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

23年3月期第3四半期 99,469 3.3 7,401 42.7 7,784 22.4 4,427 22.1
22年3月期第3四半期 96,320 △11.7 5,185 △42.0 6,359 △27.0 3,626 △36.0

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3四半期 67.39 ―

22年3月期第3四半期 53.56 ―

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3四半期 194,942 146,947 75.4 2,237.05
22年3月期 194,983 145,345 74.5 2,212.63

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  146,947百万円 22年3月期  145,345百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  有  
 

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 ― 16.00 ― 17.00 33.00
23年3月期 ― 17.00 ―

23年3月期 
（予想）

20.00 37.00

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） 
（％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 145,000 7.3 10,000 30.1 10,000 11.0 6,000 17.5 91.34



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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 

（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、四半期財務諸表に
対する四半期レビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記の予想は本資料の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ます。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異
なる結果となる可能性があります。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「２．その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 68,638,210株 22年3月期  69,838,210株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  2,950,116株 22年3月期  4,149,280株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 65,688,448株 22年3月期3Q 67,712,697株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、緩やかな回復傾向がみられたものの、厳しい雇用情勢は依

然続いており、政府の消費刺激策の一部終了による反動や、長期化する円高、欧米経済の回復の遅れによる輸出の

鈍化などにより、景気の先行きについては不透明な状況にあります。 

  こうした状況のなか、当社グループは、「2011中期経営計画」の２年目として、「世界的視野でビジネスチャン

スを捉え、新たな成長ステージへ飛躍する！」という基本方針の下、新製品の積極的な開発と市場投入による需要

喚起と深掘り、海外生産・調達の拡大によるコストダウン、子会社再編による経営の効率化、欧州の販売代理店 

Sitrade Italia S.p.A.の子会社化による海外販売体制の強化など、国内外において積極的な施策を展開してまい

りました。 

  当第３四半期連結累計期間におきましては、国内の金融市場では新製品の積極投入等により更新需要を確実に捉

え、販売は好調に推移いたしました。海外市場では、販売網の整備・拡充等により中国を始めとしたアジアにおけ

る販売が堅調でありましたが、欧米では金融機関の設備投資が低調であり、市場全体では前年同期並みの販売とな

りました。また、体質強化戦略の一環として、一層の経費削減と製造原価の低減を推進いたしました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は 99,469百万円（前年同期比3.3％増）となりました。このう

ち、商品及び製品売上高は 75,636百万円（前年同期比4.0％増）、保守売上高は 23,832百万円（前年同期比1.1％

増）でありました。利益につきましては、営業利益は 7,401百万円（前年同期比42.7％増）、経常利益は 7,784百

万円（前年同期比22.4％増）となりました。また、四半期純利益は 4,427百万円（前年同期比22.1％増）となりま

した。 

  

セグメント別概況  

 報告セグメント別にみますと、次のとおりであります。 

（金融市場） 

  主要製品であるオープン出納システムにつきましては、中小規模店舗向けのコンパクトタイプを投入したこと

により、好調に推移いたしました。また、ＯＥＭ商品である窓口用入出金システムやＡＴＭ用硬貨入出金ユニッ

トの販売も、更新需要により好調でありました。 

  この結果、当セグメントの売上高は 32,476百万円、営業利益は 3,605百万円となりました。 

（流通・交通市場） 

  主要製品であるレジつり銭機や警備輸送会社向け店舗入金機が堅調であったものの、ガソリンスタンド向けの

小型現金管理機やＯＥＭ商品である店舗入出金機が低調であり、市場全体としては前年同期並みとなりました。

  この結果、当セグメントの売上高は 19,195百万円、営業利益は 1,605百万円となりました。 

（遊技市場） 

  カードシステム等に対する設備投資の抑制傾向に加え、市場競争激化の影響もあり、当市場における販売は低

調でありました。 

  この結果、当セグメントの売上高は 19,438百万円、営業利益は 1,187百万円となりました。 

（海外市場） 

  紙幣整理機や新製品である小型紙幣入金機は好調であったものの、欧米において窓口用紙幣入出金機の販売が

低調であったことに加え、当第３四半期に入り、ＯＥＭ商品であるＡＴＭ用紙幣入金ユニットの販売が低調に推

移したため、当市場全体としては前年同期並みの販売となりました。 

  この結果、当セグメントの売上高は 19,607百万円、営業利益は 1,013百万円となりました。 

  

  その他の事業セグメントの売上高は 8,750百万円、営業損益は 11百万円の損失となりました。 

  

  なお、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」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」を適用し、セグメント区分を変更したため、各セグメントの対前年同期との金

額比較は記載しておりません。 

  上記金額には消費税等は含まれておりません。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



  

  

（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 

①簡便な会計処理 

 １）一般債権の貸倒見積高の算定方法 

   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等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

 ２）棚卸資産の評価方法 

   当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算定に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚 

  卸高を基礎として、合理的な方法により算定する方法によっております。 

   棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ、正味売却価額を見積り、 

  簿価切下げを行う方法によっております。 

 ３）繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

   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ため、前連結会計年度末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。 

  

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

  税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計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。  

  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①資産除去債務に関する会計基準の適用 

  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。これに伴う損益に与える影響は、軽微であります。  

  

②企業結合に関する会計基準等の適用 

  第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）及び「企業結合会計基準及び 

 事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適用しており 

 ます。 

  

③（追加情報） 

  当社の連結子会社であった播磨グローリー株式会社及びグローリーテック株式会社の退職一時金制度におけ 

 る退職給付債務の算定方法を簡便法から原則法に変更しております。この変更は、グローリープロダクツ株式 

 会社（旧グローリー機器株式会社）に吸収合併されたことに伴い、原則法対象会社になったためであります。 

   この変更により、当連結会計年度において、簡便法と原則法の差額257百万円を特別損失に計上しておりま 

  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：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 32,046 37,417

受取手形及び売掛金 29,144 30,687

有価証券 20,800 18,789

商品及び製品 15,132 12,625

仕掛品 6,740 5,612

原材料及び貯蔵品 6,388 5,256

その他 8,723 9,757

貸倒引当金 △257 △524

流動資産合計 118,718 119,621

固定資産   

有形固定資産   

有形固定資産合計 34,122 35,609

無形固定資産   

のれん 2,113 2,681

その他 3,490 3,596

無形固定資産合計 5,604 6,277

投資その他の資産   

投資有価証券 21,167 18,505

その他 17,081 16,850

貸倒引当金 △1,751 △1,881

投資その他の資産合計 36,497 33,474

固定資産合計 76,224 75,361

資産合計 194,942 194,983

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 14,661 13,272

短期借入金 11,156 11,060

未払法人税等 1,060 1,789

賞与引当金 1,995 3,631

その他 11,476 11,542

流動負債合計 40,350 41,295

固定負債   

退職給付引当金 3,331 3,196

その他 4,313 5,145

固定負債合計 7,644 8,342

負債合計 47,995 49,637



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,892 12,892

資本剰余金 20,629 20,629

利益剰余金 120,465 120,636

自己株式 △5,815 △8,178

株主資本合計 148,172 145,981

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △307 △165

為替換算調整勘定 △918 △470

評価・換算差額等合計 △1,225 △635

純資産合計 146,947 145,345

負債純資産合計 194,942 194,983



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 96,320 99,469

売上原価 61,751 61,677

売上総利益 34,569 37,791

販売費及び一般管理費 29,383 30,389

営業利益 5,185 7,401

営業外収益   

受取利息 278 267

受取配当金 217 425

保険返戻金 487 128

その他 440 230

営業外収益合計 1,424 1,051

営業外費用   

支払利息 151 121

為替差損 － 480

その他 98 66

営業外費用合計 250 668

経常利益 6,359 7,784

特別利益   

固定資産売却益 － 143

投資有価証券売却益 232 －

貸倒引当金戻入額 87 73

リース解約損失引当金戻入額 － 62

その他 132 21

特別利益合計 452 301

特別損失   

固定資産除却損 192 151

投資有価証券評価損 263 233

退職給付費用 － 257

減損損失 － 358

その他 256 89

特別損失合計 712 1,091

税金等調整前四半期純利益 6,098 6,994

法人税等 2,472 2,567

少数株主損益調整前四半期純利益 － 4,427

四半期純利益 3,626 4,427



 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．事業区分は、商品及び製品の機能別種類により区分しております。 

２．各事業区分の主要な商品及び製品は、次のとおりであります。 

貨幣処理機及び貨幣端末機……………オープン出納システム、硬貨包装機、窓口用紙幣・硬貨入出金機、

売上金紙幣・硬貨入金機、紙幣・硬貨レジつり銭機、乗車券販売窓

口用現金管理機、紙幣入金機、紙幣入金ユニット、紙幣整理機、窓

口用紙幣入出金機、ＩＣカード対応食堂システム、病院向け診療費

支払機、選挙用自書式投票用紙分類機 

自動販売機及び自動サービス機器……たばこ販売機、コインロッカー、券売機、プリペイドカードシステ

ム、パチンコ景品払出機、玉・メダル貸し機、玉・メダル計数機、

紙幣両替機、ホール会員管理機、多能式紙幣両替機、自動契約受付

機 

その他の商品及び製品…………………自動窓口受付システム、金利表示ボード、鍵管理機、その他メンテ

ナンス部品 

   

〔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21年４月１日 至平成21年12月31日） 

 （注）１．国または地域の区分は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国または地域 

  米州  ： 米国、カナダ、中南米諸国 

  欧州  ： ヨーロッパ諸国、中東及びアフリカ諸国 

  アジア ： 東アジア及び東南アジア諸国、オセアニア諸国 

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報

  

貨幣処理機
及び貨幣端
末機 
（百万円） 

自動販売機
及び自動サ
ービス機器 
（百万円） 

その他の商
品及び製品 
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高             

(1) 外部顧客に対する売上高 55,509 28,719 12,091 96,320 － 96,320 

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － 3,666 3,666 △3,666 － 

計 55,509 28,719 15,758 99,987 △3,666 96,320 

営業利益 1,443 2,879 833 5,155 30 5,185 

  
日本 

（百万円） 
米州

（百万円）
欧州

（百万円）
アジア

（百万円）
計 

（百万円） 

消去又は
全社 

（百万円） 

連結
（百万円）

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高 86,001 3,107 5,708 1,503 96,320 － 96,320

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
4,183 1 94 1,915 6,195 △6,195 －

計 90,185 3,108 5,803 3,418 102,515 △6,195 96,320

営業利益（又は営業損失） 5,008 △89 △80 348 5,185 － 5,185



〔海外売上高〕 

 前第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．国または地域の区分は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国または地域 

  米州  ： 米国、カナダ、中南米諸国 

  欧州  ： ヨーロッパ諸国、中東及びアフリカ諸国 

  アジア ： 東アジア及び東南アジア諸国、オセアニア諸国 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

    

〔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情報が入手可能であり、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、製品・サービスについて、各市場毎に包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。  

 したがって、当社グループのセグメントは、市場別に構成されており、「金融市場」、「流通・交通市場」、「遊

技市場」、「海外市場」の４つを報告セグメントとしております。 

 各セグメントの概要は、以下のとおりです。  

 「金融市場」……………国内の金融機関、日本郵政、ＯＥＭ先等への販売・保守  

 「流通・交通市場」……国内のスーパーマーケット、百貨店、警備輸送会社、鉄道会社等への販売・保守  

 「遊技市場」……………国内の遊技場（パチンコホール等）への販売・保守  

 「海外市場」……………海外の金融機関、警備輸送会社、カジノ、ＯＥＭ先等への販売・保守 

  

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３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日） 

    （注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、国内のたばこ販売店、たばこ 

 メーカー、病院、自治体、企業等への販売・保守事業を含んでおります。 

     

（追加情報） 

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。   

  

  米州 欧州 アジア 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 5,951 10,421 2,772 19,145 

Ⅱ 連結売上高（百万円）       96,320 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
6.2 10.8 2.9 19.9 

  （単位：百万円）

  

報告セグメント

その他

（注） 
合計 調整額 

 

四半期連結

損益計算書

計上額 
  

金融市場 
流通・交通

市場 
遊技市場 海外市場 計

売上高               

外部顧客への売上高 32,476 19,195 19,438 19,607 90,718 8,750 99,469 － 99,469 

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － － － － － － － － 

計 32,476 19,195 19,438 19,607 90,718 8,750 99,469 － 99,469 

セグメント損益 3,605 1,605 1,187 1,013 7,413 △11 7,401 － 7,401 

（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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