
 
  

 

 

   

 

 
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無 
四半期決算説明会開催の有無    ： 無 

  

 

   

 

 

 
  

 
  

   

 

 
  

  

 
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 

  

 

 
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 

  

平成24年3月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成23年8月10日
上 場 会 社 名 株式会社オーイズミ 上場取引所 東

コ ー ド 番 号 6428 URL http://www.oizumi.co.jp/

代  表  者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)大泉 政治
問合せ先責任者 (役職名)取締役管理部長 (氏名)前田 信夫 (TEL)046(297)2111

四半期報告書提出予定日 平成23年8月11日 配当支払開始予定日     －

(百万円未満切捨て)

１．平成24年3月期第１四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期第１四半期 1,704 △36.8 51 △85.2 55 △84.2 28 △81.5

23年3月期第１四半期 2,696 55.3 348 ― 347 ― 152 ―

(注) 包括利益 24年3月期第１四半期 6百万円(― ％) 23年3月期第１四半期 73百万円(― ％)

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１四半期 1. 25 ―

23年3月期第１四半期 6. 76 ―

（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 ％

24年3月期第１四半期 19,103 11,527 60.3

23年3月期 20,760 11,588 55.8

(参考) 自己資本 24年3月期第１四半期 11,527百万円 23年3月期 11,588百万円

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

23年3月期 ― ― ― 3. 00 3. 00

24年3月期 ―

24年3月期(予想) ― ― 3. 00 3. 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、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期(累計) 4,700 △15.4 250 △58.1 240 △59.5 100 △67.0 4. 45

通期 10,200 △11.5 700 △17.3 670 △17.2 300 △41.2 13. 34



  

 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

・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。 

  

 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って大きく異なる結果となる

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きま

しては３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご参照下さい。 

４．その他

（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) 24年3月期1Ｑ 22,500,000株 23年3月期 22,500,000株

② 期末自己株式数 24年3月期1Ｑ 3,971株 23年3月期 3,971株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Ｑ 22,496,029株 23年3月期1Ｑ 22,496,191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１四半期（平成23年4月1日から平成23年6月30日）におけるわが国経済は、東日本大震災の影響

によるサプライチェーン（供給網）寸断の混乱から立ち直りつつあるものの、深刻化する電力の供給事

情や米国など海外需要の停滞による景気の先行き下振れリスクが懸念されます。 

当社グループの中核事業の販売得意先となる遊技場業界におきましては、消費電力節減の社会的要請

に即応するなど従来の活発な誘客活動から自粛ムードに営業姿勢を一転させております。 

このような投資マインドを減衰させる環境の中、当社グループは、豊富な製品ラインナップをもって

遊技場の周辺設備機器の需要の取込みに注力しました。また、遊技機は、パチスロ機２機種をリリース

しました。しかしながらこれら機器事業におきましては、前年同期と比べ大幅な減収となりました。 

不動産事業におきましては、予定どおりの賃貸収入を確保しました。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間における連結業績は、売上高1,704百万円（前年同期比

36.8％減）、経常利益55百万円（前年同期比84.2％減）、四半期純利益28百万円（前年同期比81.5％

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）  

 機器事業につきましては、当第１四半期は売上高1,551百万円（前年同期比39.8％減）、セグメント

利益59百万円（前年同期比83.9％減）となりました。  

（不動産事業）  

 不動産事業につきましては、当第１四半期は売上高161百万円（前年同期比27.6％増）、セグメント

利益115百万円（前年同期比36.9％増）となりました。 

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報
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（資産、負債及び純資産の状況）  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末（平成23年３月31日）に比べ1,657百万

円減少し、19,103百万円となりました。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ1,630百万円減少し、8,434百万円となりました。これは主に現

金及び預金の減少（1,300百万円減）、受取手形及び売掛金の減少（193百万円減）、その他に含まれる

未収入金の減少（319百万円減）の一方で、商品及び製品の増加（127百万円増）よるものです。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ26百万円減少し、10,668百万円となりました。これは主に建物

及び構築物の減価償却による減少（32百万円減）、投資有価証券の減少（21百万円減）の一方で、その

他に含まれる長期貸付金の増加（23百万円増）によるものです。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ1,596百万円減少し、7,576百万円となりました。これは主に支

払手形及び買掛金の減少（817百万円減）、未払法人税等の減少（403百万円減）、長期借入金の減少

（404百万円減）によるものです。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ60百万円減少し、11,527百万円となりました。これは主に利

益剰余金の減少（39百万円減）、その他有価証券評価差額金の減少（21百万円減）によるものです。 

この結果、自己資本比率は60.3％と前連結会計年度末に比べ4.5ポイント増加しました。 

  

遊技場業界は、節電の実効を挙げるため東北電力から九州電力に至る５電力管内の全都府県において

７月から９月まで月間２日乃至３日の輪番休業制を設定している影響などから投資姿勢は不鮮明であり

ますが、製品戦略や主力製品の需要動向を勘案し、本年5月13日に公表しました業績予想に変更はあり

ません。 

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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２．四半期連結財務諸表

（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１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,357,177 3,057,166

受取手形及び売掛金 1,795,312 1,602,195

有価証券 10,000 10,000

商品及び製品 571,769 699,229

仕掛品 937,426 886,764

原材料 1,645,438 1,716,318

繰延税金資産 111,524 90,729

その他 645,668 379,183

貸倒引当金 △9,055 △6,665

流動資産合計 10,065,262 8,434,922

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,358,851 2,325,907

土地 6,697,388 6,697,388

その他（純額） 124,951 130,113

有形固定資産合計 9,181,191 9,153,409

無形固定資産 14,386 14,292

投資その他の資産

投資有価証券 974,443 952,767

長期預金 100,000 100,000

繰延税金資産 17,784 17,702

その他 614,315 649,218

貸倒引当金 △206,700 △218,700

投資その他の資産合計 1,499,843 1,500,988

固定資産合計 10,695,421 10,668,690

資産合計 20,760,683 19,103,612

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,366,252 1,548,567

1年内返済予定の長期借入金 1,308,370 1,128,872

未払法人税等 411,586 8,359

賞与引当金 42,900 72,410

製品保証引当金 16,000 14,000

その他 223,470 223,360

流動負債合計 4,368,580 2,995,568

固定負債

長期借入金 3,513,514 3,288,739

繰延税金負債 12,000 11,650

退職給付引当金 20,447 21,611

役員退職慰労引当金 424,945 427,362

負ののれん 6,909 6,142

資産除去債務 58,907 59,189

その他 766,939 765,886

固定負債合計 4,803,665 4,580,581

負債合計 9,172,245 7,576,150
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

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 10,106,603 10,067,304

自己株式 △3,862 △3,862

株主資本合計 11,783,341 11,744,041

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △194,903 △216,579

その他の包括利益累計額合計 △194,903 △216,579

純資産合計 11,588,438 11,527,462

負債純資産合計 20,760,683 19,103,612
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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１四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

売上高 2,696,922 1,704,693

売上原価 1,937,492 1,270,324

売上総利益 759,429 434,369

販売費及び一般管理費

販売促進費 91,744 62,230

役員報酬 47,773 46,231

給料手当及び賞与 46,421 47,582

賞与引当金繰入額 9,798 14,466

退職給付費用 6,287 7,044

役員退職慰労引当金繰入額 2,417 2,417

その他 206,954 202,800

販売費及び一般管理費合計 411,395 382,773

営業利益 348,033 51,595

営業外収益

受取利息 148 221

受取配当金 7,319 7,224

その他 6,005 8,359

営業外収益合計 13,474 15,806

営業外費用

支払利息 13,587 12,270

その他 － 116

営業外費用合計 13,587 12,386

経常利益 347,920 55,015

特別利益

固定資産売却益 60 －

貸倒引当金戻入額 4,500 －

特別利益合計 4,560 －

特別損失

固定資産除却損 52 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 24,865 －

特別損失合計 24,918 －

税金等調整前四半期純利益 327,562 55,015

法人税、住民税及び事業税 197,513 6,300

法人税等調整額 △22,083 20,526

法人税等合計 175,430 26,826

少数株主損益調整前四半期純利益 152,132 28,188

四半期純利益 152,132 28,188
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四半期連結包括利益計算書

 第１四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 152,132 28,188

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △78,416 △21,676

その他の包括利益合計 △78,416 △21,676

四半期包括利益 73,716 6,512

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 73,716 6,512
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当第１四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日) 

 該当事項はありません。 

  

(セグメント情報） 

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６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：千円） 

 
（注）１ セグメント利益の調整額△104,997千円は、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１四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年６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：千円） 

 
（注）１ セグメント利益の調整額△123,509千円は、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。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日) 

 該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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 2,575,961 120,960 2,696,922 ─ 2,696,922

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高 ─ 5,590 5,590 △5,590 ─

計 2,575,961 126,550 2,702,512 △5,590 2,696,922

セグメント利益 368,623 84,407 453,031 △104,997 348,033

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 1,551,432 153,260 1,704,693 ─ 1,704,693

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高 ─ 8,203 8,203 △8,203 ─

計 1,551,432 161,464 1,712,896 △8,203 1,704,693

セグメント利益 59,524 115,580 175,105 △123,509 51,595

（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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