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１．平成25年3月期第１四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第１四半期 2,528 48.3 210 308.5 233 324.7 149 431.1

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

(注) 包括利益 25年3月期第１四半期 79百万円( ― ％) 24年3月期第１四半期 6百万円( ― ％)

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

25年3月期第１四半期 6. 65 ―

24年3月期第１四半期 1. 25 ―

（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 ％

25年3月期第１四半期 20,509 12,088 58.9

24年3月期 21,373 12,076 56.5

(参考) 自己資本 25年3月期第１四半期 12,088百万円 24年3月期 12,076百万円

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

24年3月期 ― ― ― 3. 00 3. 00

25年3月期 ―

25年3月期(予想) ― ― 3. 00 3. 00

３．平成25年3月期の連結業績予想（平成24年4月1日～平成25年3月31日）
(％表示は、通期は対前期、四半期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) 5,010 31.5 447 53.5 445 53.4 245 57.7 10. 89

通期 9,460 6.5 745 5.8 740 0.9 432 △4.7 19. 20



  

 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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「連結業績予想に関

する定性的情報」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 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

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) 25年3月期1Ｑ 22,500,000株 24年3月期 22,500,000株

② 期末自己株式数 25年3月期1Ｑ 4,071株 24年3月期 4,071株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Ｑ 22,495,929株 24年3月期1Ｑ 22,496,029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24年４月１日から平成24年６月30日）におけるわが国経済は、緩やかな景気回復

の兆しを見せているものの、電力の供給制限、長引く円高、株安の進行などによる設備投資や個人消費

への影響も懸念されるなど先行きに不透明感が残る状況にあります。 

当社グループのコア事業の販売得意先となる遊技場業界は、１パチ、５スロ等のいわゆる低玉貸営業

が定着し、幅広い階層からの遊技参加者の獲得に成功しているものの、営業収入の単位時間効率の改善

には至っていないものと見られます。 

このような状況の中、当社グループは、製造・販売・アフターサービスの一貫体制による付加価値向

上に努めて参りました。 

機器事業においては、とりわけ『樹脂研磨式メダル自動補給システム』がメンテナンスフリー・低騒

音・省電力効果を実現し、パチスロ環境のリフレッシュを志向する遊技場から大きな支持を得ておりま

す。 

不動産事業においては、予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１四半期連結累計期間における連結業績は、売上高2,528百万円（前年同期比

48.3％増）、経常利益233百万円（前年同期比324.7％増）、四半期純利益149百万円（前年同期比

431.1％増）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2,375百万円（前年同期比53.1％増）、セグメント

利益213百万円（前年同期比258.8％増）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0.2％増）、セグメント利

益108百万円（前年同期比6.2％減）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24年３月31日）に比べ863百万円

減少し、20,509百万円となりました。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ757百万円減少し、9,791百万円となりました。これは主に現金

及び預金の減少（624百万円減）、有価証券の減少（300百万円減）、その他に含まれる未収入金の減少

（205百万円減）の一方で、受取手形及び売掛金の増加（92百万円増）、商品及び製品の増加（63百万

円増）、仕掛品の増加（73百万円増）、その他に含まれる前渡金の増加（82百万円増）によるもので

す。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ106百万円減少し、10,717百万円となりました。これは主に建

物及び構築物の減価償却による減少（30百万円減）、投資有価証券の減少（61百万円減）によるもので

す。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ876百万円減少し、8,420百万円となりました。これは主に支払

手形及び買掛金の減少（346百万円減）、短期借入金の減少（300百万円減）、長期借入金の減少（280

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12百万円増加し、12,088百万円となりました。これは主に利

益剰余金の増加（82百万円増）の一方で、その他有価証券評価差額金の減少（69百万円減）によるもの

です。 

この結果、自己資本比率は58.9％と前連結会計年度末に比べ2.4ポイント増加しました。 

  

平成25年３月期第２四半期連結累計期間及び通期連結業績予想につきましては、リリース予定の主力

機種の販売戦略・スケジュール等を見極める必要があることから、本年５月11日に公表いたしました内

容から変更はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更) 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月

１日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しておりま

す。 

なお、これによる当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益

に与える影響は軽微であります。 

（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

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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,025,016 2,400,809

受取手形及び売掛金 2,358,816 2,451,497

有価証券 300,840 －

商品及び製品 710,212 773,866

仕掛品 577,860 650,896

原材料 2,121,109 2,134,981

繰延税金資産 63,373 72,490

その他 1,410,940 1,325,747

貸倒引当金 △19,305 △18,472

流動資産合計 10,548,863 9,791,818

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,331,533 2,301,339

土地 6,697,388 6,697,388

その他（純額） 151,706 139,792

有形固定資産合計 9,180,628 9,138,520

無形固定資産 14,010 13,916

投資その他の資産   

投資有価証券 1,088,787 1,027,630

長期預金 100,000 100,000

繰延税金資産 4,697 4,666

その他 477,004 473,168

貸倒引当金 △40,800 △40,200

投資その他の資産合計 1,629,690 1,565,264

固定資産合計 10,824,329 10,717,701

資産合計 21,373,192 20,509,519

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,868,638 2,522,245

短期借入金 300,000 －

1年内返済予定の長期借入金 1,075,596 1,050,946

未払法人税等 106,396 105,729

賞与引当金 41,650 71,160

製品保証引当金 17,000 13,000

その他 228,408 258,316

流動負債合計 4,637,689 4,021,398
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

固定負債   

長期借入金 3,451,470 3,195,746

繰延税金負債 9,400 9,150

退職給付引当金 24,878 26,008

役員退職慰労引当金 434,750 437,146

負ののれん 3,838 3,071

資産除去債務 60,034 60,320

その他 674,664 667,800

固定負債合計 4,659,036 4,399,243

負債合計 9,296,725 8,420,641

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 10,492,375 10,574,584

自己株式 △3,889 △3,889

株主資本合計 12,169,085 12,251,294

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △92,618 △162,416

その他の包括利益累計額合計 △92,618 △162,416

純資産合計 12,076,466 12,088,878

負債純資産合計 21,373,192 20,509,519
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 1,704,693 2,528,906

売上原価 1,270,324 1,979,698

売上総利益 434,369 549,207

販売費及び一般管理費   

販売促進費 62,230 15,185

役員報酬 46,231 46,273

給料手当及び賞与 47,582 52,469

賞与引当金繰入額 14,466 15,102

退職給付費用 7,044 7,403

役員退職慰労引当金繰入額 2,417 2,395

その他 202,800 199,630

販売費及び一般管理費合計 382,773 338,460

営業利益 51,595 210,747

営業外収益   

受取利息 221 1,156

受取配当金 7,224 14,288

その他 8,359 18,862

営業外収益合計 15,806 34,307

営業外費用   

支払利息 12,270 9,734

その他 116 1,667

営業外費用合計 12,386 11,402

経常利益 55,015 233,652

税金等調整前四半期純利益 55,015 233,652

法人税、住民税及び事業税 6,300 93,291

法人税等調整額 20,526 △9,335

法人税等合計 26,826 83,955

少数株主損益調整前四半期純利益 28,188 149,696

四半期純利益 28,188 149,696
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 28,188 149,696

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △21,676 △69,797

その他の包括利益合計 △21,676 △69,797

四半期包括利益 6,512 79,898

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 6,512 79,898
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当第１四半期連結累計期間(自 平成24年4月1日 至 平成24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。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成24年4月1日 至 平成24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△111,304千円は、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24年4月1日 至 平成24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 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

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 2,375,358 153,547 2,528,906 ─ 2,528,906

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高 ─ 8,160 8,160 △8,160 ─

計 2,375,358 161,707 2,537,066 △8,160 2,528,906

セグメント利益 213,589 108,461 322,051 △111,304 210,747

（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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