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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 8,419 △36.8 △193 ― △121 ― △29 ―

21年3月期第2四半期 13,321 ― 2,953 ― 3,220 ― 2,179 ―

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 △1.06 ―

21年3月期第2四半期 74.10 ―

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 28,258 25,059 88.7 918.25
21年3月期 29,711 25,300 85.2 909.29

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  25,059百万円 21年3月期  25,300百万円

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 ― 11.00 ― 11.00 22.00
22年3月期 ― 7.00

22年3月期 
（予想）

― 7.00 14.00

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 16,900 △33.9 △380 ― △220 ― 210 △89.5 7.66



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） 

(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 

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当たっての注意事項等については、４
ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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 29,662,851株 21年3月期  29,662,851株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  2,371,799株 21年3月期  1,838,039株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 27,546,448株 21年3月期第2四半期 29,409,426株



 当第２四半期連結累計期間における世界経済は、昨年度の金融危機以降の不況から落ち着きを取り戻しつつあるも
のの、大きく落ち込んだ設備投資や需要面での本格的な回復には至らず、また、雇用情勢の悪化や円高傾向が続くな
ど、依然として厳しい状況が続いております。 
 当社グループの関連業界においては、国内の遊技場市場では、市場規模の縮小が続くもののホールの設備投資意欲
も一部では回復傾向が見受けられる一方で、北米・欧州を中心とした当社グループの海外ゲーミング市場において
は、前期から一転し、需要減退が顕著となっております。 
 このような状況のもと、当第２四半期連結累計期間では、国内の遊技場向機器事業において、連結子会社の追加を
含めた組織再編などの経営改革を進めるとともに、徹底した生産コストの低減や固定費の削減に取り組んでまいりま
した。 
 しかしながら、海外ゲーミング市場での大幅な需要減退により、当第２四半期連結累計期間の売上高は84億19百万
円（前年同期比36.8%減）となりました。 
 一方、利益面では、売上高の大幅な減少を踏まえ、経営改革の取り組みを進めるなどにより、販売費及び一般管理
費は前年同期比８億54百万円の減少となりましたが、海外売上高の減少による利益の低下の影響が大きく、営業損失
１億93百万円（前年同期は29億53百万円の利益計上）、経常損失１億21百万円（前年同期は32億20百万円の利益計
上）、四半期純損失29百万円（前年同期は21億79百万円の利益計上）となりました。 
なお、当第２四半期の為替レートは、米ドル95.99円（前年同期は104.61円）、ユーロ128.35円（前年同期は

161.54円）で推移いたしました。 
  

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は282億58百万円となり、前連結会計年度末に比べ、14億53百万円減少い
たしました。新規連結子会社の取得による資産の増加がありましたが、一方で、現金及び預金は、自己株式の取得４
億71百万円、配当金の支払３億５百万円などにより６億39百万円減少したほか、海外現地法人における販売用在庫高
の適正化を進めたことなどにより商品及び製品は６億74百万円減少しました。 
当第２四半期連結会計期間末の負債合計は31億98百万円となり、前連結会計年度末に比べ、12億12百万円減少い

たしました。新規連結子会社の取得に伴い、負ののれんが４億96百万円増加いたしましたが、一方で在庫調整に伴う
生産高の減少などにより支払手形及び買掛金が８億82百万円減少したほか、未払法人税２億71百万円の減少やその他
負債３億66百万円の減少がありました。 
当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は250億59百万円となり、前連結会計年度末に比べ、２億40百万円減少

いたしました。為替換算調整勘定では４億56百万円増加する一方で、配当金の支払などにより利益剰余金が３億35百
万円、自己株式では取得により４億71百万円の減少がありました。 
  

(キャッシュ・フロー) 
当第２四半期連結累計期間の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損失93百万円、仕入

債務の減少13億68百万円、法人税等の支払額５億88百万円などの資金の減少の一方で、売上債権の減少額７億82百万
円、たな卸資産の減少額12億70百万円、法人税等の還付額２億57百万円の資金の増加などがありましたので、２億21
百万円の収入となりました。 
 投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の減少額２億２百万円や連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取
得による収入２億54百万円などの資金の増加の一方で、定期預金の増加額１億73百万円、有形固定資産の取得４億63
百万円などの資金の減少がありましたので、１億68百万円の支出となりました。 
 財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額３億５百万円、短期借入金の返済による支出２億円、自己
株式取得による支出４億71百万円の資金の減少がありましたので、９億77百万円の支出となりました。 
 これらの結果に加え、現金及び現金同等物に係る換算差額91百万円の資金の増加がありましたので、当第２四半期
連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、８億32百万円減少し、117億26百万円となりま
した。 

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



   

欧州・北米を中心とした当社グループの海外事業については、下半期も引き続き厳しい状況で推移することが予想
されます。このような状況を受け、国内の遊技場向機器事業の再編などの経営改革に加え、本年４月10日付開示の
「経営改善の取り組みに関するお知らせ」のとおり、生産コストの低減や固定費の削減等による経費削減（期初目標
10億円）については、一部見直しを行うことにより、現時点で年間14億円程度の削減を見込むなど、さらに徹底した
収益改善に取り組んでおります。しかしながら、売上高の減少の影響は大きく、通期業績は、売上高、利益ともに期
初の予想値を大幅に下回る見通しであります。 
 なお、株主配当金につきましては、当初予想通り１株当たり中間７円、期末７円の年間14円から変更はございませ
ん。 
 上記の内容につきましては、平成21年10月21日付で、開示済であります。 
  

 該当事項はありません。  
  

 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。  
  

 該当事項はありません。  

３．連結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

（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



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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 11,920,007 12,559,163

受取手形及び売掛金 3,058,251 3,430,219

有価証券 82 191,869

商品及び製品 3,119,803 3,793,925

仕掛品 359,801 224,275

原材料及び貯蔵品 1,306,376 1,309,046

その他 2,665,430 3,121,969

貸倒引当金 △109,969 △100,531

流動資産合計 22,319,783 24,529,938

固定資産   

有形固定資産 2,938,200 2,706,338

無形固定資産 682,621 790,449

投資その他の資産   

その他 2,588,350 1,972,821

貸倒引当金 △270,158 △287,642

投資その他の資産合計 2,318,191 1,685,178

固定資産合計 5,939,013 5,181,965

資産合計 28,258,796 29,711,904

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 995,546 1,878,248

未払法人税等 6,251 277,887

役員賞与引当金 1,500 25,500

賞与引当金 215,750 346,495

その他 1,120,065 1,486,514

流動負債合計 2,339,115 4,014,646

固定負債   

退職給付引当金 123,900 161,044

負ののれん 496,761 －

その他 239,121 235,507

固定負債合計 859,783 396,552

負債合計 3,198,899 4,411,198



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,216,945 2,216,945

資本剰余金 2,069,003 2,069,003

利益剰余金 23,972,163 24,307,387

自己株式 △2,071,199 △1,599,822

株主資本合計 26,186,913 26,993,514

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 253,165 165,607

繰延ヘッジ損益 489 △21,209

為替換算調整勘定 △1,380,671 △1,837,208

評価・換算差額等合計 △1,127,015 △1,692,809

純資産合計 25,059,897 25,300,705

負債純資産合計 28,258,796 29,711,904



(２) 四半期連結損益計算書 
(第２四半期連結累計期間) 

（単位：千円）

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

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

売上高 13,321,643 8,419,528

売上原価 5,562,085 4,656,150

売上総利益 7,759,557 3,763,377

割賦販売未実現利益戻入額 11,486 8,493

割賦販売未実現利益繰入額 － 2,269

差引売上総利益 7,771,044 3,769,601

販売費及び一般管理費 4,817,653 3,962,833

営業利益又は営業損失（△） 2,953,390 △193,231

営業外収益   

受取利息 86,240 19,477

受取配当金 13,704 17,263

為替差益 85,262 －

負ののれん償却額 － 80,122

その他 90,825 70,064

営業外収益合計 276,033 186,929

営業外費用   

支払利息 56 475

為替差損 － 101,055

その他 8,717 13,222

営業外費用合計 8,773 114,752

経常利益又は経常損失（△） 3,220,650 △121,055

特別利益   

固定資産売却益 4,868 －

償却債権取立益 33,548 －

貸倒引当金戻入額 32,829 33,947

特別利益合計 71,245 33,947

特別損失   

固定資産売却損 1,566 1,328

固定資産除却損 5,448 3,887

投資有価証券評価損 9,555 －

ゴルフ会員権評価損 2,250 1,500

特別損失合計 18,821 6,716

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（△）

3,273,074 △93,823

法人税、住民税及び事業税 1,045,403 60,461

法人税等調整額 48,365 △125,134

法人税等合計 1,093,769 △64,672

四半期純利益又は四半期純損失（△） 2,179,305 △29,151



(３) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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

当第２四半期連結累計期間 
(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（△）

3,273,074 △93,823

減価償却費 417,536 431,816

負ののれん償却額 － △80,122

引当金の増減額（△は減少） 117,911 △247,338

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 △99,945 △36,741

支払利息 56 475

為替差損益（△は益） △44,561 18,075

有形固定資産除売却損益（△は益） 2,147 5,216

投資有価証券評価損益（△は益） 9,555 －

ゴルフ会員権評価損 － 1,500

売上債権の増減額（△は増加） △438,048 782,737

たな卸資産の増減額（△は増加） △462,165 1,270,919

仕入債務の増減額（△は減少） 610,825 △1,368,213

未収消費税等の増減額（△は増加） 138,476 63,453

その他 △354,553 △231,410

小計 3,099,060 516,545

利息及び配当金の受取額 112,086 36,612

利息の支払額 △56 △475

法人税等の支払額 △163,355 △588,882

法人税等の還付額 23,270 257,282

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,071,004 221,082

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額（△は増加） － △173,402

有価証券の純増減額（△は増加） △440,333 202,413

有形固定資産の取得による支出 △264,036 △463,646

有形固定資産の売却による収入 6,536 2,273

無形固定資産の取得による支出 △11,451 △17,860

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

－ 254,719

投資有価証券の取得による支出 △1,838 △637

貸付金の回収による収入 － 12,085

子会社の清算による収入 － 15,000

その他 30,484 800

投資活動によるキャッシュ・フロー △680,640 △168,255



（単位：千円）

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

当第２四半期連結累計期間 
(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 △325,559 △305,803

短期借入金の返済による支出 － △200,000

自己株式の取得による支出 △344,966 △471,376

自己株式の売却による収入 132 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △670,392 △977,180

現金及び現金同等物に係る換算差額 △83,496 91,794

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,636,474 △832,558

現金及び現金同等物の期首残高 11,469,131 12,559,163

現金及び現金同等物の四半期末残高 13,105,606 11,726,605



 該当事項はありません。 
  

前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30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」及び「レジャー関連その他の事業」に区
分しておりますが、前第２四半期連結累計期間においては、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。 

当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30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」及び「レジャー関連その他の事業」に区
分しておりますが、当第２四半期連結累計期間においては、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。 

前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30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。 

  
当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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） 

売上高               

(1)外部顧客に対する売上高  3,478,572  4,931,290  58,675  4,853,105  13,321,643  －  13,321,643

(2)セグメント間の内部売上高又は 
  振替高  7,726,307  34,338  3,315,301  44,805  11,120,752 (11,120,752)  －

計  11,204,880  4,965,628  3,373,976  4,897,910  24,442,396 (11,120,752)  13,321,643

営業利益  914,832  337,306  193,012  890,446  2,335,599  617,791  2,953,390

(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 

  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） 

売上高               

(1)外部顧客に対する売上高  3,627,203  2,506,296  9,339  2,276,688  8,419,528  －  8,419,528

(2)セグメント間の内部売上高又は 
  振替高   1,728,662  6,623  1,161,553  10,316  2,907,157 (2,907,157)  －

計  5,355,866  2,512,920  1,170,893  2,287,005  11,326,685 (2,907,157)  8,419,528

営業利益又は営業損失(△)  △983,715  △51,464  △37,925  246,474  △826,631  633,400  △193,231

(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 



前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30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。 

当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30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 

4,404,000  4,729,160  736,803  9,869,964

            13,321,643

33.1  35.5  5.5  74.1

  

  
  

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 

2,139,351  2,304,121  394,704  4,838,177

            8,419,528

25.4  27.4  4.7  57.5



 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、前第１四半期より
「その他」に含めて記載いたしております。 
  

 (注) 金額は販売価額（消費税等抜き）で表示しております。 
  

 (注) 金額は販売価額（消費税等抜き）で表示しております。 
  

 該当事項はありません。 
  

ＭＥＩ社並びにマース社との特許訴訟の状況については、次のとおりであります。 
  

   （米国における当社グループからＭＥＩ社に対する訴訟） 
ネバダ連邦地方裁判所は、平成21年３月18日にＭＥＩ社に対して、11,422千US$（邦貨換算約10億円）の支払命令

の判決を登録し、その後ＭＥＩ社から異議申し立てがありましたが、平成21年９月18日付で、ネバダ連邦地方裁判
所は、ＭＥＩ社の申し立てを棄却する決定を行い、現在11,422千US$の支払命令は維持されております。なお、今後
はＭＥＩ社からの控訴が予想されます。 
  

     （ドイツ国におけるマース社から当社グループに対する訴訟） 
ドイツ特許裁判所は平成19年７月18日付で、マース社の特許は無効であるとの第一審判決を下し、その後、マー

ス社が上告（ドイツの特許裁判は二審制）を行っておりましたが、平成21年９月22日付で、マース社が上告を取り
下げたことで、マース社の特許無効が確定いたしました。これにより、マース社がデュッセルドルフ地方裁判所に
おいて提訴していた特許侵害訴訟についても、当社グループの勝訴がほぼ確定的になりました。 

d.販売の状況

事業部門 

  

前第２四半期連結累計期間 
（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

金額（千円） 構成比（％） 

 貨幣処理機器   10,989,390  82.5

 遊技場向機器  1,867,948  14.0

 その他  464,304  3.5

合計  13,321,643  100.0

事業部門 

  

当第２四半期連結累計期間 
（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

金額（千円） 構成比（％） 

 貨幣処理機器   5,671,918  67.4

 遊技場向機器  2,449,262  29.1

 その他  298,348  3.5

合計  8,419,528  100.0

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
（特許訴訟の状況）




