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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 3,444 △0.7 △119 ― △114 ― △70 ―

21年3月期第2四半期 3,469 ― △169 ― △154 ― △168 ―

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 △3.12 ―

21年3月期第2四半期 △7.49 ―

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 17,158 10,986 64.0 488.39
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2四半期  10,986百万円 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

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 ― ― ― 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 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） 

(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、実際に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 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 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2四半期  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2四半期 22,496,288株 21年3月期第2四半期 22,496,644株
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当第２四半期連結累計期間（平成21年4月1日から平成21年9月30日）におけるわが国経済は、世界的な
金融市場の混乱による影響が緩和傾向を見せているものの、企業収益、個人消費の低迷及び雇用情勢の悪
化など厳しい状況が続きました。  
 当社グループの事業の中核となる遊技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ファンが激減し、遊技場はパチスロ遊技機の導入について保守的な姿勢を強めると
共に、遊技場経営の軸足をパチンコ機へシフトする動きをますます顕著にしております。  
 このような状況の中、パチスロ機事業は、パチスロ遊技専門店の閉鎖やパチスロ・パチンコ併設店にお
けるパチスロ機の減台傾向が加速していることから販売マーケットの大幅な縮小を見込み、パチスロ機の
リリースを絞り込むこととなりました。  
 周辺機器事業については、「パチンコLow島補給システム」の市場浸透と新たに市場投入したパチスロ
島の「樹脂（ポリチップ）研磨式メダル補給・回収システム」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。しかしながら、この事業部門において、連結子会社（株式会社ＴＤＭ）がＯＥＭ製品
の供給価格設定に不首尾もあって想定を超える赤字を計上しております。  
 以上の結果、当第２四半期連結累計期間における連結業績は、売上高3,444百万円（前年同期比0.7％
減）、経常損失114百万円、四半期純損失は、70百万円となりました。  
 なお、連結業績（利益面）は、従来予想に対して増益となっております。これについては「業績予想と
の差異に関するお知らせ」を本日開示いたしておりますので、併せてご高覧下さい。  
  

  

当第２四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1,293百万円
減少し、17,158百万円となりました。これは主に現金及び預金の減少（1,359百万円減）、受取手形及び
売掛金の減少（161百万円減）の一方で、原材料の増加（165百万円増）、子会社株式の取得（妙高酒造株
式会社／酒造業・非連結子会社）等による投資有価証券の増加（259百万円増）によるものです。 
 負債は前連結会計年度末に比べ1,095百万円減少し、6,171百万円となりました。これは主に支払手形及
び買掛金の減少（648百万円減）、長期借入金の減少（250百万円減）によるものです。 
 純資産は前連結会計年度末に比べ198百万円減少し、10,986百万円となりました。これは主に利益剰余
金の減少（182百万円減）によるものです。 
当第２四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714百万円の支出、投資活

動による151百万円の支出、及び財務活動による344百万円の支出となりました。 
 この結果、当第２四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
1,209百万円減少し、3,105百万円となりました。 
（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714百万円となりました。これは税金等調整前四半期純損失64百万円の
計上、減価償却165百万円の実施、売上債権の減少177百万円がある一方で、たな卸資産の増加124百万
円、仕入債務の減少657百万円、投資有価証券売却益56百万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） 

 投資活動の結果使用した資金は151百万円となりました。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378百万円の一方で、投資有価証券の取得による支出356百万円、子会社株
式の取得による支出240百万円、有形固定資産の取得80百万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344百万円となりました。これは長期借入れによる収入300百万円の資金
取得がある一方で、長期借入金の返済532百万円、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。  
  
  

平成22年3月期通期連結業績予想につきましては、第３四半期以降に計画する主力製品の販売動向を見
極める必要あるため、平成21年5月15日の決算発表時に公表いたしました内容から変更はありません。 

  

【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２四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。 

  

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。 

  

  

  

  

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 固定資産の減価償却費の算定方法

③ 繰延税金資産の算定方法
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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 3,105,294 4,465,075

受取手形及び売掛金 1,661,968 1,823,328

商品及び製品 567,217 663,053

仕掛品 294,285 266,261

原材料 1,923,624 1,757,641

その他 386,371 476,766

貸倒引当金 △28,865 △25,945

流動資産合計 7,909,896 9,426,181

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,676,601 1,737,820

土地 5,723,794 5,723,794

その他（純額） 263,668 249,648

有形固定資産合計 7,664,064 7,711,263

無形固定資産 14,460 9,738

投資その他の資産   

投資有価証券 1,061,113 801,229

長期預金 100,000 100,000

その他 595,682 590,545

貸倒引当金 △186,700 △186,700

投資その他の資産合計 1,570,096 1,305,075

固定資産合計 9,248,620 9,026,077

資産合計 17,158,517 18,452,259
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（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,558,807 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 1,082,060 1,064,060

未払法人税等 15,937 3,113

賞与引当金 31,022 34,062

製品保証引当金 6,500 4,000

その他 161,896 351,211

流動負債合計 2,906,224 3,713,360

固定負債   

長期借入金 1,958,766 2,208,796

退職給付引当金 15,284 13,241

役員退職慰労引当金 410,440 413,501

負ののれん 11,516 13,052

その他 869,419 905,226

固定負債合計 3,265,427 3,553,817

負債合計 6,171,651 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 9,437,375 9,620,078

自己株式 △3,810 △3,776

株主資本合計 11,114,165 11,296,902

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △127,299 △111,821

評価・換算差額等合計 △127,299 △111,821

純資産合計 10,986,865 11,185,080

負債純資産合計 17,158,517 18,452,259
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(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 3,469,647 3,444,507

売上原価 2,820,065 2,821,458

売上総利益 649,582 623,048

販売費及び一般管理費   

販売促進費 36,115 22,405

役員報酬 104,384 101,648

給料手当及び賞与 171,554 149,028

賞与引当金繰入額 21,972 15,627

退職給付費用 15,454 14,907

役員退職慰労引当金繰入額 15,361 △3,060

製品保証引当金繰入額 5,000 6,500

その他 449,312 435,485

販売費及び一般管理費合計 819,156 742,542

営業損失（△） △169,573 △119,493

営業外収益   

受取利息 40,736 2,330

受取配当金 8,004 13,302

有価証券償還益 36,575 －

その他 14,185 13,479

営業外収益合計 99,502 29,112

営業外費用   

支払利息 26,384 23,770

有価証券評価損 54,413 －

その他 4,022 596

営業外費用合計 84,820 24,367

経常損失（△） △154,892 △114,749

特別利益   

固定資産売却益 10,382 －

投資有価証券売却益 － 56,322

貸倒引当金戻入額 12,731 －

特別利益合計 23,113 56,322

特別損失   

固定資産除却損 27,059 －

製品回収費用 － 6,516

特別損失合計 27,059 6,516

税金等調整前四半期純損失（△） △158,838 △64,943

法人税、住民税及び事業税 8,738 6,375

法人税等調整額 836 △1,097

法人税等合計 9,574 5,277

四半期純損失（△） △168,412 △70,220
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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損失（△） △158,838 △64,943

減価償却費 164,102 165,999

貸倒引当金の増減額（△は減少） △34,460 2,920

製品保証引当金の増減額（△は減少） △1,500 2,500

賞与引当金の増減額（△は減少） 5,794 △3,039

退職給付引当金の増減額（△は減少） 585 2,043

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 15,361 △3,060

受取利息及び受取配当金 △48,740 △15,633

支払利息 26,384 23,770

有価証券償還損益（△は益） △36,575 －

有価証券評価損益（△は益） 54,413 －

有形固定資産売却損益（△は益） △10,382 －

有形固定資産除却損 27,059 －

投資有価証券売却損益（△は益） － △56,322

売上債権の増減額（△は増加） 777,653 177,319

たな卸資産の増減額（△は増加） △74,577 △124,985

仕入債務の増減額（△は減少） △193,288 △657,906

その他 △175,749 △204,916

小計 337,240 △756,254

利息及び配当金の受取額 54,701 16,405

利息の支払額 △27,438 △23,822

法人税等の支払額 △21,012 △11,567

法人税等の還付額 58,351 61,110

営業活動によるキャッシュ・フロー 401,842 △714,129

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

有価証券の取得による支出 △402,055 －

有価証券の償還による収入 401,160 －

有形固定資産の取得による支出 △267,729 △80,320

有形固定資産の売却による収入 72,011 －

無形固定資産の取得による支出 － △5,000

投資有価証券の取得による支出 △10,000 △356,456

投資有価証券の売却による収入 － 378,352

投資有価証券の償還による収入 10,000 －

子会社株式の取得による支出 － △240,936

貸付けによる支出 △10,000 △420

貸付金の回収による収入 214,646 10,000

その他 △20,720 △6,590

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,686 △151,371

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 1,200,000 300,000

長期借入金の返済による支出 △512,380 △532,030

自己株式の取得による支出 △44 △34

配当金の支払額 △112,759 △112,215

財務活動によるキャッシュ・フロー 574,815 △344,279

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 963,971 △1,209,780

現金及び現金同等物の期首残高 3,671,345 4,315,075

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 4,859,820 3,105,294
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該当事項なし 

  

  

（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 

  

（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)

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 3,177,574 292,073 3,469,647 ─ 3,469,647

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高 ─ 11,042 11,042 (11,042) ─

計 3,177,574 303,116 3,480,690 (11,042) 3,469,647

営業利益又は営業損失（△） △66,773 134,674 67,901 (237,475) △169,573

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)

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 3,159,027 285,479 3,444,507 ─ 3,444,507

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高 ─ 13,685 13,685 (13,685) ─

計 3,159,027 299,165 3,458,192 (13,685) 3,444,507

営業利益又は営業損失（△） △48,078 141,315 93,237 (212,731) △119,493
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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。 

  

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。 

  

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

該当事項なし 

  

【所在地別セグメント情報】

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)

【海外売上高】

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)

(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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