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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第3四半期 17,219 12.4 1,089 92.1 1,039 123.7 900 137.1
23年3月期第3四半期 15,323 21.0 567 ― 464 ― 379 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 538百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △566百万円 （―％）

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

24年3月期第3四半期 33.39 ―

23年3月期第3四半期 14.08 ―

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

24年3月期第3四半期 28,578 22,586 79.0 837.15
23年3月期 27,886 22,426 80.4 831.19

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  22,586百万円 23年3月期  22,426百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 7.00 ― 7.00 14.00
24年3月期 ― 7.00 ―

24年3月期（予想） 7.00 14.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 20,800 4.2 680 26.1 900 74.1 650 △2.5 24.09



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）詳細は、３ページ２．サマリー情報（その他）に関する事項をご覧下さい。 

(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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
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。なお、上記予想に関する事項は、添付資料の３ページをご参照下さい。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  有

③ 会計上の見積りの変更   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期3Q 29,662,851 株 23年3月期 29,662,851 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 2,682,448 株 23年3月期 2,682,183 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 26,980,492 株 23年3月期3Q 26,981,064 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（平成23年4月1日～平成23年12月31日）における世界経済は、欧州債務問題により国

際金融市場の緊張が高まり、新興国の成長が鈍化するなど、先行き不透明な状態が続いております。国内では、東

日本大震災による経済への影響は持ち直しの動きが見られますが、タイで発生した大規模洪水による部品調達への

影響と、円高の長期化が懸念されております。 

 当社グループを取り巻く環境は、海外市場では、北米地域において需要回復の兆しが一部において見えはじめて

いるものの、欧州では弱含みの状態が続いております。さらに、当第３四半期の為替レートが、米ドルは80.20円

（前年同四半期は89.02円）、ユーロは113.58円（前年同四半期は116.67円）と円高に推移したこともあり、海外

向けの売上は前年同四半期と比較して減少いたしました。一方、国内遊技場向機器市場では、パチスロコーナーの

人気回復基調により、設備等の販売が好調に推移いたしました。  

 以上の結果、第３四半期連結累計期間における売上高は、172億19百万円（前年同四半期比12.4％増）、営業利

益は10億89百万円（前年同四半期比92.1％増）、経常利益は10億39百万円（前年同四半期比123.7％増）、四半期

純利益は９億円（前年同四半期比137.1％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。 

 ①日本金銭機械 

 国内子会社向け販売が好調であった一方、海外事業におけるグループ内取引の見直しに伴い、当連結会計年度か

ら従前の海外子会社向けの売上高の計上が縮小いたしました。この結果、当セグメントの売上高は78億72百万円

（前年同四半期比13.4％減）、セグメント利益は１億44百万円（前年同四半期は１億73百万円の損失計上）となり

ました。 

 ②遊技場向機器事業 

 パチスロコーナーの人気回復基調により、メダル自動補給回収システム等の関連設備機器、会員情報管理システ

ム機器、他社メーカーと共同展開する環境関連製品の販売が好調に推移いたしました。この結果、当セグメントの

売上高は85億90百万円（前年同四半期比37.1％増）、セグメント利益は３億39百万円（前年同四半期比86.1％増）

となりました。 

 ③北米地域 

 コマーシャル市場向けでは、顧客の在庫調整等により販売が縮小したものの、ゲーミング市場では、全体として

引続き前年同様の販売水準で推移し、一部の地域では新規需要がみられるようになりました。しかしながら、為替

レートが円高に推移したことなどから、当セグメントの売上高は41億24百万円（前年同四半期比8.5％減）となり

ましたが、グループ内取引に係る物流・事務処理の簡素化による売上原価の低減などから、セグメント利益は１億

55百万円（前年同四半期比43.5％増）となりました。 

 ④欧州地域 

 北欧向けの販売が好調であった一方、今後、想定されるドイツにおけるホールの設置台数制限規則の改正を見越

した買い控えなどにより、当セグメントの売上高は32億35百万円（前年同四半期比9.2％減）、セグメント利益は

２億42百万円（前年同四半期比23.5％減）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。当セグメントの売上高は52億74百万円（前年同四

半期比17.1％増）、セグメント利益は58百万円（前年同四半期比67.1％減）となりました。 

     

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は285億78百万円となり、前連結会計年度末に比べ６億92百万円増

加いたしました。主として、国内遊技場向機器市場の販売好調を反映して「受取手形及び売掛金」、並びに「商品

及び製品」をはじめとするたな卸資産がそれぞれ増加した一方、下記（キャッシュ・フローの状況）に記載のとお

り、「現金及び預金」が減少いたしました。 

 当第３四半期連結会計期間末における負債合計は59億92百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億31百万円増

加いたしました。生産拡大に伴う部材の需要増加等により「支払手形及び買掛金」が増加した一方、法人税等の支

払いにより「未払法人税等」が、また、負ののれんの償却が進んだことにより「負ののれん」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における純資産合計は225億86百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億60百万

円増加いたしました。配当金の支払がありましたが、四半期純利益の計上等により「利益剰余金」が増加した一

方、「為替換算調整勘定」が減少いたしました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報



  （キャッシュ・フローの状況）  

 当第３四半期連結累計期間では、税金等調整前四半期純利益10億32百万円、減価償却費４億43百万円、仕入債務

の増加11億31百万円などによる資金の増加があった一方で、売上債権の増加16億69百万円、たな卸資産の増加９億

63百万円、法人税等の支払２億84百万円などによる資金の減少がありましたので、営業活動によるキャッシュ・フ

ローは、３億４百万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、有形固定資産の取得等がありましたので、３億81百万円の支出となり

ました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローでは、配当金の支払等がありましたので、３億22百万円の支出となりまし

た。 

 このほか、現金及び現金同等物に係る換算差額１億72百万円の資金の減少がありました。これらの結果、現金及

び現金同等物は前連結会計年度末に比べ、11億80百万円減少し、69億69百万円となりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年３月期の通期の業績予想につきましては、平成23年５月12日付決算短信の発表値から変更しておりませ

ん。なお、今後の当社を取り巻く事業環境の見通しにつきましては、欧州の債務危機、新興国の成長の鈍化、円高

の長期化など、引続き不透明な状況が予想されます。今後の状況の変化に伴う影響等を慎重に見極めながら、今

後、適時開示が必要となった場合には、速やかに公表いたします。 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。   

     

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

     

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（固定資産の減価償却方法の変更）  

 当社は工具・工具金型の減価償却方法について、従来、定率法によっておりましたが、商流変更に際して生産機

能や使用実績の見直し等を行ったところ、製品の生産サイクルの長期化によって、工具・工具金型を長期安定的に

稼動していることが明らかとなったため、耐用年数にわたり均等償却により費用配分を行うことが、費消実態をよ

り適切に反映できるものと判断し、第１四半期連結会計期間より将来にわたり定額法に変更しております。 

 これにより、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純

利益は、それぞれ68,559千円増加しております。 

  

（耐用年数の変更） 

 当社が保有する工具・工具金型について、従来、工具の耐用年数を３年、工具金型の耐用年数を２年（少額固定

資産は１年）として減価償却を行ってきましたが、商流変更に際して生産機能や使用実績の見直し等を行なったと

ころ、工具・工具金型の耐久性の向上、使用実績の長期化の事実により、当初予定による耐用年数と現在以降の経

済的使用予測期間との間に乖離が生じていることが明らかになったため、第１四半期連結会計期間より工具・工具

金型の耐用年数を５年に見直し、将来にわたり変更しております。 

 これにより、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純

利益は、それぞれ74,515千円増加しております。 

  

（４）追加情報 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 第１四半期連結累計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂

正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項



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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,925,678 7,722,849

受取手形及び売掛金 4,461,467 6,024,379

有価証券 186,482 132,641

商品及び製品 3,318,419 3,511,423

仕掛品 482,973 794,807

原材料及び貯蔵品 2,532,977 2,773,112

その他 1,180,089 865,076

貸倒引当金 △85,789 △99,032

流動資産合計 21,002,299 21,725,258

固定資産   

有形固定資産 4,940,168 4,903,049

無形固定資産 330,602 186,855

投資その他の資産   

その他 1,860,615 2,020,777

貸倒引当金 △247,099 △257,159

投資その他の資産合計 1,613,516 1,763,617

固定資産合計 6,884,287 6,853,523

資産合計 27,886,586 28,578,781

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,567,235 3,589,974

未払法人税等 207,268 54,144

役員賞与引当金 23,500 12,000

賞与引当金 261,467 127,573

その他 1,414,610 1,331,405

流動負債合計 4,474,082 5,115,097

固定負債   

退職給付引当金 20,246 22,807

負ののれん 208,319 64,098

その他 757,785 790,186

固定負債合計 986,351 877,092

負債合計 5,460,434 5,992,190



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12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 2,068,973

利益剰余金 23,159,174 23,682,424

自己株式 △2,325,734 △2,325,881

株主資本合計 25,119,389 25,642,462

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 11,729 13,431

繰延ヘッジ損益 397 －

為替換算調整勘定 △2,705,364 △3,069,302

その他の包括利益累計額合計 △2,693,236 △3,055,870

純資産合計 22,426,152 22,586,591

負債純資産合計 27,886,586 28,578,781



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 15,323,805 17,219,165

売上原価 8,788,521 10,203,042

売上総利益 6,535,283 7,016,122

割賦販売未実現利益戻入額 72,103 42,656

割賦販売未実現利益繰入額 145,115 65,837

差引売上総利益 6,462,271 6,992,941

販売費及び一般管理費 5,894,924 5,903,106

営業利益 567,347 1,089,834

営業外収益   

受取利息 24,666 26,606

受取配当金 20,303 13,312

負ののれん償却額 144,221 144,221

その他 73,216 20,607

営業外収益合計 262,406 204,747

営業外費用   

支払利息 16,910 18,421

為替差損 331,182 224,113

その他 16,732 12,246

営業外費用合計 364,825 254,782

経常利益 464,928 1,039,800

特別利益   

固定資産売却益 303 401

投資有価証券売却益 217,157 －

貸倒引当金戻入額 12,638 －

その他 25,000 －

特別利益合計 255,099 401

特別損失   

固定資産売却損 66 83

固定資産除却損 12,262 4,847

投資有価証券評価損 － 2,368

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 3,528 －

子会社清算損 41,880 －

特別損失合計 57,738 7,299

税金等調整前四半期純利益 662,289 1,032,901

法人税、住民税及び事業税 170,336 130,149

法人税等調整額 111,981 1,774

法人税等合計 282,317 131,923

四半期純利益 379,971 900,977



（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

四半期純利益 379,971 900,977

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △197,749 1,701

繰延ヘッジ損益 21,512 △397

為替換算調整勘定 △769,862 △363,937

その他の包括利益合計 △946,098 △362,634

四半期包括利益 △566,127 538,343

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △566,127 538,343

少数株主に係る四半期包括利益 － －



（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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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 662,289 1,032,901

減価償却費 628,683 443,433

負ののれん償却額 △144,221 △144,221

引当金の増減額（△は減少） △109,002 △118,093

子会社清算損益（△は益） 41,880 －

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） △430,000 －

受取利息及び受取配当金 △44,969 △39,918

支払利息 16,910 18,421

為替差損益（△は益） 87,597 101,644

有形固定資産除売却損益（△は益） 12,025 4,529

投資有価証券売却損益（△は益） △217,157 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 2,368

売上債権の増減額（△は増加） △1,533,194 △1,669,481

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,910,401 △963,274

仕入債務の増減額（△は減少） 628,450 1,131,791

未収消費税等の増減額（△は増加） △47,171 153,187

その他 978,336 6,808

小計 △1,379,943 △39,903

利息及び配当金の受取額 43,884 38,627

利息の支払額 △16,910 △18,421

法人税等の支払額 △88,672 △284,780

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,441,642 △304,478

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） △566,519 －

有価証券の純増減額（△は増加） △178,767 △2,547

有形固定資産の取得による支出 △722,804 △322,717

有形固定資産の売却による収入 1,633 3,600

無形固定資産の取得による支出 △13,966 △4,456

投資有価証券の取得による支出 △379,581 △1,461

投資有価証券の売却による収入 489,753 －

貸付けによる支出 △600 △54,937

貸付金の回収による収入 23,773 769

その他 △50 100

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,347,130 △381,650



（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の増加による収入 364,212 178,939

リース債務の返済による支出 △84,594 △117,316

自己株式の取得による支出 △315 △256

自己株式の売却による収入 － 80

配当金の支払額 △383,343 △383,568

財務活動によるキャッシュ・フロー △104,040 △322,121

現金及び現金同等物に係る換算差額 △473,579 △172,312

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,366,392 △1,180,563

現金及び現金同等物の期首残高 11,193,347 8,150,518

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,826,955 6,969,954



 該当事項はありません。   

     

（セグメント情報） 

Ⅰ 前第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） 

 １．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 

  

 ２．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。 

  

３．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。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  （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  1,079,367  6,078,239  4,475,108  3,541,138  149,950  15,323,805

  

セグメント間の内部売上
高又は振替高 

 8,010,408  187,077  34,519  22,405  4,352,675  12,607,086

計  9,089,776  6,265,316  4,509,628  3,563,544  4,502,625  27,930,891

セグメント利益又は損失

(△) 
 △173,928  182,261  108,157  317,295  177,157  610,945

  （単位：千円）

利益 金額   

報告セグメント計  610,945

 未実現利益の消去  △199,330

 負ののれん償却額  144,221

 受取配当金の消去   △118,302

 全社収益  21,391

 その他の調整額  6,003

四半期連結損益計算書の経常利益  464,928



Ⅱ 当第３四半期連結累計期間 （自平成23年４月１日 至平成23年12月31日） 

 １．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 

  

 ２．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。 

  

３．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。 

  

４．報告セグメントの変更等に関する事項 

（事業セグメントの利益又は損失の算定方法の重要な変更）  

 「会計方針の変更等」に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より有形固定資産の減価償却方法及び耐用年数を

変更しております。 

 これにより、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間のセグメント利益は、「日本金銭機械」で107,868

千円、「遊技場向機器事業」で35,205千円それぞれ増加しております。 

   

 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  1,291,868  8,431,563  4,074,117  3,225,438  196,176  17,219,165

セグメント間の内部売上
高又は振替高  6,580,183  159,072  50,873  10,226  5,077,916  11,878,273

計  7,872,052  8,590,636  4,124,990  3,235,665  5,274,093  29,097,438

セグメント利益  144,776  339,131  155,254  242,776  58,367  940,306

  （単位：千円）

利益 金額   

報告セグメント計  940,306

 未実現利益の消去  64,633

 負ののれん償却額  144,221

 受取配当金の消去  △126,883

 全社収益  14,522

 その他の調整額  3,000

四半期連結損益計算書の経常利益  1,039,800

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記


	ヘッダー3: 日本金銭機械㈱（6418）平成24年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー4: 日本金銭機械㈱（6418）平成24年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー5: 日本金銭機械㈱（6418）平成24年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー6: 日本金銭機械㈱（6418）平成24年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー7: 日本金銭機械㈱（6418）平成24年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー8: 日本金銭機械㈱（6418）平成24年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー9: 日本金銭機械㈱（6418）平成24年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー10: 日本金銭機械㈱（6418）平成24年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー11: 日本金銭機械㈱（6418）平成24年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー12: 日本金銭機械㈱（6418）平成24年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー13: 日本金銭機械㈱（6418）平成24年３月期　第３四半期決算短信
	フッター3: - 1 -
	フッター4: - 2 -
	フッター5: - 3 -
	フッター6: - 4 -
	フッター7: - 5 -
	フッター8: - 6 -
	フッター9: - 7 -
	フッター10: - 8 -
	フッター11: - 9 -
	フッター12: - 10 -
	フッター13: - 11 -


