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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 12,662 △36.1 △518 ― △344 ― △342 ―

21年3月期第3四半期 19,820 ― 3,256 ― 3,325 ― 2,174 ―

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 △12.50 ―

21年3月期第3四半期 74.28 ―

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 27,621 23,819 86.2 881.60
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3四半期  23,819百万円 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あたっての注意事項等については、３
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3四半期 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3四半期  2,644,331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3四半期 27,425,438株 21年3月期第3四半期 29,270,425株



 当第３四半期連結累計期間における世界経済は、各国の経済対策の効果や在庫調整の進展などによる景気回復の効

果が見られたものの、設備投資の萎縮や、雇用・報酬環境の悪化など、依然先行きは不透明な状況が続きました。 

当社グループの関連業界においても、北米ゲーミング市場では、需要は低調に推移するとともに、欧州ゲーミング

市場では、顧客先の在庫調整や法改正などの影響により、需要は一段と減退いたしました。 

このような状況のもと、当社グループでは、生産コストの低減や固定費の削減に努める一方で、新製品開発への注

力や、東京地区の拠点強化を中心とした事業拠点の再配置に取組むなど、将来を見据えた活動を続けてまいりまし

た。 

 しかしながら、欧米での需要減退の影響が大きく、売上高は126億62百万円（前年同期比36.1%減）、営業損失５億

18百万円（前年同期は32億56百万円の利益計上）、経常損失３億44百万円（前年同期は33億25百万円の利益計上）、

四半期純損失３億42百万円（前年同期は21億74百万円の利益計上）となりました。 

なお、当第３四半期の為替レートは、米ドル94.93円（前年同期は105.42円）、ユーロ129.89円（前年同期は

160.84円）で推移いたしました。 

  

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は276億21百万円となり、前連結会計年度末に比べ、20億90百万円減少い

たしました。現金及び預金は、未収還付法人税（その他流動資産）が現金化される一方、自己株式の取得６億94百万

円、配当金の支払い４億96百万円、有形固定資産の取得６億26百万円などにより２億75百万円減少いたしました。ま

た、商品及び製品は、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９億21百万円減少いたし

ました。 

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は38億２百万円となり、前連結会計年度末に比べ、６億９百万円減少い

たしました。新規連結子会社の取得に伴い、負ののれんが４億48百万円増加いたしましたが、一方で支払手形及び買

掛金２億２百万円、賞与引当金２億38百万円、その他流動負債４億３百万円などがそれぞれ減少いたしました。 

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は238億19百万円となり、前連結会計年度末に比べ、14億81百万円減少

いたしました。主に配当金４億96百万円の支払及び自己株式６億94百万円を取得したことによります。 

  

(キャッシュ・フロー) 

当第３四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３億28百万円に

加え、引当金の減少３億42百万円、仕入債務の減少６億15百万円、法人税等の支払額６億49百万円などによる資金の

減少の一方で、たな卸資産の減少額13億円、法人税等の還付額18億68百万円などの資金の増加がありましたので、13

億17百万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94百万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、有形固定資産の取得６億26百万円などの資金の減少がありまし

たので、４億10百万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、短期借入金の返済による支出２億円、配当金の支払額４億96百万円、自

己株式取得による支出６億94百万円の資金の減少がありましたので、13億41百万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37百万円の資金の減少がありましたので、当第３四半

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、４億72百万円減少し、120億87百万円となり

ました。  

  

 平成21年11月５日に公表いたしました連結業績予想値の修正は行っておりません。 

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



  

 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。  

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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 12,283,624 12,559,163

受取手形及び売掛金 3,501,902 3,430,219

有価証券 90,150 191,869

商品及び製品 2,872,923 3,793,925

仕掛品 430,493 224,275

原材料及び貯蔵品 1,299,630 1,309,046

その他 1,450,350 3,121,969

貸倒引当金 △88,414 △100,531

流動資産合計 21,840,660 24,529,938

固定資産   

有形固定資産 2,881,119 2,706,338

無形固定資産 623,330 790,449

投資その他の資産   

その他 2,540,644 1,972,821

貸倒引当金 △264,290 △287,642

投資その他の資産合計 2,276,354 1,685,178

固定資産合計 5,780,804 5,181,965

資産合計 27,621,464 29,711,904

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,675,614 1,878,248

未払法人税等 194 277,887

賞与引当金 108,239 346,495

役員賞与引当金 1,500 25,500

その他 1,083,065 1,486,514

流動負債合計 2,868,614 4,014,646

固定負債   

退職給付引当金 159,782 161,044

負ののれん 448,687 －

その他 324,978 235,507

固定負債合計 933,448 396,552

負債合計 3,802,062 4,411,198



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 23,427,325 24,307,387

自己株式 △2,294,733 △1,599,822

株主資本合計 25,418,541 26,993,514

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 186,426 165,607

繰延ヘッジ損益 △3,633 △21,209

為替換算調整勘定 △1,781,932 △1,837,208

評価・換算差額等合計 △1,599,138 △1,692,809

純資産合計 23,819,402 25,300,705

負債純資産合計 27,621,464 29,711,904



(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）

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

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

売上高 19,820,536 12,662,835

売上原価 9,396,369 7,129,169

売上総利益 10,424,167 5,533,666

割賦販売未実現利益戻入額 17,229 12,740

割賦販売未実現利益繰入額 － 60,548

差引売上総利益 10,441,397 5,485,857

販売費及び一般管理費 7,184,592 6,004,299

営業利益又は営業損失（△） 3,256,804 △518,441

営業外収益   

受取利息 131,045 28,354

受取配当金 19,197 20,611

還付加算金 261,641 26,588

負ののれん償却額 － 128,196

その他 129,001 52,363

営業外収益合計 540,886 256,114

営業外費用   

支払利息 64 926

為替差損 458,726 66,159

その他 12,917 15,498

営業外費用合計 471,709 82,583

経常利益又は経常損失（△） 3,325,982 △344,911

特別利益   

固定資産売却益 4,916 －

投資有価証券売却益 － 5,778

償却債権取立益 37,148 －

貸倒引当金戻入額 42,102 42,009

特別利益合計 84,166 47,787

特別損失   

固定資産売却損 1,567 1,330

固定資産除却損 5,838 9,619

投資有価証券評価損 30,754 －

ゴルフ会員権評価損 2,250 1,500

事務所移転費用 － 19,107

特別損失合計 40,410 31,556

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（△）

3,369,738 △328,679

法人税、住民税及び事業税 918,459 87,791

法人税等調整額 277,058 △73,519

法人税等合計 1,195,518 14,272

四半期純利益又は四半期純損失（△） 2,174,220 △342,951



(３) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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

当第３四半期連結累計期間 
(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（△）

3,369,738 △328,679

減価償却費 665,037 683,167

負ののれん償却額 － △128,196

引当金の増減額（△は減少） △30,367 △342,298

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 △150,243 △48,966

支払利息 64 926

為替差損益（△は益） 109,736 28,504

有形固定資産除売却損益（△は益） 2,488 10,949

投資有価証券売却損益（△は益） － △5,778

投資有価証券評価損益（△は益） 30,754 －

ゴルフ会員権評価損 － 1,500

売上債権の増減額（△は増加） △178,050 199,960

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,276,710 1,300,204

仕入債務の増減額（△は減少） 972,344 △615,233

未収消費税等の増減額（△は増加） 117,833 59,091

その他 △1,201,733 △765,463

小計 2,359,645 49,688

利息及び配当金の受取額 168,252 48,346

利息の支払額 △64 △926

法人税等の支払額 △426,962 △649,020

法人税等の還付額 23,768 1,868,990

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,124,638 1,317,078

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） － △176,523

有価証券の純増減額（△は増加） 1,026,465 94,845

有形固定資産の取得による支出 △434,400 △626,980

有形固定資産の売却による収入 11,183 2,820

無形固定資産の取得による支出 △32,913 △34,192

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 △2,137 △985

投資有価証券の売却による収入 － 46,162

貸付金の回収による収入 － 14,306

子会社の清算による収入 － 15,000

ゴルフ会員権の売却による収入 3,700 －

その他 △30,401 800

投資活動によるキャッシュ・フロー 541,497 △410,026



（単位：千円）

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

当第３四半期連結累計期間 
(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   

短期借入金の返済による支出 － △200,000

リース債務の増加による収入 － 52,826

リース債務の返済による支出 － △3,040

配当金の支払額 △647,694 △496,507

自己株式の取得による支出 △793,043 △694,911

自己株式の売却による収入 210 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,440,527 △1,341,631

現金及び現金同等物に係る換算差額 △640,165 △37,481

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 585,443 △472,061

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 12,054,574 12,087,101



 該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31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３四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３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31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３四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３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31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３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31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  5,153,313 7,548,820 104,298 7,014,104  19,820,536  － 19,820,536

(2)セグメント間の内部売上高又は 

  振替高 
 10,427,180 48,174 6,452,490 91,934  17,019,780 (17,019,780) －

計  15,580,494 7,596,994 6,556,789 7,106,039  36,840,317 (17,019,780) 19,820,536

営業利益  941,819 553,134 318,468 1,319,330  3,132,753  124,050 3,256,804

(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  5,831,502 3,902,218 10,393 2,918,719  12,662,835  － 12,662,835

(2)セグメント間の内部売上高又は 

  振替高  
 2,767,209 9,261 1,625,502 19,152  4,421,125 (4,421,125) －

計  8,598,711 3,911,480 1,635,895 2,937,872  17,083,960 (4,421,125) 12,662,835

営業利益又は営業損失(△)  △1,443,771 △6,545 △84,166 244,378  △1,290,104  771,662 △518,441

(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３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31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３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31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 

6,718,761  6,821,489  1,157,652  14,697,903

            19,820,536

33.9  34.4  5.9  74.2

  

  

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 

3,334,860  2,953,558  603,197  6,891,616

            12,662,835

26.3  23.3  4.8  54.4



 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。 

  

d.販売の状況

事業部門 

  

前第３四半期連結累計期間 

（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

金額（千円） 構成比（％） 

 貨幣処理機器  16,197,832 81.7

 遊技場向機器 2,995,723 15.1

 その他 626,980 3.2

合計 19,820,536 100.0

事業部門 

  

当第３四半期連結累計期間 

（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

金額（千円） 構成比（％） 

 貨幣処理機器  8,271,660 65.3

 遊技場向機器 3,987,647 31.5

 その他 403,527 3.2

合計 12,662,835 100.0

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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