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１．平成26年3月期第３四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年12月31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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年3月期第３四半期 8,760 △23.6 878 △50.7 921 △49.2 601 △40.7

25年3月期第３四半期 11,466 68.3 1,783 150.3 1,813 154.0 1,013 127.1
 

(注) 包括利益 26年3月期第３四半期 640百万円(△37.2％) 25年3月期第３四半期 1,019百万円(139.7％)
 

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

26年3月期第３四半期 26. 73 ―

25年3月期第３四半期 45. 06 ―
 

（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 ％

26年3月期第３四半期 25,681 13,742 53.5

25年3月期 23,709 13,215 55.7
 

(参考) 自己資本 26年3月期第３四半期 13,742百万円 25年3月期 13,215百万円
 

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

25年3月期 ― ― ― 5. 00 5. 00

26年3月期 ― ― ―

26年3月期(予想) 7. 00 7. 00
 

３．平成26年3月期の連結業績予想（平成25年4月1日～平成26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 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 13,630 3.3 1,805 5.0 1,810 3.7 1,078 1.5 47. 92
 



  

  

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連結財務諸表に対するレビュー手続が実施

中です。 

  

  

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。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「連結業績予想など

の将来予測情報に関する説明」をご参照下さい。 

  

※ 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

（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) 26年3月期３Ｑ 22,500,000株 25年3月期 22,500,000株

② 期末自己株式数 26年3月期３Ｑ 4,221株 25年3月期 4,121株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期３Ｑ 22,495,837株 25年3月期３Ｑ 22,495,920株
 

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第３四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年12月31日）におけるわが国経済は、政権

交代後の円高是正及び株価回復により景気浮揚への期待感が高まりつつあるものの原油高に伴う原材料

価格の上昇や新興国経済の下振れ懸念から実体経済の先行き不透明な状況で推移いたしました。 

当社グループの中核事業の主要得意先となる遊技場業界は、余暇娯楽の多様化の影響もあって、遊技

場の運営環境は依然として厳しい情勢であります。 

このような経営環境の中、当社グループは、開発・製造・販売・アフターサービスの一貫体制をもっ

て付加価値向上に努め、機器事業における周辺設備機器においては、メンテナンスフリーを実現した

『樹脂研磨式メダル自動補給システム』の拡販に注力いたしました。 

また、遊技機は、『パチスロ ＱＰ』をリリースしてパチスロ機マーケットにおけるブランドイメー

ジの浸透、維持に努めましたが、当第３四半期にリリース予定しておりました『パチスロ うみねこの

なく頃に』をマーケティング上の判断から第４四半期に延期することといたしました。 

不動産事業におきましては、ほぼ想定どおりの賃貸収入を確保いたしました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間における連結業績は、売上高8,760百万円（前年同期比

23.6％減）、経常利益921百万円（前年同期比49.2％減）、四半期純利益601百万円（前年同期比40.7％

減）となりました。 

 なお、セグメントの業績は、次のとおりであります。  

（機器事業）  

 機器事業は、当第３四半期連結累計期間は売上高8,382百万円（前年同期比24.0％減）、セグメント

利益960百万円（前年同期比46.6％減）となりました。  

（不動産事業）  

 不動産事業は、第１四半期に賃貸用不動産の一部について売却譲渡したことにより当第３四半期連結

累計期間は売上高399百万円（前年同期比12.4％減）、セグメント利益262百万円（前年同期比18.3％

減）となりました。 

  

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
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当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末（平成25年３月31日）に比べ1,971百万

円増加し、25,681百万円となりました。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ2,199百万円増加少し、14,607百万円となりました。これは主

に現金及び預金の増加（775百万円増）、商品及び製品の増加（607百万円増）、仕掛品の増加（341百

万円増）及びその他に含まれる未収入金の増加（117百万円増）によるものです。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ227百万円減少し、11,074百万円となりました。これは主に建

物及び構築物（純額）の減少（295百万円減）、土地の減少（147百万円減）の一方で、投資有価証券の

増加（178百万円増）によるものです。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ1,444百万円増加し、11,938百万円となりました。これは主に

支払手形及び買掛金の増加（907百万円増）、長期借入金の増加（1,226百万円増）の一方で、未払法人

税等の減少（605百万円減）によるものです。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ527百万円増加し、13,742百万円となりました。これは主に

利益剰余金の増加（488百万円増）によるものです。 

この結果、自己資本比率は53.5％と前連結会計年度末に比べ2.2ポイント減少しました。 

  

  

平成26年３月期の通期業績予想につきましては、販売戦略上の事由から発売を第４四半期に変更する

こととなった主力製品の需要動向を見極める必要があるため、平成25年５月10日付決算短信の発表数値

からの変更はありません。 

なお、今後の需要動向の変動等により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。 

  

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,622,283 4,397,571

受取手形及び売掛金 3,010,983 3,110,898

商品及び製品 1,244,317 1,852,288

仕掛品 938,838 1,280,332

原材料 1,783,427 1,856,427

繰延税金資産 108,573 47,902

その他 1,719,990 2,081,875

貸倒引当金 △20,473 △20,044

流動資産合計 12,407,940 14,607,252

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,162,004 1,866,411

土地 7,186,992 7,039,427

その他（純額） 170,051 192,163

有形固定資産合計 9,519,048 9,098,002

無形固定資産   

ソフトウエア － 45,000

ソフトウエア仮勘定 27,150 －

その他 13,734 13,462

無形固定資産合計 40,884 58,462

投資その他の資産   

投資有価証券 1,275,337 1,453,760

繰延税金資産 2,256 1,211

その他 494,018 491,535

貸倒引当金 △29,800 △28,600

投資その他の資産合計 1,741,812 1,917,908

固定資産合計 11,301,746 11,074,373

資産合計 23,709,687 25,681,625
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,165,545 4,073,029

短期借入金 1,000,000 1,000,000

1年内返済予定の長期借入金 1,033,208 1,286,508

未払法人税等 605,342 －

賞与引当金 45,746 14,815

製品保証引当金 13,000 15,000

その他 298,631 239,326

流動負債合計 6,161,473 6,628,678

固定負債   

長期借入金 3,118,112 4,091,311

繰延税金負債 36,746 57,493

退職給付引当金 28,787 30,371

役員退職慰労引当金 448,972 455,938

負ののれん 767 －

資産除去債務 61,181 62,058

その他 638,450 612,807

固定負債合計 4,333,019 5,309,980

負債合計 10,494,492 11,938,658

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,006,900 1,006,900

資本剰余金 673,700 673,700

利益剰余金 11,486,993 11,975,798

自己株式 △3,902 △4,002

株主資本合計 13,163,691 13,652,395

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 51,504 90,571

その他の包括利益累計額合計 51,504 90,571

純資産合計 13,215,195 13,742,966

負債純資産合計 23,709,687 25,681,625
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 11,466,308 8,760,230

売上原価 8,270,683 6,718,489

売上総利益 3,195,625 2,041,740

販売費及び一般管理費   

販売促進費 343,949 108,059

役員報酬 144,183 143,397

給料手当及び賞与 204,477 188,725

賞与引当金繰入額 9,741 7,048

退職給付費用 22,076 18,996

役員退職慰労引当金繰入額 11,899 6,965

その他 675,594 689,742

販売費及び一般管理費合計 1,411,923 1,162,935

営業利益 1,783,701 878,805

営業外収益   

受取利息 2,448 2,546

受取配当金 26,906 23,254

その他 29,895 42,890

営業外収益合計 59,249 68,690

営業外費用   

支払利息 27,562 24,149

その他 1,870 1,461

営業外費用合計 29,433 25,610

経常利益 1,813,517 921,884

特別利益   

固定資産売却益 10,652 28,533

投資有価証券売却益 － 28,403

特別利益合計 10,652 56,936

税金等調整前四半期純利益 1,824,170 978,821

法人税、住民税及び事業税 845,273 317,627

法人税等調整額 △34,808 59,910

法人税等合計 810,465 377,537

少数株主損益調整前四半期純利益 1,013,705 601,283

四半期純利益 1,013,705 601,283
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 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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,013,705 601,283

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 5,636 39,066

その他の包括利益合計 5,636 39,066

四半期包括利益 1,019,342 640,350

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,019,342 640,350
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 該当事項はありません。 

  

  

 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24年４月１日 至 平成24年12月31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：千円） 

（注）１ セグメント利益の調整額△336,061千円は、提出会社の管理部門に係る費用であります。 

 ２ 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。 

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31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：千円） 

（注）１ セグメント利益の調整額△345,030千円は、提出会社の管理部門に係る費用であります。 

 ２ 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。 

  

（３）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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

機器事業 不動産事業 計 調整額(注)1
四半期連結損
益計算書計上
額(注)2

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 11,033,971 432,336 11,466,308 ─ 11,466,308

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高

─ 24,480 24,480 △24,480 ─

計 11,033,971 456,816 11,490,788 △24,480 11,466,308

セグメント利益 1,798,085 321,677 2,119,763 △336,061 1,783,701
 

機器事業 不動産事業 計 調整額(注)1
四半期連結損
益計算書計上
額(注)2

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 8,382,325 377,904 8,760,230 ─ 8,760,230

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高

─ 22,050 22,050 △22,050 ─

計 8,382,325 399,954 8,782,280 △22,050 8,760,230

セグメント利益 960,957 262,878 1,223,836 △345,030 878,805
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