となりました。 

主な減少要因は、買掛金531百万円、カード未精算勘定484百万円、製品取替引当金432百万円の減少と、
リース債務248百万円の増加によるものであります。 
 固定負債は、前事業年度末に比べ404百万円（5.9％）増加し7,259百万円となりました。 
主な増加要因は、リース債務527百万円の増加によるものであります。 
この結果、負債合計は前事業年度末に比べ877百万円(4.4％)減少し19,014百万円となりました。 

  

(純資産) 
純資産合計は、前事業年度末に比べ417百万円（1.3％）増加し32,448百万円となりました。 

主な増加要因は、利益剰余金337百万円及びその他有価証券評価差額金80百万円の増加によるものであり
ます。 

【定性的情報・財務諸表等】

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報
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平成21年５月13日に公表いたしました通期の業績予想につきましては、現時点において変更しておりま
せん。今後、修正が必要となった場合には、速やかに開示いたします。 

  

該当事項はありません。 
  

税金費用の計算 
当事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四

半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 
なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

該当事項はありません。 
  

3. 業績予想に関する定性的情報

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結の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財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期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.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,781 15,321

受取手形及び売掛金 2,880 3,401

営業未収入金 2,506 3,037

有価証券 13,478 13,623

商品及び製品 2,946 2,542

原材料及び貯蔵品 580 580

その他 2,961 2,159

貸倒引当金 △41 △39

流動資産合計 38,093 40,626

固定資産   

有形固定資産 1,794 1,665

無形固定資産   

のれん 3,033 3,245

その他 3,774 4,624

無形固定資産合計 6,808 7,869

投資その他の資産   

投資有価証券 2,993 50

その他 2,094 2,035

貸倒引当金 △322 △325

投資その他の資産合計 4,766 1,760

固定資産合計 13,369 11,295

資産合計 51,462 51,922

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,052 3,584

営業未払金 90 156

未払法人税等 537 506

引当金 268 232

製品取替引当金 178 610

カード未精算勘定 5,664 6,149

その他 1,963 1,797

流動負債合計 11,754 13,036

固定負債   

引当金 265 333

その他 6,994 6,522

固定負債合計 7,259 6,855

負債合計 19,014 19,892
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（単位：百万円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,500 5,500

資本剰余金 2,044 2,044

利益剰余金 24,764 24,426

株主資本合計 32,308 31,971

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 139 59

評価・換算差額等合計 139 59

純資産合計 32,448 32,030

負債純資産合計 51,462 51,922
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(2)【四半期損益計算書】 
【第２四半期累計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

カード発行高 6,141,280 6,111,857

売上高   

機器売上高 6,564 7,593

カード収入高 2,612 2,292

システム使用料収入 5,893 5,466

その他の収入 279 297

売上高合計 15,350 15,650

売上原価   

機器売上原価 5,834 7,076

カード売上原価 838 888

システム使用料売上原価 3,068 2,907

その他の原価 382 408

売上原価合計 10,124 11,280

売上総利益 5,225 4,369

販売費及び一般管理費 4,060 3,356

営業利益 1,164 1,013

営業外収益   

受取利息 62 47

受取配当金 10 7

その他 9 21

営業外収益合計 81 76

営業外費用   

支払利息 3 66

支払保証料 36 29

その他 2 3

営業外費用合計 41 99

経常利益 1,204 989

特別利益   

抱合せ株式消滅差益 1,093 －

製品取替引当金戻入額 54 467

その他 42 －

特別利益合計 1,190 467

特別損失   

リース資産減損損失 － 271

リース解約損 411 －

固定資産除却損 143 30

その他 35 6

特別損失合計 590 308

税引前四半期純利益 1,804 1,148

法人税、住民税及び事業税 681 －

法人税等合計 681 －

法人税等 － 525

四半期純利益 1,122 623
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 1,804 1,148

減価償却費 741 1,208

のれん償却額 180 211

長期前払費用償却額 83 11

固定資産除却損 145 31

固定資産減損損失 － 6

リース資産減損損失 － 271

リース解約損 411 2

抱合せ株式消滅差損益（△は益） △1,093 －

ゴルフ会員権評価損 4 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8 △0

製品取替引当金の増減額（△は減少） △112 △432

その他の引当金の増減額（△は減少） △20 △32

受取利息及び受取配当金 △73 △54

支払利息 39 96

売上債権の増減額（△は増加） 1,090 1,072

たな卸資産の増減額（△は増加） 641 △501

仕入債務の増減額（△は減少） △144 △597

カード未精算勘定の増減額（△は減少） △211 △484

未収入金の増減額（△は増加） △89 170

未払金の増減額（△は減少） △38 △94

長期預り金の増減額（△は減少） △194 △55

その他 △165 △21

小計 2,989 1,957

利息及び配当金の受取額 49 34

利息の支払額 △28 △97

リース解約による支出額 △14 △1

法人税等の支払額 △312 △501

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,682 1,391

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 － 2,700

有価証券の取得による支出 △1,491 △992

有価証券の償還による収入 1,050 1,000

有形固定資産の取得による支出 △141 △197

無形固定資産の取得による支出 △395 △220

投資有価証券の取得による支出 △50 △2,942

保険積立金の解約による収入 － 24

差入保証金の差入による支出 △0 △52

差入保証金の回収による収入 2 17

その他 5 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,022 △664
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（単位：百万円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △280 △285

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △442

財務活動によるキャッシュ・フロー △280 △727

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,380 0

現金及び現金同等物の期首残高 17,864 20,281

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 2,924 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 22,168 20,281
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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) 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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