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1.  平成21年12月期第3四半期の連結業績（平成21年1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 ％

21年12月期第3四半期 5,494 3.1 △1,601 ― △1,706 ― △3,499 ―
20年12月期第3四半期 5,328 △64.1 △1,999 ― △2,242 ― 440 ―

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

21年12月期第3四半期 △100.12 ―
20年12月期第3四半期 12.74 11.04

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12月期第3四半期 13,223 6,746 51.0 184.69
20年12月期 18,573 9,752 52.5 282.01

（参考） 自己資本   21年12月期第3四半期  6,742百万円 20年12月期  9,752百万円

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

20年12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年12月期 ― 0.00 ―
21年12月期 

（予想）
0.00 0.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12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  有   

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 6,165 △45.7 △2,997 ― △3,165 ― △4,981 ― △142.53
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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、５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、５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 
1.当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準
適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
2.平成21年６月29日に公表いたしました通期連結業績予想を修正し、本日平成21年11月13日付にて「特別損失の発生及び通期業績予想に関するお知ら
せ」を別途開示しております。 
3.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、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第3四半期 37,098,993株 20年12月期  35,175,916株
② 期末自己株式数 21年12月期第3四半期  592,794株 20年12月期  592,504株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第3四半期 34,949,530株 20年12月期第3四半期 34,583,896株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、在庫調整の一巡や経済対策の効果等に伴い一部にお
いて景気回復の兆しが見られたものの、雇用情勢は依然として厳しく、個人消費も低迷するなど引き続き
厳しい状況が続いております。 
遊技業界におきましては、全体的に話題性の高い機種や長期的な稼働が見込める人気シリーズ等に需要
が集中しており、パチンコ遊技機につきましては、プレイ代金を抑えた低貸玉営業等の普及により設置台
数、販売台数とも増加傾向にあります。一方、パチスロ遊技機につきましては、主に収益性の観点から、
遊技場において営業形態をパチンコ遊技機へシフトしていく動きが強まっていることも相まって、未だ稼
働状況に本格的な回復の兆しは見られず、設置台数、販売台数とも依然として減少傾向にあります。 
このような状況の中、当社は遊技機関連事業のうちパチスロ遊技機につきましては、前連結会計年度か
らの継続販売機種「鬼浜爆走紅蓮隊 爆音烈士編」の販売活動に注力いたしました。しかしながら、当初
上期に納品予定でありましたパチスロ遊技機につきまして、販売時期を延期したこと等が影響し、全体と
しては計画を大幅に下回る結果となりました。  
パチンコ遊技機につきましては、企画・開発面においてソフト・ハードの両面からクオリティの高い機
種を供給すべく同業務に専念し、第３四半期（平成21年８月）には「ＣＲ鬼浜 走死走命編」を市場投入
する等、合計２シリーズ３機種の販売を行った結果、当初の計画を上回ることができました。 
 
  以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高 5,494百万円、営業損失 1,601百万円、経常
損失 1,706百万円となり、四半期純損失は 3,499百万円となりました。 
  
事業セグメント別の業績は、以下のとおりであります。 
  

〔遊技機関連事業〕 

パチスロ遊技機部門におきましては、初回販売（平成20年12月）時より市場にて好評を得ていた「鬼浜
爆走紅蓮隊 爆音烈士編」の継続販売に注力いたしました。本機種は、市場において異例ともいえるロン
グセラーを記録する等、大型ブランド機種として認知させることができました。しかしながら、その他パ
チスロ遊技機につきましては販売時期を延期したこと等が影響し、全体としては計画を大幅に下回る結果
となりました。 
この結果、ユニット供給を含めた当第３四半期連結累計期間の売上高は 2,727百万円となりました。 
パチンコ遊技機部門におきましては、パチスロ遊技機で好評を得た「鬼浜シリーズ」のパチンコ版とし
て「ＣＲ鬼浜 走死走命編」を平成21年８月より市場投入する等、合計２シリーズ３機種の販売を行いま
した。 
この結果、ユニット供給を含めた当第３四半期連結累計期間の売上高は 2,295百万円となりました。 
  

  

〔医療環境事業〕 

当事業におきましては、口臭測定器「オーラルクロマ」等、半導体ガスセンサ関連製品の販売及び厨房
廃水設備（グリーストラップ）浄化装置「イオンスパーク2000」の拡販に注力いたしました。 
  以上により、医療環境事業における当第３四半期連結累計期間の売上高は 55百万円、営業損失（配賦
不能営業費用控除前）は △14百万円となりました。 

  

〔その他の事業〕 

前連結会計年度まで独立したセグメントとしておりましたプリペイドカード関連事業は、平成20年８月
１日を効力発生日とするプリペイドカード関連事業の譲渡に伴い重要性が低くなったため、第１四半期連
結会計期間より「その他の事業」に含めて記載しております。 
なお、当事業の内容につきましては、同事業の譲渡後にカードユニット等のＯＥＭ供給による売上を反
映しておりますが、今後は、保守を含めた当事業の完全移行に伴い、売上規模は縮小していく見込みであ
ります。 
以上により、その他の事業における当第３四半期連結累計期間の売上高は 415百万円、営業利益（配賦
不能営業費用控除前）は 53百万円となりました。 
  

 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

以上により、遊技機関連事業における当第３四半期連結累計期間の売上高は 5,023百万円、営業損失
(配賦不能営業費用控除前）は 983百万円となりました。
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（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ 4,982百万円減少して 10,101百万円となりました。これは、主
に現金及び預金が 605百万円、その他流動資産が 512百万円それぞれ増加し、受取手形及び売掛金が 
3,821百万円、たな卸資産が 2,422百万円それぞれ減少したことなどによります。 
固定資産は、前連結会計年度末に比べ 367百万円減少して 3,121百万円となりました。これは、主に有
形固定資産が 209百万円、無形固定資産が 137万円、投資その他の資産が 20百万円それぞれ減少したこ
となどによります。  

この結果、総資産は、13,223百万円となりました。 

  

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ 3,051百万円減少して 5,029百万円となりました。これは、主に
短期借入金が 398百万円増加し、支払手形及び買掛金が 3,422百万円それぞれ減少したことなどによりま
す。 
固定負債は、前連結会計年度末に比べ 708百万円増加して 1,447百万円となりました。これは、主に新
株予約権付社債が 1,000百万円増加し、長期借入金が 60百万円、引当金が 99百万円、その他固定負債が 
131百万円それぞれ減少したことなどによります。 
この結果、負債合計は、6,477百万円となりました。  

  

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ 3,010百万円減少して 6,746百万円となりました。これは、主
に第三者割当による新株式の発行に伴い資本金が 100百万円、資本剰余金が 100百万円それぞれ増加した
こと、また、四半期純損失の発生に伴い利益剰余金が 3,211百万円減少したことなどによります。 

  

平成21年12月期の通期連結業績予想につきましては、平成21年６月29日に公表いたしました通期連結業
績予想から修正しております。詳細につきましては、本日平成21年11月13日付で別途開示しております
「特別損失の発生及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 
  
  

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。 
  

（簡便な会計処理） 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第３四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等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

②棚卸資産の評価方法 

棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積
り、簿価切下げを行う方法によっております。 

③連結会社相互間の債権債務及び取引の相殺消去 

連結会社相互間の債権と債務の相殺消去 
当該債権の額と債務の額に差異が見られる場合には、合理的な範囲内で当該差異の調整を行わ

ないで債権と債務を相殺消去しております。 
連結会社相互間の取引の相殺消去 
当該取引金額に差異がある場合で当該差異の重要性が乏しいときには、親会社の金額に合わせ

る方法により相殺消去しております。 
  
（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

該当事項はありません。 
  

①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務
諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四
半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から平成18年７月５日公表の「棚卸資産の評価に関する
会計基準」（企業会計基準第９号）を適用し、評価基準については、主として総平均法による原価法
から主として総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。 
  なお、これに伴う損益への影響は軽微であります。 

  

当社グループにおきましては、将来に渡って事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせる
ような事象又は状況その他会社の経営に重要な影響を及ぼす事象が存在しております。  
  すなわち、当社グループにおきましては、前連結会計年度まで３期連続の営業損失を計上しており、
また、当第３四半期連結累計期間におきましても営業損失が解消されるには至っておりません。  
四半期連結財務諸表提出会社である当社は、当該状況を根本的に解消すべく、グループ全般に渡る事
業構造のあり方を見直し、かつ、遊技機関連事業への原点回帰を基軸とする経営構造改革を推進実行中
であります。特に、開発から生産、販売にいたるまでの各機能分野において徹底した合理化を更に推進
し、ヒット機種の安定的供給を行うべく、現在、実績・ポテンシャル重視の組織改革、及び強化・活性
化を図っております。 
また、財務面におきましては、資材調達資金を十分に確保することにより、安定的な遊技機供給体制
の構築及び財務・収益基盤を確立すること等を目的として、平成21年７月に、第三者割当による新株式
並びに、新株予約権及び無担保転換社債型新株予約権付社債の発行を決議し、最大で約22億円の資金を
確保いたしました。今後におきましても引き続き主要金融機関のご協力、並びに事業会社の支援等、要
請してまいります。 
以上のような各種施策の実施に伴う財務体質の強化、及び収益の改善を図ることにより、当社グルー
プは将来に渡って事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他会
社の経営に重要な影響を及ぼす事象を解消できるものと判断しております。 

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

(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

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等
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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３四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20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,657,445 1,052,419

受取手形及び売掛金 2,231,447 6,052,775

有価証券 9 9

商品及び製品 236,772 762,716

仕掛品 1,285,625 2,068,816

原材料及び貯蔵品 2,439,940 3,553,508

その他 2,736,097 2,223,752

貸倒引当金 △486,101 △630,508

流動資産合計 10,101,238 15,083,490

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 903,232 919,529

減価償却累計額 △468,592 △484,482

建物及び構築物（純額） 434,639 435,047

土地 514,484 514,484

その他 3,850,117 4,777,400

減価償却累計額 △2,643,390 △3,361,647

その他（純額） 1,206,727 1,415,752

有形固定資産合計 2,155,852 2,365,284

無形固定資産 415,512 552,758

投資その他の資産   

投資有価証券 267,487 369,498

その他 643,910 694,937

貸倒引当金 △360,843 △493,342

投資その他の資産合計 550,554 571,093

固定資産合計 3,121,919 3,489,137

繰延資産 377 464

資産合計 13,223,535 18,573,092
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（単位：千円）

当第３四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20年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,610,714 5,032,810

短期借入金 1,508,099 1,109,771

1年内返済予定の長期借入金 80,000 99,670

未払法人税等 11,640 17,567

引当金 208,932 192,307

その他 1,610,029 1,629,210

流動負債合計 5,029,416 8,081,338

固定負債   

長期借入金 80,000 140,000

新株予約権付社債 1,000,000 －

引当金 27,864 127,529

その他 339,893 471,251

固定負債合計 1,447,757 738,780

負債合計 6,477,174 8,820,118

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,067,239 5,967,239

資本剰余金 2,616,934 2,516,934

利益剰余金 △1,661,022 1,550,108

自己株式 △281,598 △281,565

株主資本合計 6,741,552 9,752,717

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 808 256

評価・換算差額等合計 808 256

新株予約権 4,000 －

純資産合計 6,746,361 9,752,973

負債純資産合計 13,223,535 18,573,092
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 

 至 平成21年９月30日) 

売上高 5,494,601

売上原価 4,471,223

売上総利益 1,023,378

販売費及び一般管理費 2,624,563

営業損失（△） △1,601,185

営業外収益  

受取手数料 16,370

受取補償金 16,000

その他 39,671

営業外収益合計 72,041

営業外費用  

支払利息 45,052

持分法による投資損失 95,645

その他 36,555

営業外費用合計 177,254

経常損失（△） △1,706,397

特別利益  

前期損益修正益 19,519

貸倒引当金戻入額 8,412

賞与引当金戻入額 17,727

その他 7,652

特別利益合計 53,312

特別損失  

事業構造改善費用 1,470,063

その他 371,641

特別損失合計 1,841,704

税金等調整前四半期純損失（△） △3,494,789

法人税、住民税及び事業税 4,311

法人税等合計 4,311

四半期純損失（△） △3,499,100
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【第３四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 

 至 平成21年９月30日) 

売上高 1,496,200

売上原価 1,326,784

売上総利益 169,416

販売費及び一般管理費 849,505

営業利益 △680,089

営業外収益  

受取手数料 5,565

受取補償金 16,000

その他 9,942

営業外収益合計 31,508

営業外費用  

支払利息 16,914

持分法による投資損失 33,062

その他 22,988

営業外費用合計 72,964

経常利益 △721,545

特別利益  

前期損益修正益 19,519

賞与引当金戻入額 135

その他 2,252

特別利益合計 21,908

特別損失  

事業構造改善費用 1,470,063

その他 77,743

特別損失合計 1,547,806

税金等調整前四半期純利益 △2,247,444

法人税、住民税及び事業税 2,195

法人税等合計 2,195

四半期純損失（△） △2,249,639

- 9 -

アビリット㈱（6423） 平成21年12月期 第3四半期決算短信



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１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（△） △3,494,789

減価償却費 514,962

持分法による投資損益（△は益） 95,645

賞与引当金の増減額（△は減少） 61,776

貸倒引当金の増減額（△は減少） △262,773

投資有価証券評価損益（△は益） 127

ゴルフ会員権評価損 650

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △5,399

固定資産除却損 7,342

事業構造改善費用 1,470,063

開発中止損失 207,020

受取利息及び受取配当金 △14,874

支払利息 45,052

為替差損益（△は益） 12

売上債権の増減額（△は増加） 4,707,625

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,482,948

その他の流動資産の増減額（△は増加） △456,835

仕入債務の増減額（△は減少） △3,422,096

未払金の増減額（△は減少） △383,308

その他の負債の増減額（△は減少） △503,558

その他の資産・負債の増減額 54,813

小計 104,404

利息及び配当金の受取額 △8,868

利息の支払額 △49,056

法人税等の還付額 4,224

法人税等の支払額 △23,799

営業活動によるキャッシュ・フロー 26,904

投資活動によるキャッシュ・フロー  

短期貸付金の増減額（△は増加） △360,161

有価証券の取得による支出 △7,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

5,400

有形及び無形固定資産の取得による支出 △249,467

その他の収入 △54,454

投資活動によるキャッシュ・フロー △665,682
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(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１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  

短期借入金の純増減額（△は減少） 398,327

長期借入金の返済による支出 △79,670

新株予約権付社債の発行による収入 1,000,000

自己株式の取得による支出 △33

株式の発行による収入 200,000

新株予約権の発行による収入 4,000

リース債務の返済による支出 △120,504

配当金の支払額 △346

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,401,773

現金及び現金同等物に係る換算差額 △12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 762,982

現金及び現金同等物の期首残高 1,052,419

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △157,956

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,657,445
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当社グループにおきましては、将来に渡って事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせる

ような事象又は状況その他会社の経営に重要な影響を及ぼす事象が存在しております。  

  すなわち、当社グループにおきましては、前連結会計年度まで３期連続の営業損失を計上しており、

また、当第３四半期連結累計期間におきましても営業損失が解消されるには至っておりません。  

四半期連結財務諸表提出会社である当社は、当該状況を根本的に解消すべく、グループ全般に渡る事

業構造のあり方を見直し、かつ、遊技機関連事業への原点回帰を基軸とする経営構造改革を推進実行中

であります。特に、開発から生産、販売にいたるまでの各機能分野において徹底した合理化を更に推進

し、ヒット機種の安定的供給を行うべく、現在、実績・ポテンシャル重視の組織改革、及び強化・活性

化を図っております。 

また、財務面におきましては、資材調達資金を十分に確保することにより、安定的な遊技機供給体制

の構築及び財務・収益基盤を確立すること等を目的として、平成21年７月に、第三者割当による新株式

並びに、新株予約権及び無担保転換社債型新株予約権付社債の発行を決議し、 大で約22億円の資金を

確保いたしました。今後におきましても引き続き主要金融機関のご協力、並びに事業会社の支援等、要

請してまいります。 

以上のような各種施策の実施に伴う財務体質の強化、及び収益の改善を図ることにより、当社グルー

プは将来に渡って事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他会

社の経営に重要な影響を及ぼす事象を解消できるものと判断しております。 

  なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影

響を四半期連結財務諸表には反映しておりません。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日) 

 
(注)１ 当社グループの事業区分は、製品の種類・性質等の類似性を考慮して行っております。 

     ２ 各区分に属する主要な製品 

      （1）遊技機関連事業・・・・・・パチスロ遊技機・パチンコ遊技機関連製品 

      （2）医療環境事業・・・・・・・口臭測定器等医療環境機器 

      （3）その他の事業・・・・・・・遊技場向プリペイドカードシステム機器 

３ 前連結会計年度まで独立したセグメントとしておりましたプリペイドカード関連事業は、平成20年８月１日を 

効力発生日とするプリペイドカード関連事業の譲渡に伴い重要性が低くなったため、第１四半期連結会計期間

より、「その他の事業」に含めて記載しております。 

  

当第３四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重要な在外支店

はないため、該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間において海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載

を省略しております。 

  

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) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

遊技機 
関連事業 
(千円）

医療環境事業
(千円)

その他の事業
(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

5,023,181 55,654 415,765 5,494,601 ― 5,494,601

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 5,023,181 55,654 415,765 5,494,601 ― 5,494,601

営業利益又は営業損失（△) △983,372 △14,865 53,477 △944,760 （656,424） △1,601,185

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(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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