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１．平成26年3月期第２四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年3月期第２四半期 5,611 7.2 514 24.5 552 27.2 374 28.5

25年3月期第２四半期 5,234 37.4 412 41.8 434 49.7 291 87.4

(注) 包括利益 26年3月期第２四半期 396百万円(97.0％) 25年3月期第２四半期 201百万円(56.3％)

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

26年3月期第２四半期 16. 64 ―

25年3月期第２四半期 12. 94 ―

（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２四半期 23,091 13,499 58.5

25年3月期 23,709 13,215 55.7

(参考) 自己資本 26年3月期第２四半期 13,499百万円 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、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２Ｑ 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２Ｑ 4,171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２Ｑ 22,495,841株 25年3月期２Ｑ 22,495,927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２四半期連結累計期間（平成25年4月1日から平成25年9月30日）におけるわが国経済は、デフレ

脱却と景気回復へ向けた政府の経済対策が日銀のいわゆる異次元の金融緩和政策と相まって緩やかな回

復基調にあるものの所得や雇用環境の改善がきわめて希薄な状況にありました。 

当社グループのコア事業の主要得意先となる遊技場業界は、余暇娯楽の多様化や個人消費の伸び悩み

が続き集客に苦心を強いられ、遊技場の運営環境は依然として厳しい状況で推移しました。 

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』を戦略製品に位置づけ、これの拡販に注力しました。 

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

の維持、高揚に努めました。 

不動産賃貸事業におきましては、想定どおりの賃貸収入を確保しました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間における連結業績は、売上高5,611百万円（前年同期比7.2％

増）、経常利益552百万円（前年同期比27.2％増）、四半期純利益374百万円（前年同期比28.5％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）  

 機器事業は、当第２四半期連結累計期間は売上高5,358百万円（前年同期比8.4％増）、セグメント利

益577百万円（前年同期比34.2％増）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処分したことにより当第２四半期連結

累計期間は売上高267百万円（前年同期比13.5％減）、セグメント利益175百万円（前年同期比17.7％

減）となりました。 

  

（資産、負債及び純資産の状況） 

当第２四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618百万円

減少し、23,091百万円となりました。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ382百万円減少し、12,025百万円となりました。これは主に受

取手形及び売掛金の減少（432百万円減）、商品及び製品の減少（336百万円減）の一方で、現金及び預

金の増加（328百万円増）、仕掛品の増加（71百万円増）によるものです。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ235百万円減少し、11,066百万円となりました。これは主に建

物及び構築物（純額）の減少（269百万円減）、土地の減少（153百万円減）の一方で、投資有価証券の

増加（157百万円増）によるものです。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ902百万円減少し、9,591百万円となりました。これは主に支払

手形及び買掛金の減少（1,017百万円減）、未払法人税等の減少（400百万円減）の一方で、長期借入金

の増加（533百万円増）によるものです。 

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

（２）財政状態に関する説明
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純資産合計は、前連結会計年度末に比べ284百万円増加し、13,499百万円となりました。これは主に

利益剰余金の増加（261百万円増）によるものです。 

この結果、自己資本比率は58.5％と前連結会計年度末に比べ2.8ポイント増加しました。 

  

 （キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ428百万円増

加し、3,950百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は305百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益609百

万円の計上、減価償却115百万円の実施、売上債権の減少424百万円、たな卸資産の減少220百万円があ

る一方で、仕入債務の減少1,002百万円、法人税等の支払額598百万円があったことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果得られた資金は312百万円となりました。これは主に定期預金の払戻による収入100百

万円、投資有価証券の売却による収入407百万円、有形固定資産の売却による収入490百万円がある一方

で、有形固定資産の取得による支出130百万円、子会社株式の取得による支出502百万円があったことに

よるものです。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は421百万円となりました。これは主に長期借入れによる収入1,500百万

円の資金取得がある一方で、長期借入金の返済966百万円、並びに配当金の支払112百万円があったこと

によるものです。  

  

平成26年3月期通期の業績予想につきましては、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。 

  

（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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,622,283 3,950,675

受取手形及び売掛金 3,010,983 2,578,134

商品及び製品 1,244,317 907,752

仕掛品 938,838 1,010,450

原材料 1,783,427 1,777,968

繰延税金資産 108,573 80,443

その他 1,719,990 1,735,897

貸倒引当金 △20,473 △16,275

流動資産合計 12,407,940 12,025,047

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,162,004 1,892,816

土地 7,186,992 7,033,127

その他（純額） 170,051 179,810

有形固定資産合計 9,519,048 9,105,754

無形固定資産   

ソフトウエア － 47,500

ソフトウエア仮勘定 27,150 －

その他 13,734 13,546

無形固定資産合計 40,884 61,046

投資その他の資産   

投資有価証券 1,275,337 1,433,160

繰延税金資産 2,256 1,294

その他 494,018 493,868

貸倒引当金 △29,800 △28,600

投資その他の資産合計 1,741,812 1,899,723

固定資産合計 11,301,746 11,066,523

資産合計 23,709,687 23,091,570

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,165,545 2,148,372

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 1,158,854

未払法人税等 605,342 204,504

賞与引当金 45,746 46,627

製品保証引当金 13,000 10,000

その他 298,631 289,521

流動負債合計 6,161,473 4,857,878
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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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

固定負債   

長期借入金 3,118,112 3,526,238

繰延税金負債 36,746 48,716

退職給付引当金 28,787 29,899

役員退職慰労引当金 448,972 453,616

負ののれん 767 －

資産除去債務 61,181 61,766

その他 638,450 613,817

固定負債合計 4,333,019 4,734,054

負債合計 10,494,492 9,591,933

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 11,748,774

自己株式 △3,902 △3,945

株主資本合計 13,163,691 13,425,429

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 74,208

その他の包括利益累計額合計 51,504 74,208

純資産合計 13,215,195 13,499,637

負債純資産合計 23,709,687 23,091,570
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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：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 5,234,464 5,611,684

売上原価 4,077,154 4,310,188

売上総利益 1,157,310 1,301,496

販売費及び一般管理費   

販売促進費 16,414 106,975

役員報酬 93,778 95,598

給料手当及び賞与 104,145 112,360

賞与引当金繰入額 29,509 22,285

退職給付費用 14,360 13,066

役員退職慰労引当金繰入額 9,577 4,643

その他 476,600 432,384

販売費及び一般管理費合計 744,387 787,315

営業利益 412,922 514,180

営業外収益   

受取利息 1,624 1,795

受取配当金 14,517 14,367

その他 25,576 38,581

営業外収益合計 41,718 54,744

営業外費用   

支払利息 18,515 15,527

その他 1,779 1,045

営業外費用合計 20,294 16,573

経常利益 434,346 552,350

特別利益   

固定資産売却益 10,407 28,533

投資有価証券売却益 － 28,403

特別利益合計 10,407 56,936

税金等調整前四半期純利益 444,754 609,287

法人税、住民税及び事業税 172,582 207,480

法人税等調整額 △19,023 27,547

法人税等合計 153,559 235,027

少数株主損益調整前四半期純利益 291,194 374,260

四半期純利益 291,194 374,260
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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：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 291,194 374,260

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △89,700 22,704

その他の包括利益合計 △89,700 22,704

四半期包括利益 201,494 396,964

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 201,494 396,964
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日
 至 平成25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 444,754 609,287

減価償却費 114,722 115,881

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,240 △5,398

製品保証引当金の増減額（△は減少） △1,000 △3,000

賞与引当金の増減額（△は減少） 16,010 881

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,646 1,111

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,577 4,643

受取利息及び受取配当金 △16,141 △16,162

支払利息 18,515 15,527

投資有価証券売却損益（△は益） － △28,403

売上債権の増減額（△は増加） △459,804 424,118

たな卸資産の増減額（△は増加） △949,850 220,226

仕入債務の増減額（△は減少） 692,583 △1,002,056

その他 △258,458 △43,588

小計 △384,204 293,069

利息及び配当金の受取額 16,919 16,167

利息の支払額 △18,428 △16,068

法人税等の支払額 △85,791 △598,418

営業活動によるキャッシュ・フロー △471,503 △305,249

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 － 100,000

投資有価証券の売却による収入 － 407,804

有価証券の償還による収入 300,000 －

有形固定資産の取得による支出 △540,716 △130,200

有形固定資産の売却による収入 86,842 490,447

無形固定資産の取得による支出 － △22,849

貸付けによる支出 △300,200 △30,000

貸付金の回収による収入 3,150 7,999

子会社株式の取得による支出 △17,800 △502,000

その他 3,591 △9,065

投資活動によるキャッシュ・フロー △465,132 312,137

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 700,000 －

長期借入れによる収入 500,000 1,500,000

長期借入金の返済による支出 △570,498 △966,228

自己株式の取得による支出 △13 △42

配当金の支払額 △67,536 △112,225

財務活動によるキャッシュ・フロー 561,951 421,504

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △374,684 428,391

現金及び現金同等物の期首残高 3,025,016 3,522,283

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,650,331 3,950,675
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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２四半期連結累計期間(自 平成24年4月1日 至 平成24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：千円） 

（注）１ セグメント利益の調整額△231,280千円は、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２四半期連結累計期間(自 平成25年4月1日 至 平成25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：千円） 

（注）１ セグメント利益の調整額△239,364千円は、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。 

  

  

  

  

（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）

（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 4,941,536 292,928 5,234,464 ─ 5,234,464

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高

─ 16,320 16,320 △16,320 ─

計 4,941,536 309,248 5,250,784 △16,320 5,234,464

セグメント利益 430,491 213,711 644,203 △231,280 412,922

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 5,358,755 252,928 5,611,684 ─ 5,611,684

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高

─ 14,700 14,700 △14,700 ─

計 5,358,755 267,628 5,626,384 △14,700 5,611,684

セグメント利益 577,765 175,779 753,544 △239,364 514,180
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