
  

１．平成23年3月期第１四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年6月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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（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 ％ 

23年3月期第１四半期  4,765  11.3  301  59.1  260  12.4  267  75.1

22年3月期第１四半期  4,280  △33.3  189  △84.4  231  △84.3  152  △87.6

  
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 

23年3月期第１四半期  9  92  －      

22年3月期第１四半期  5  51  －      

  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 

23年3月期第１四半期  29,574  23,285  78.7  863  03

22年3月期  28,775  23,343  81.1  865  16

（参考）自己資本 23年3月期第１四半期 23,285百万円 22年3月期 23,343百万円

  
年間配当金

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 

22年3月期  －        7 00 －      7 00  14  00

23年3月期  －      

23年3月期（予想）  7 00 －      7 00  14  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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 

第２四半期（累計）  9,500  12.8  370  －  480  －  360  －  13  34

通期  20,000  18.0  730  －  940  －  800  －  29  65



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「その他」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

新規        社 （社名）                        、除外        社  （社名） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示

時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続は実施中です。 

  

※  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

提となる条件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、[添付資料]Ｐ.３「連結業績予想に関する 

定性的情報」をご覧下さい。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期１Ｑ 29,662,851株 22年3月期 29,662,851株

②  期末自己株式数 23年3月期１Ｑ 2,681,713株 22年3月期 2,681,558株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期１Ｑ 26,981,218株 22年3月期１Ｑ 27,719,530株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間における世界経済は、中国・インドなどの新興国の経済成長が牽引し、景気は回復基

調となりましたが、欧州諸国の財政問題に端を発した世界的な金融不安が拡大し、景気の先行き不透明感が強まっ

てまいりました。 

 当社グループの関連市場である海外ゲーミング市場や国内遊技場市場では、需要回復も見られたものの、その勢

いは依然弱く、各市場の設備投資は総じて低調に推移いたしました。 

 このような背景のもと、当社グループは、国内外での新製品の上市や新規顧客の受注活性化に取り組んでまいり

ました。 

 この結果、第１四半期連結会計期間における売上高は47億65百万円（前年同四半期比11.3％増）、営業利益は３

億１百万円（前年同四半期比59.1％増）、経常利益は２億60百万円（前年同四半期比12.4％増）、四半期純利益は

２億67百万円（前年同四半期比75.1％増）となりました。 

  

 セグメント別の業績は次のとおりであります。なお、当四半期より「セグメント情報等の開示に関する会計基

準」を適用しており、同基準のセグメント別に記載しております。 

 ①日本金銭機械 

 北米及び欧州での需要回復が見られたことから、販売現地法人向けの輸出が増加し、当セグメントの売上高 

は34億63百万円、セグメント利益は１億６百万円となりました。 

 ②遊技場向機器事業 

  経営改善の徹底や積極的な販売活動を展開したことや、ホールの設備投資意欲が改善し、遊技客の嗜好にパチ

 スロコーナーへの回帰が一部でも見られたことなどから、パチンコ・パチスロ双方の周辺機器の受注が増加しま

 したので、当セグメントの売上高は18億11百万円となり、セグメント損益は当初の見込より改善し、58百万円の

 損失となりました。 

 ③北米地域 

  コマーシャル市場向けの受注が増加するとともに、ゲーミング市場でも需要の回復が見られたことから、当セ

 グメントの売上高は14億94百万円、セグメント利益は37百万円となりました。 

 ④欧州地域 

  欧州経済の不安定感はあるものの、昨年の第２四半期頃より、著しく減少していた受注の回復が見られたこと

 から、当セグメントの売上高は11億32百万円、セグメント利益は１億円となりました。 

 ⑤アジア地域  

  当セグメントは当社グループの生産機能を担っております。北米及び欧州での受注状況が好転したことから、

 生産量が増加し、内部売上高が増加したことから、当セグメントの売上高は12億53百万円、セグメント利益は41

 百万円となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は295億74百万円となり、前連結会計年度末に比べ７億99百万円増

加いたしました。国内外の需要の回復傾向が見られたことや、新製品の量産が開始されたことなどから、「商品及

び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」がそれぞれ増加いたしました。 

 当第１四半期連結会計年度末における負債合計は62億89百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億56百万円増

加いたしました。生産量の回復に伴い「支払手形及び買掛金」が増加いたしました。 

 当第１四半期連結会計年度末における純資産合計は232億85百万円となり、前連結会計年度末に比べ、57百万円

減少いたしました。主に四半期純利益の計上のほか、配当金の支払を行ったことによります。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期連結会計期間では、税金等調整前四半期純利益３億59百万円、減価償却費２億２百万円、仕入債

務の増加８億64百万円などの資金の増加がありましたが、事業構造改善引当金の減少２億64百万円、売上債権の増

加３億65百万円、たな卸資産の増加11億88百万円などの資金の支出がありましたので、営業活動によるキャッシ

ュ・フローは２億８百万円の支出となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローでは、定期預金の増加９億27百万円や有価証券の増加１億38百万円などが

ありましたので、10億13百万円の支出となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローでは、配当金の支払額１億89百万円などの支出がありましたが、リース債

務の増加による収入２億46百万円がありましたので、34百万円の収入となりました。 

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94百万円の資金の減少がありましたので、現金及び

現金同等物は99億10百万円となり、前連結会計年度末に比べ、12億82百万円減少いたしました。 

１．当四半期の連結業績等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 

平成23年３月期の第２四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成22年５月13日付決算短信の発

表値の変更はありません。 

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 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。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 (資産除去債務に関する会計基準の適用) 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年3月31日）

及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日）を適用して

おります。これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に対する影響は軽微であります。  

  

２．その他の情報



３．【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１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,534,362 11,918,432

受取手形及び売掛金 3,972,295 3,607,448

有価証券 234,575 92,047

商品及び製品 3,232,009 2,873,889

仕掛品 647,615 470,894

原材料及び貯蔵品 2,255,416 1,614,769

その他 1,128,276 1,357,312

貸倒引当金 △86,077 △93,454

流動資産合計 22,918,474 21,841,338

固定資産   

有形固定資産 4,926,960 4,839,675

無形固定資産 488,649 547,094

投資その他の資産   

その他 1,463,209 1,769,993

貸倒引当金 △222,508 △222,508

投資その他の資産合計 1,240,701 1,547,485

固定資産合計 6,656,311 6,934,254

資産合計 29,574,785 28,775,593

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,258,623 2,389,729

未払法人税等 69,909 68,889

役員賞与引当金 3,000 3,000

賞与引当金 115,329 210,016

事業構造改善引当金 165,286 430,000

その他 1,557,480 1,376,253

流動負債合計 5,169,629 4,477,888

固定負債   

退職給付引当金 19,257 18,928

負ののれん 352,540 400,614

その他 747,937 535,103

固定負債合計 1,119,735 954,645

負債合計 6,289,364 5,432,533



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22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 22,948,888 22,870,167

自己株式 △2,325,421 △2,325,304

株主資本合計 24,909,416 24,830,812

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 98,959 206,297

繰延ヘッジ損益 42,609 △11,153

為替換算調整勘定 △1,765,564 △1,682,895

評価・換算差額等合計 △1,623,995 △1,487,752

純資産合計 23,285,420 23,343,059

負債純資産合計 29,574,785 28,775,593



（２）【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 4,280,646 4,765,356

売上原価 2,091,327 2,307,429

売上総利益 2,189,318 2,457,927

割賦販売未実現利益戻入額 4,246 10,611

割賦販売未実現利益繰入額 － 64,859

差引売上総利益 2,193,565 2,403,679

販売費及び一般管理費 2,004,270 2,102,579

営業利益 189,294 301,099

営業外収益   

受取利息 11,841 7,475

受取配当金 16,575 16,029

負ののれん償却額 32,049 48,073

その他 42,532 36,195

営業外収益合計 102,998 107,775

営業外費用   

支払利息 396 4,742

為替差損 53,878 138,945

その他 6,592 4,999

営業外費用合計 60,867 148,687

経常利益 231,426 260,187

特別利益   

固定資産売却益 － 94

投資有価証券売却益 － 121,955

貸倒引当金戻入額 26,089 11,423

特別利益合計 26,089 133,473

特別損失   

固定資産除却損 2,075 3,808

投資有価証券評価損 － 27,173

固定資産売却損 1,205 66

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 3,528

特別損失合計 3,281 34,577

税金等調整前四半期純利益 254,234 359,083

法人税、住民税及び事業税 37,478 31,967

法人税等調整額 63,891 59,526

法人税等合計 101,370 91,493

四半期純利益 152,863 267,590



（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６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利益 254,234 359,083

減価償却費 202,004 202,912

負ののれん償却額 △32,049 △48,073

引当金の増減額（△は減少） △302,356 △101,409

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） － △264,713

受取利息及び受取配当金 △28,417 △23,505

支払利息 396 4,742

為替差損益（△は益） 2,144 44,667

有形固定資産除売却損益（△は益） 3,281 3,780

投資有価証券売却損益（△は益） － △121,955

投資有価証券評価損益（△は益） － 27,173

売上債権の増減額（△は増加） 442,619 △365,078

たな卸資産の増減額（△は増加） 383,296 △1,188,171

仕入債務の増減額（△は減少） △1,171,604 864,392

未収消費税等の増減額（△は増加） 76,626 38,760

その他 △650,084 342,012

小計 △819,909 △225,382

利息及び配当金の受取額 26,696 23,587

利息の支払額 △396 △4,742

法人税等の支払額 △534,131 △2,392

法人税等の還付額 247,019 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,080,721 △208,929

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） － △927,825

有価証券の純増減額（△は増加） 24,505 △138,074

有形固定資産の取得による支出 △150,956 △305,812

有形固定資産の売却による収入 1,956 525

無形固定資産の取得による支出 △5,957 △7,674

連結の範囲の変更を伴う子会社株式取得による収
入

254,719 －

投資有価証券の取得による支出 △337 △358

投資有価証券の売却による収入 － 354,320

貸付金の回収による収入 2,738 11,251

子会社の清算による収入 15,000 －

その他 － △50

投資活動によるキャッシュ・フロー 141,669 △1,013,697



（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △304,522 △189,239

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 － 246,125

リース債務の返済による支出 － △22,529

自己株式の取得による支出 △183,720 △117

財務活動によるキャッシュ・フロー △688,243 34,238

現金及び現金同等物に係る換算差額 97,194 △94,146

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,530,100 △1,282,535

現金及び現金同等物の期首残高 12,559,163 11,193,347

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,029,063 9,910,812



 該当事項はありません。  

  

[事業の種類別セグメント情報] 

前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30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」および「レジャー関連その他の事業」に区

分しておりますが、当第１四半期連結累計期間については、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。 

[所在地別セグメント情報] 

前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30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。 

  

[海外売上高]  

前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30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。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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 
 1,664,872 1,207,989 5,608 1,402,175 4,280,646  － 4,280,646

（2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 963,339 2,540 677,584 359 1,643,823  (1,643,823) －

計  2,628,212 1,210,529 683,193 1,402,535 5,924,469  (1,643,823) 4,280,646

営業利益又は営業損

失(△) 
 △450,368 △32,680 △14,359 185,483 △311,925  501,219 189,294

(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 

  北米   欧州   その他の地域   計  

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,025,358    1,418,813    193,324    2,637,496  

Ⅱ 連結売上高（千円）              4,280,646  

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  24.0    33.1    4.5    61.6  



[セグメント情報]  

 １．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取締役会が経営資源

の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社グループは、主に金銭関連機器等を生産・販売しており、国内においては、当社及び国内連結子会社が、

海外においては海外連結子会社が、グループ内で機能・業務を担当しております。連結子会社はそれぞれ独立し

た経営単位であり、取り扱う製品について各地域の包括的な戦略を立案し、事業活動を行っております。 

したがって、当社は、生産・販売体制を基礎としたセグメントから構成されており、「日本金銭機械」、「遊

技場向機器事業」、「北米地域」、「欧州地域」及び「アジア地域」を報告セグメントとしております。 

  

 ２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

  

 ３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な 

   内容（差異調整に関する事項） 

（注）全社収益は、主に報告セグメントに帰属しない営業外損益であります。 

  

４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

  該当事項はありません。 

  

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成

21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 

平成20年３月21日）を適用しております。 

  

 該当事項はありません。 

  （単位：千円）

  報告セグメント
合計

  日本金銭機械 
遊技場向機器

事業 
北米地域 欧州地域 アジア地域 

売上高          

外部顧客への売上高  378,280  1,754,094  1,483,683  1,119,811  29,487  4,765,356

セグメント間の内部売上
高又は振替高  3,085,446  57,519  10,396  12,467  1,223,879  4,389,709

計  3,463,727  1,811,614  1,494,079  1,132,278  1,253,366  9,155,066

セグメント利益又は損失

(△) 
 106,624  △58,876  37,681  100,306  41,446  227,182

  （単位：千円）

利益 金額   

報告セグメント計  227,182

 未実現利益の消去  △27,472

 負ののれん償却額  48,073

 全社収益  16,092

 その他の調整額  △3,688

四半期連結損益計算書の経常利益  260,187

（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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