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(百万円未満切捨て)

１．2023年３月期第２四半期の連結業績（2022年４月１日～2022年９月30日）

（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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2023年３月期第２四半期 69,963 149.3 26,415 806.4 26,842 687.3 21,306 365.7

2022年３月期第２四半期 28,061 10.8 2,914 168.7 3,409 114.7 4,575 225.0
(注)包括利益 2023年３月期第２四半期 19,977百万円( 380.2％) 2022年３月期第２四半期 4,160百万円( 45.3％)

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

2023年３月期第２四半期 366.86 363.01

2022年３月期第２四半期 74.70 73.99

（2）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2023年３月期第２四半期 319,278 286,712 89.2

2022年３月期 309,213 270,120 86.8
(参考) 自己資本 2023年３月期第２四半期 284,873百万円 2022年３月期 268,519百万円

２．配当の状況

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

2022年３月期 － 50.00 － 50.00 100.00

2023年３月期 － 60.00

2023年３月期(予想) － 60.00 120.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．2023年３月期の連結業績予想（2022年４月１日～2023年３月31日）
(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 135,000 59.1 45,000 110.7 46,000 106.7 35,000 89.5 602.71
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（1）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 －社（社名） 、除外 －社（社名）

（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

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 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

（4）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2023年３月期２Ｑ 66,339,100株 2022年３月期 69,597,500株

② 期末自己株式数 2023年３月期２Ｑ 8,275,320株 2022年３月期 11,340,565株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期２Ｑ 58,078,589株 2022年３月期２Ｑ 61,255,732株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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、業績予想に関する事項は、添付資料３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報(3)連結業績予想な
どの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、ウィズコロナに向けた新たな段階への移行が進められる中、

水際対策や行動制限の緩和により経済正常化が進展し、景気の持ち直しが期待されておりますが、資源価格の高騰

や円安の進行等による物価上昇を背景に、先行きは不透明な状況にあります。

当パチンコ・パチスロ業界では、依然として続く電子部品等の調達難が、遊技機メーカーの足かせとなり、パチ

ンコ・パチスロ遊技機の総販売台数に影響を与える状況となっております。一方、新規則機移行後、低迷を続けて

いたパチスロ市場においては、ゲーム性が拡充された新基準機6.5号機が本格的に普及し始め、パーラーの期待に応

える稼働を見せており、パチスロ市場の好転に大きく貢献しております。さらに、11月にはスマートパチスロの登

場も控えており、パチスロ市場の景況改善がより進んでいくことが期待されます。

当社グループでは、近年投入した商品の稼働実績に伴うブランド力の向上により当社グループ商品の注目度が向

上する中、当第２四半期連結累計期間において販売した商品は総じて多くの引き合いをいただき、出来る限り多く

の需要に対応できるよう、部材確保に全力で取り組みました。この結果、近年にないペースで販売台数を積み上げ、

販売シェアを大きく伸ばすことができました。

以上の結果、売上高699億円（前年同四半期比149.3％増）、営業利益264億円（同806.4％増）、経常利益268億円

（同687.3％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益については、投資有価証券の売却による特別利益の計上もあ

り213億円（同365.7％増）となりました。

セグメント別の経営成績は次のとおりであります。

（パチンコ機関連事業）

パチンコ機関連事業につきましては、売上高630億円（前年同四半期比145.5％増）、営業利益282億円（同334.9

％増）、販売台数144千台（前年同四半期は60千台）となりました。

主な販売タイトルは、ＳＡＮＫＹＯブランドの「フィーバーからくりサーカス」（2022年８月）、「フィーバー

戦姫絶唱シンフォギア３黄金絶唱」（2022年９月）、Ｂｉｓｔｙブランドの「宇宙戦艦ヤマト2202 -ONLY ONE-」

（2022年７月）であります。

（パチスロ機関連事業）

パチスロ機関連事業につきましては、売上高47億円（前年同四半期比320.0％増）、営業利益10億円（前年同四半

期は14億円の営業損失）、販売台数10千台（前年同四半期は2千台）となりました。

販売タイトルは、ＳＡＮＫＹＯブランドの「パチスロ アクエリオン ALL STARS」（2022年７月）の１タイトルで

あります。

（補給機器関連事業）

補給機器関連事業につきましては、売上高20億円（前年同四半期比80.5％増）、営業利益4百万円（前年同四半期

は45百万円の営業損失）となりました。

（その他）

その他につきましては、売上高91百万円（前年同四半期比4.8％減）、営業利益6百万円（同60.3％減）となりま

した。
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(2) 財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末の総資産は3,192億円であり、前連結会計年度末と比べ100億円増加しました。これ

は主に、投資有価証券が30億円、商品及び製品が17億円、有償支給未収入金（流動資産「その他」に含む）が15億

円それぞれ減少となりましたが、受取手形、売掛金及び契約資産が70億円、現金及び預金が52億円、原材料及び貯

蔵品が29億円、繰延税金資産（投資その他の資産「その他」に含む）が11億円それぞれ増加したことによるもので

あります。

負債は325億円であり、前連結会計年度末と比べ65億円減少しました。これは主に、未払法人税等が46億円、未払

金（流動負債「その他」に含む）が13億円それぞれ増加となりましたが、電子記録債務が104億円、支払手形及び買

掛金が23億円それぞれ減少したことによるものであります。

純資産は前連結会計年度末と比べ165億円増加しました。これは主に、配当金の支払い29億円、その他有価証券評

価差額金が13億円減少、自己株式の取得7億円を計上した一方、親会社株主に帰属する四半期純利益を213億円計上

したことによるものであります。なお、2022年５月12日開催の取締役会において決議された、会社法第178条の規定

に基づく自己株式の消却につきましては、2022年５月31日に実施しております。この結果、純資産は2,867億円とな

り、自己資本比率は2.4ポイント増加し、89.2％となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2023年３月期の連結業績予想につきましては、2022年10月17日に公表いたしました業績予想に変更はありませ

ん。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 98,013 103,311

受取手形、売掛金及び契約資産 17,230 24,248

有価証券 134,999 134,999

商品及び製品 1,908 179

仕掛品 22 60

原材料及び貯蔵品 5,889 8,805

その他 6,797 5,191

貸倒引当金 △1 △17

流動資産合計 264,859 276,779

固定資産

有形固定資産 25,980 26,047

無形固定資産

その他 164 141

無形固定資産合計 164 141

投資その他の資産

投資有価証券 13,288 10,220

その他 4,932 6,119

貸倒引当金 △12 △30

投資その他の資産合計 18,209 16,309

固定資産合計 44,353 42,499

資産合計 309,213 319,278

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,539 6,219

電子記録債務 10,454 -

未払法人税等 4,299 8,986

賞与引当金 734 822

株主優待引当金 122 122

資産除去債務 2 -

その他 6,794 8,261

流動負債合計 30,946 24,412

固定負債

退職給付に係る負債 4,911 4,939

資産除去債務 73 75

その他 3,162 3,138

固定負債合計 8,147 8,153

負債合計 39,093 32,565
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 14,840 14,840

資本剰余金 23,750 23,750

利益剰余金 264,842 271,567

自己株式 △40,558 △29,600

株主資本合計 262,874 280,557

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 5,646 4,323

退職給付に係る調整累計額 △1 △7

その他の包括利益累計額合計 5,645 4,316

新株予約権 1,600 1,839

純資産合計 270,120 286,712

負債純資産合計 309,213 319,278
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(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２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年９月30日)

売上高 28,061 69,963

売上原価 13,132 29,238

売上総利益 14,928 40,724

販売費及び一般管理費 12,014 14,308

営業利益 2,914 26,415

営業外収益

受取利息 43 38

受取配当金 298 306

その他 156 81

営業外収益合計 498 427

営業外費用

投資事業組合運用損 2 -

その他 1 0

営業外費用合計 3 0

経常利益 3,409 26,842

特別利益

固定資産売却益 - 50

投資有価証券売却益 2,667 3,250

関係会社株式売却益 13 -

特別利益合計 2,681 3,301

特別損失

固定資産廃棄損 7 5

ゴルフ会員権売却損 2 -

特別損失合計 10 5

税金等調整前四半期純利益 6,080 30,138

法人税、住民税及び事業税 884 9,427

法人税等調整額 620 △596

法人税等合計 1,505 8,831

四半期純利益 4,575 21,306

親会社株主に帰属する四半期純利益 4,575 21,306
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年９月30日)

四半期純利益 4,575 21,306

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △406 △1,323

退職給付に係る調整額 △9 △5

その他の包括利益合計 △415 △1,329

四半期包括利益 4,160 19,977

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 4,160 19,977

非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年９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 6,080 30,138

減価償却費 960 707

株式報酬費用 172 288

引当金の増減額（△は減少） 134 122

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △79 20

受取利息及び受取配当金 △342 △345

売上債権の増減額（△は増加） 2,578 △7,018

棚卸資産の増減額（△は増加） △3,541 △1,224

仕入債務の増減額（△は減少） 5,660 △12,501

投資有価証券売却損益（△は益） △2,667 △3,250

その他 △4,373 2,069

小計 4,582 9,004

利息及び配当金の受取額 274 262

法人税等の支払額 △294 △3,867

法人税等の還付額 136 72

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,698 5,473

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 5,554 -

有価証券の取得による支出 △30,000 △30,000

有価証券の償還による収入 30,000 30,000

有形及び無形固定資産の取得による支出 △955 △1,116

投資有価証券の売却による収入 3,674 4,411

関係会社株式の売却による収入 370 -

貸付金の回収による収入 149 22

その他 8 185

投資活動によるキャッシュ・フロー 8,801 3,502

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △0 △764

配当金の支払額 △4,588 △2,912

その他 0 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,589 △3,677

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 8,911 5,298

現金及び現金同等物の期首残高 203,318 218,012

現金及び現金同等物の四半期末残高 212,229 223,311
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(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

当社は、2021年11月８日開催の取締役会決議に基づき、自己株式212,800株を取得し、また、2022年５月12日開

催の取締役会決議に基づき、2022年５月31日付で自己株式3,258,400株の消却を実施しております。

この結果、当第２四半期連結累計期間において、利益剰余金が11,652百万円、自己株式が10,888百万円それぞ

れ減少し、当第２四半期連結会計期間末において、利益剰余金が271,567百万円、自己株式が29,600百万円となっ

ております。
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（セグメント情報等）

前第２四半期連結累計期間（自 2021年４月１日 至 2021年９月30日）

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

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３

パチンコ機
関連事業

パチスロ機
関連事業

補給機器
関連事業

計

売上高

外部顧客への売上高 25,670 1,131 1,163 27,965 95 28,061 － 28,061

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － － － － －

計 25,670 1,131 1,163 27,965 95 28,061 － 28,061

セグメント利益
又は損失（△）

6,501 △1,469 △45 4,987 16 5,003 △2,089 2,914

(注) １ 「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、不動産賃貸、一般成形部品販売

等の事業であります。

　 ２ セグメント利益又は損失（△）の調整額は、各報告セグメントに帰属しない提出会社の管理部門に係る一般

管理費であります。

　 ３ セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

当第２四半期連結累計期間（自 2022年４月１日 至 2022年９月30日）

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

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３

パチンコ機
関連事業

パチスロ機
関連事業

補給機器
関連事業

計

売上高

外部顧客への売上高 63,021 4,751 2,099 69,872 91 69,963 － 69,963

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － － － － －

計 63,021 4,751 2,099 69,872 91 69,963 － 69,963

セグメント利益 28,275 1,039 4 29,318 6 29,325 △2,909 26,415

(注) １ 「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、不動産賃貸、一般成形部品販売

等の事業であります。

　 ２ セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに帰属しない提出会社の管理部門に係る一般管理費でありま

す。

　 ３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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