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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 24,935 5.8 1,265 △40.2 1,230 △44.5 754 △57.8

21年3月期第3四半期 23,560 ― 2,116 ― 2,218 ― 1,788 ―

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3四半期 6,612.18 ―

21年3月期第3四半期 15,671.45 ―

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3四半期 53,916 32,236 59.8 282,453.22
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3四半期  32,236百万円 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  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。 

(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3四半期 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3四半期  ―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3四半期 114,130株 21年3月期第3四半期 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３四半期累計期間におけるわが国経済は、中国等の外需に牽引され回復の動きを見せております
が、内需の回復は依然として弱く、デフレや賃金・雇用の低迷など、厳しい状況が続いております。 
 当遊技業界の動向ですが、消費の冷え込みによる影響から、売上が低下する等厳しい状況が続いており
ます。そのような中、ホール企業においては、従来にも増してコスト削減に向けて、各台計数システムの
導入等様々な取り組みがなされています。 
 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「ＢＬＩＣＺ Ｌｉ
ｇｈｔ」を６月に、また、各台計数システム等様々なタイプバリエーションを取り揃えた「Ｂ∞ＬＥＸ
（ビーレックス）」を11月に市場投入しました。両商品ともに、好調に推移しており、とりわけ「Ｂ∞Ｌ
ＥＸ」は市場から高い評価を受けております。 
 このように、新商品の販売が順調に推移したことにより、機器売上高については見込みを大きく上回る
ことができました。 
 一方、システム使用料収入については、ホール数の減少が続くという遊技業界の厳しい状況の中、加盟
店舗数の減少傾向に歯止めがかからず、見込みを下回りました。同様にカード収入高についても、低玉貸
営業の普及に伴うカード発行高の減少も加わり、見込みを下回る結果となりました。 
 利益面では、システム使用料収入、カード収入高の減益分を、機器売上高の増益分でカバーし、ほぼ見
込み通りとなっております。 
  以上の結果、当第３四半期累計期間における売上高は24,935百万円（前年同四半期比5.8％増）、営業
利益は1,265百万円（同 40.2％減）、経常利益は1,230百万円（同 44.5％減）、四半期純利益は754百万
円（同 57.8％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、12,874百万円（前年同四半期比23.1％増）となりました。 
  カード収入高は、3,492百万円（同 11.0％減）となりました。 
  システム使用料収入は、8,139百万円（同 6.8％減）となりました。 
  その他の収入については、429百万円（同 4.1％減）となりました。 
  

  

当第３四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ1,993百万円（3.8％）増加し53,916百
万円となりました。 

  

(資産) 
流動資産は、前事業年度末に比べ174百万円（0.4％）減少し40,452百万円となりました。 

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3,599百万円の減少と、リース投資資産1,813
百万円、売掛金1,739百万円の増加によるものであります。 
 固定資産は、前事業年度末に比べ2,168百万円（19.2％）増加し13,464百万円となりました。 
主な増加要因は、投資有価証券2,946百万円の増加と、無形固定資産1,228百万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750百万円（5.8％）増加し13,787百万円となりました。 

主な増加要因は、買掛金1,734百万円、リース債務481百万円の増加と、カード未精算勘定637百万円、製
品取替引当金481百万円及び未払法人税等341百万円の減少によるものであります。 
 固定負債は、前事業年度末に比べ1,037百万円（15.1％）増加し7,892百万円となりました。 
主な増加要因は、リース債務1,173百万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1,787百万円(9.0％)増加し21,680百万円となりました。 

  

(純資産) 
純資産合計は、前事業年度末に比べ205百万円（0.6％）増加し32,236百万円となりました。 

主な増加要因は、利益剰余金183百万円及びその他有価証券評価差額金21百万円の増加によるものであり
ます。 

  

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、第４四半期の市場動向及びその
業績に与える影響が不透明であるため、現時点では修正しておりません。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。 

【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

3. 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。 
  

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。 
  
  

  

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３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 11,721 15,321

受取手形及び売掛金 5,165 3,401

営業未収入金 2,610 3,037

有価証券 13,489 13,623

商品及び製品 3,175 2,542

原材料及び貯蔵品 530 580

その他 3,798 2,159

貸倒引当金 △38 △39

流動資産合計 40,452 40,626

固定資産   

有形固定資産 2,129 1,665

無形固定資産   

のれん 2,927 3,245

その他 3,712 4,624

無形固定資産合計 6,640 7,869

投資その他の資産   

投資有価証券 2,996 50

その他 2,021 2,035

貸倒引当金 △324 △325

投資その他の資産合計 4,694 1,760

固定資産合計 13,464 11,295

資産合計 53,916 51,922

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,318 3,584

営業未払金 120 156

未払法人税等 164 506

引当金 211 232

製品取替引当金 129 610

カード未精算勘定 5,511 6,149

その他 2,331 1,797

流動負債合計 13,787 13,036

固定負債   

引当金 274 333

その他 7,618 6,522

固定負債合計 7,892 6,855

負債合計 21,680 19,892
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（単位：百万円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 24,610 24,426

株主資本合計 32,155 31,971

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 81 59

評価・換算差額等合計 81 59

純資産合計 32,236 32,030

負債純資産合計 53,916 51,922
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(2)【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

（単位：百万円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

カード発行高 9,058,825 8,988,913

売上高   

機器売上高 10,455 12,874

カード収入高 3,923 3,492

システム使用料収入 8,733 8,139

その他の収入 447 429

売上高合計 23,560 24,935

売上原価   

機器売上原価 9,108 11,475

カード売上原価 1,355 1,479

システム使用料売上原価 4,573 4,324

その他の原価 601 617

売上原価合計 15,639 17,898

売上総利益 7,920 7,037

販売費及び一般管理費 5,804 5,772

営業利益 2,116 1,265

営業外収益   

受取利息 94 67

受取配当金 17 15

債務勘定整理益 33 2

その他 13 30

営業外収益合計 159 115

営業外費用   

支払利息 4 100

支払保証料 50 44

その他 2 4

営業外費用合計 58 150

経常利益 2,218 1,230

特別利益   

製品取替引当金戻入額 101 467

抱合せ株式消滅差益 1,093 －

その他 51 1

特別利益合計 1,246 469

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 144 30

その他 35 6

特別損失合計 591 308

税引前四半期純利益 2,873 1,391

法人税、住民税及び事業税 1,085 －

法人税等合計 1,085 －

法人税等 － 636

四半期純利益 1,788 754
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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３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 2,873 1,391

減価償却費 1,135 1,899

のれん償却額 270 317

長期前払費用償却額 125 14

固定資産除却損 147 32

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 3

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） △30 △1

製品取替引当金の増減額（△は減少） △163 △481

その他の引当金の増減額（△は減少） △93 △80

受取利息及び受取配当金 △113 △82

支払利息 55 145

売上債権の増減額（△は増加） △1,919 △1,338

たな卸資産の増減額（△は増加） 818 △752

仕入債務の増減額（△は減少） 912 1,698

カード未精算勘定の増減額（△は減少） 1,067 △637

未収入金の増減額（△は増加） △104 212

未払金の増減額（△は減少） △573 69

長期預り金の増減額（△は減少） △261 △75

その他 △224 △37

小計 3,245 2,574

利息及び配当金の受取額 76 47

利息の支払額 △57 △159

リース解約による支出額 △411 △2

法人税等の支払額 △896 △992

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,956 1,466

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 △238 △542

無形固定資産の取得による支出 △702 △541

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 62 53

その他 5 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,365 △1,294
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（単位：百万円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △544 △546

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △685

財務活動によるキャッシュ・フロー △544 △1,231

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） 45 △1,059

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 20,834 19,221
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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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