
平成22年3月期 第3四半期決算短信 

平成22年2月10日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 オーイズミ 上場取引所 東 

コード番号 6428 URL http://www.oizumi.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 大泉 政治

問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理部長 （氏名） 前田 信夫 TEL 046-297-2111
四半期報告書提出予定日 平成22年2月12日

配当支払開始予定日 ―

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 5,423 △6.4 28 ― 38 ― 68 ―

21年3月期第3四半期 5,796 ― △42 ― △202 ― △183 ―

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 3.03 ―

21年3月期第3四半期 △8.17 ―

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 17,067 11,096 65.0 493.28
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3四半期  11,096百万円 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

－1－



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、実際の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3四半期 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3四半期  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3四半期 22,496,278株 21年3月期第3四半期 22,496,616株
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当第３四半期連結累計期間（平成21年4月1日から平成21年12月31日）におけるわが国経済は、世界同時
不況から脱しつつあるものの円高やデフレなどの問題が浮上し、経済の回復を腰折れさせ、「二番底」の
懸念を払拭できない厳しい状況下にありました。 
 当社グループの中核事業の分野となる遊技場業界におきましては、１円パチンコに代表される低玉貸し
営業が全国的に普及し、新旧のファン層からの大きな支持を得て長期減少傾向にあった遊技人口に下げ止
まりの兆候が窺がえます。その反面、遊技場にとっては売上高の減少につながると共に、遊技場に対する
金融機関の融資姿勢は依然として厳しく、個人消費の冷え込みの影響も受けて、遊技場の経営環境は厳し
さが増しております。 
 このような状況の中、パチスロ機事業においては、販売マーケットの本格的な回復に至っていないこと
から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」の市場浸透と市場投入したパチスロ島の
「樹脂（ポリロン）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、受注実績を積み上げ
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、急遽実施したリ
ストラクチャリング施策の実効が期間業績に反映するに及ばず引き続き赤字を計上しております。 
 以上の結果、当第３四半期連結累計期間における連結業績は、売上高5,423百万円（前年同期比6.4％
減）、経常利益38百万円(前年同期は経常損失202百万円)、四半期純利益68百万円(前年同期は四半期純損
失183百万円)となりました。 
  

  

当第３四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1,384百万円
減少し、17,067百万円となりました。これは主に現金及び預金の減少（1,891百万円減）、商品及び製品
の減少（120百万円減）の一方で、受取手形及び売掛金の増加（200百万円増）、原材料の増加（236百万
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
（231百万円増）によるものです。 
 負債は前連結会計年度末に比べ1,296百万円減少し、5,970百万円となりました。これは主に支払手形及
び買掛金の減少（590百万円減）、長期借入金の減少（525百万円減）によるものです。 
 純資産は前連結会計年度末に比べ88百万円減少し、11,096百万円となりました。これは主に利益剰余金
の減少（44百万円減）、その他有価証券評価差額金の減少（43百万円減）によるものです。 
当第３四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916百万円の支出、投資活

動による222百万円の支出、及び財務活動による602百万円の支出となりました。 
 この結果、当第３四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
1,741百万円減少し、2,573百万円となりました。 
（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916百万円となりました。これは税金等調整前四半期純利益88百万円の
計上、減価償却250百万円の実施の一方で、投資有価証券売却益56百万円、売上債権の増加260百万円、た
な卸資産の増加203百万円、仕入債務の減少591百万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222百万円となりました。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101百万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602百万円となりました。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789百万円、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、注力製品の販売動向を見極める必要があるため、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を使用して貸倒見積高を算定しております。 

  

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計
期間末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 

  

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棚卸資産の評価方法

③ 固定資産の減価償却費の算定方法

④ 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 2,573,846 4,465,075

受取手形及び売掛金 2,023,714 1,823,328

商品及び製品 542,285 663,053

仕掛品 337,165 266,261

原材料 1,993,930 1,757,641

その他 443,798 476,766

貸倒引当金 △35,355 △25,945

流動資産合計 7,879,386 9,426,181

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,650,244 1,737,820

土地 5,723,794 5,723,794

その他（純額） 208,648 249,648

有形固定資産合計 7,582,687 7,711,263

無形固定資産 14,349 9,738

投資その他の資産   

投資有価証券 1,032,782 801,229

長期預金 100,000 100,000

その他 645,000 590,545

貸倒引当金 △186,700 △186,700

投資その他の資産合計 1,591,083 1,305,075

固定資産合計 9,188,119 9,026,077

資産合計 17,067,506 18,452,259

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,615,976 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 1,100,060 1,064,060

未払法人税等 28,901 3,113

賞与引当金 10,150 34,062

製品保証引当金 8,500 4,000

その他 172,624 351,211

流動負債合計 2,986,213 3,713,360

固定負債   

長期借入金 1,683,101 2,208,796

退職給付引当金 16,020 13,241

役員退職慰労引当金 412,858 413,501

負ののれん 10,748 13,052

その他 861,617 905,226

固定負債合計 2,984,345 3,553,817

負債合計 5,970,559 7,267,178
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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 1,006,900 1,006,900

資本剰余金 673,700 673,700

利益剰余金 9,575,787 9,620,078

自己株式 △3,810 △3,776

株主資本合計 11,252,577 11,296,902

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △155,630 △111,821

評価・換算差額等合計 △155,630 △111,821

純資産合計 11,096,946 11,185,080

負債純資産合計 17,067,506 18,452,259
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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）

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 5,796,030 5,423,001

売上原価 4,613,036 4,304,572

売上総利益 1,182,994 1,118,428

販売費及び一般管理費   

販売促進費 59,752 44,084

役員報酬 158,228 150,604

給料手当及び賞与 276,190 231,826

賞与引当金繰入額 5,688 4,873

退職給付費用 23,024 24,763

役員退職慰労引当金繰入額 17,934 △643

製品保証引当金繰入額 5,000 8,500

その他 679,616 625,854

販売費及び一般管理費合計 1,225,435 1,089,863

営業利益又は営業損失（△） △42,441 28,565

営業外収益   

受取利息 64,489 2,782

受取配当金 9,911 19,602

有価証券償還益 36,575 －

その他 16,984 24,363

営業外収益合計 127,961 46,748

営業外費用   

支払利息 40,343 35,938

有価証券評価損 240,186 －

その他 7,603 603

営業外費用合計 288,133 36,542

経常利益又は経常損失（△） △202,614 38,771

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 4,231 －

特別利益合計 14,613 56,322

特別損失   

固定資産除却損 29,569 －

製品回収費用 － 6,516

特別損失合計 29,569 6,516

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（△）

△217,570 88,576

法人税、住民税及び事業税 12,483 19,920

法人税等調整額 △46,149 465

法人税等合計 △33,665 20,385

四半期純利益又は四半期純損失（△） △183,904 68,191
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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（△）

△217,570 88,576

減価償却費 266,575 250,552

貸倒引当金の増減額（△は減少） △25,720 9,410

製品保証引当金の増減額（△は減少） △1,500 4,500

賞与引当金の増減額（△は減少） △25,850 △23,912

退職給付引当金の増減額（△は減少） 921 2,778

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 17,934 △643

受取利息及び受取配当金 △74,400 △22,384

支払利息 40,343 35,938

有価証券償還損益（△は益） △36,575 －

有価証券評価損益（△は益） 240,186 －

有形固定資産売却損益（△は益） △10,382 －

有形固定資産除却損 29,569 －

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） 221,635 △260,090

たな卸資産の増減額（△は増加） △217,974 △203,783

仕入債務の増減額（△は減少） 356,253 △591,942

その他 △247,062 △184,264

小計 316,383 △951,587

利息及び配当金の受取額 58,346 23,294

利息の支払額 △40,581 △34,712

法人税等の支払額 △75,852 △14,648

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 316,646 △916,543

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 △702,160 －

有価証券の償還による収入 411,160 －

有形固定資産の取得による支出 △309,626 △101,577

有形固定資産の売却による収入 73,916 －

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

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 △50,440

貸付金の回収による収入 219,646 10,080

その他 △22,900 △6,625

投資活動によるキャッシュ・フロー △349,963 △222,603

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 △787,045 △789,695

自己株式の取得による支出 △54 △34

配当金の支払額 △112,887 △112,352

財務活動によるキャッシュ・フロー 300,012 △602,081

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 266,694 △1,741,228

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 4,162,543 2,573,846
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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 

３ 会計方針の変更（棚卸資産の評価に関する会計基準） 
   定性的情報・財務諸表等 4.その他（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」②に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」
（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を適用しております。 
 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間では、機器事業の営業利益が、
10百万円減少しております。 

  

（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)

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 5,385,146 410,884 5,796,030 ─ 5,796,030

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高 ─ 17,885 17,885 (17,885) ─

計 5,385,146 428,769 5,813,916  (17,885) 5,796,030

営業利益又は営業損失（△） 90,702 210,414 301,116 (343,558) △42,441

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)

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 5,024,918 398,083 5,423,001 ─ 5,423,001

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高 ─ 20,528 20,528 (20,528) ─

計 5,024,918 418,612 5,443,530  (20,528) 5,423,001

営業利益 107,221 226,968 334,189 (305,623) 28,565
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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)

【海外売上高】

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)

(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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