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1.  平成23年3月期第2四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年9月30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 ％

23年3月期第2四半期 18,568 18.6 1,920 89.5 1,870 89.0 1,009 62.0
22年3月期第2四半期 15,650 2.0 1,013 △13.0 989 △17.8 623 △44.5

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2四半期 8,845.88 ―

22年3月期第2四半期 5,458.99 ―

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2四半期 55,349 33,111 59.8 290,117.46
22年3月期 52,431 32,399 61.8 283,878.12

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  33,111百万円 22年3月期  32,399百万円

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  
 

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 ― 2,500.00 ― 2,500.00 5,000.00

23年3月期 ― 2,500.00

23年3月期 
（予想）

― 2,500.00 5,000.00

3.  平成23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 33,000 0.5 2,600 66.0 2,500 65.7 1,300 41.6 11,390.52



(1) 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。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、添付資料 3ページ「その他の情報」をご覧ください。）

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） 23年3月期2Q 114,130株 22年3月期  114,130株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  ―株 22年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 114,130株 22年3月期2Q 114,130株

※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、金融商品取引法に
基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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。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 3ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、海外経済の改善や政策効果等を背景に、引き続き景気
回復の動きが見られるものの、失業率が高水準にあるなど厳しい状況が続いています。また、先行きに
ついても、海外景気の下振れ懸念や為替レート・株価の変動等により、景気の下振れリスクが強まって
おり、不透明感を増しています。 
 当遊技業界においては、低玉貸し営業の普及やパチスロの人気回復により遊技人口に増加傾向が見ら
れるものの消費の低迷等が影響し、市場規模の縮小は継続しています。 
 このようななか、多くのパチンコホールは収益確保や新たなファン獲得に向け、様々な取り組みを行
っています。特に 近は、低玉貸し営業によるファン層の拡大やコスト削減への期待から各台計数シス
テムに対するニーズがより一層高まっています。また、パチンコホール内環境の改善を目指し、喫煙対
策に取り組み、新たなファン層を取り込もうとするパチンコホールが増えてきています。 
 このようなニーズに対応するため、当社は昨年11月に、各台計数システムに対応した新商品「Ｂ∞Ｌ
ＥＸ（ビーレックス）」の販売を開始し、今年の７月にはタバコ臭の分解・除去等に効果がある、シャ
ープ株式会社のプラズマクラスター技術を導入した「プラズマクラスターイオン（ＰＣＩ）ユニット」
を販売開始しました。 
 これら新商品が、市場から評価を受け販売数量が見込みを上回り好調に推移したことに加え、パチス
ロ向けメダル貸機の販売が増加したこともあって、機器売上高が前年同期を大きく上回りました。 
 一方、加盟店舗数の減少傾向に歯止めがかかり増加に転じたものの、当初見込みより緩やかなペース
であることやカード利用額が減少した影響もあり、カード収入高及びシステム使用料収入は前年同期と
比べ減少しました。 
 利益面については、機器売上高の増加による利益の増加が大きく、前年同期を大きく上回りました。
 以上の結果、当第２四半期累計期間における売上高は18,568百万円（前年同四半期比18.6％増）、営
業利益は1,920百万円（同 89.5％増）、経常利益は1,870百万円（同 89.0％増）、四半期純利益は
1,009百万円（同 62.0％増）となりました。 
 販売品目別の業績概況は、次のとおりです。 
 機器売上高は、10,936百万円（前年同四半期比44.0％増）となりました。 
 カード収入高は、2,120百万円（同 7.5％減）となりました。 
 システム使用料収入は、5,253百万円（同 3.9％減）となりました。 
 その他の収入は、258百万円（同 12.9％減）となりました。 
  

当第２四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ2,917百万円（5.6％）増加し55,349
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2,855百万円（7.9％）増加し39,128百万円となりました。 
 主な増加要因は、転リース取引等の発生に伴うリース投資資産1,309百万円及び売掛金1,258百万円の
増加によるものです。 
 固定資産は、前事業年度末に比べ62百万円（0.4％）増加し16,220百万円となりました。 
 主な増減要因は、情報管理センター設備使用権の取得に伴う長期前払費用767百万円、リース取引の
発生に伴うリース資産（有形）536百万円及びソフトウエア258百万円の増加と、有形・無形固定資産の
償却等に伴う1,525百万円の減少によるものです。 

  

(負債) 

流動負債は、前事業年度末に比べ1,127百万円（9.5％）増加し13,055百万円となりました。 
 主な増加要因は、買掛金1,361百万円の増加によるものです。 
 固定負債は、前事業年度末に比べ1,078百万円（13.3％）増加し9,183百万円となりました。 
 主な増加要因は、リース債務1,088百万円の増加によるものです。 
 この結果、負債合計は前事業年度末に比べ2,205百万円(11.0％)増加し22,238百万円となりました。 

  

(純資産) 

純資産合計は、前事業年度末に比べ712百万円（2.2％）増加し33,111百万円となりました。 
 主な増減要因は、利益剰余金724百万円の増加及びその他有価証券評価差額金12百万円の減少による
ものです。 

  

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(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
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平成22年８月４日に公表しました通期業績予想について、機器売上高の増加により売上高及び利益面
が予想を上回る見通しとなりましたので修正を行っています。詳細については、平成22年９月21日公表
の「業績予想の修正に関するお知らせ」を参照ください。  

  

  

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もり、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います。 
なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しています。 

  

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

第１四半期会計期間より、「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）を適用しています。 
これにより、当第２四半期累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ1百万円、税引前四半期純

利益は25百万円減少しています。 

(3) 業績予想に関する定性的情報

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 四半期財務諸表 
(1) 四半期貸借対照表 

（単位：百万円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,630 10,072

受取手形及び売掛金 5,367 4,022

営業未収入金 1,439 1,627

有価証券 12,997 7,999

商品及び製品 3,581 2,840

原材料及び貯蔵品 516 459

供託金 － 5,000

その他 5,641 4,291

貸倒引当金 △45 △40

流動資産合計 39,128 36,273

固定資産   

有形固定資産 2,088 1,989

無形固定資産   

のれん 2,625 2,821

その他 3,304 3,718

無形固定資産合計 5,930 6,540

投資その他の資産   

投資有価証券 5,951 5,938

その他 2,561 2,008

貸倒引当金 △310 △318

投資その他の資産合計 8,202 7,628

固定資産合計 16,220 16,158

資産合計 55,349 52,431

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,682 3,320

営業未払金 60 70

未払法人税等 860 379

引当金 452 473

カード未精算勘定 4,203 4,323

その他 2,796 3,360

流動負債合計 13,055 11,927

固定負債   

引当金 289 281

資産除去債務 5 －

リース債務 6,152 5,064

その他 2,735 2,759

固定負債合計 9,183 8,104

負債合計 22,238 20,032
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（単位：百万円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,500 5,500

資本剰余金 2,044 2,044

利益剰余金 25,498 24,774

株主資本合計 33,042 32,318

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 68 80

評価・換算差額等合計 68 80

純資産合計 33,111 32,399

負債純資産合計 55,349 52,431
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(2) 四半期損益計算書 
【第２四半期累計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

カード発行高 6,111,857 5,863,392

売上高   

機器売上高 7,593 10,936

カード収入高 2,292 2,120

システム使用料収入 5,466 5,253

その他の収入 297 258

売上高合計 15,650 18,568

売上原価   

機器売上原価 7,076 9,234

カード売上原価 888 973

システム使用料売上原価 2,907 2,682

その他の原価 408 365

売上原価合計 11,280 13,255

売上総利益 4,369 5,313

販売費及び一般管理費 3,356 3,393

営業利益 1,013 1,920

営業外収益   

受取利息 47 24

受取配当金 7 7

その他 21 14

営業外収益合計 76 46

営業外費用   

支払利息 66 64

支払保証料 29 30

その他 3 1

営業外費用合計 99 96

経常利益 989 1,870

特別利益   

製品取替引当金戻入額 467 －

貸倒引当金戻入額 － 7

特別利益合計 467 7

特別損失   

リース資産減損損失 271 －

固定資産除却損 30 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 23

その他 6 2

特別損失合計 308 26

税引前四半期純利益 1,148 1,851

法人税等 525 842

四半期純利益 623 1,009
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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２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30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 1,148 1,851

減価償却費 1,208 1,291

のれん償却額 211 195

長期前払費用償却額 11 35

差入保証金償却額 － 1

固定資産除却損 31 0

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 2 －

ゴルフ会員権評価損 － 2

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 23

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △2

製品取替引当金の増減額（△は減少） △432 △22

その他の引当金の増減額（△は減少） △32 9

受取利息及び受取配当金 △54 △32

支払利息 96 95

売上債権の増減額（△は増加） 1,072 △1,110

たな卸資産の増減額（△は増加） △501 △798

仕入債務の増減額（△は減少） △597 1,351

カード未精算勘定の増減額（△は減少） △484 △120

未収入金の増減額（△は増加） 170 46

未払金の増減額（△は減少） △94 △616

長期預り金の増減額（△は減少） △55 △23

その他 △21 △28

小計 1,957 2,151

利息及び配当金の受取額 34 18

利息の支払額 △97 △94

リース解約による支出額 △1 －

法人税等の支払額 △501 △284

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,391 1,790

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 △992 △996

有価証券の償還による収入 1,000 1,000

供託金の返還による収入 － 5,000

有形固定資産の取得による支出 △197 △68

無形固定資産の取得による支出 △220 △609

投資有価証券の取得による支出 △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 △52 △0

差入保証金の回収による収入 17 1

長期前払費用の取得による支出 － △767

その他 △0 10

投資活動によるキャッシュ・フロー △664 3,569
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（単位：百万円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９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 △285 △284

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △442 △516

財務活動によるキャッシュ・フロー △727 △801

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 0 4,558

現金及び現金同等物の期首残高 20,281 17,072

現金及び現金同等物の四半期末残高 20,281 21,630
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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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