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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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2四半期 78,875 17.3 4,628 10.9 4,542 3.4 2,288 2.7
24年3月期第2四半期 67,255 1.2 4,172 △18.3 4,391 △20.4 2,228 △24.1

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 3,011百万円 （5.9％） 24年3月期第2四半期 2,844百万円 （25.4％）

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2四半期 34.83 ―
24年3月期第2四半期 33.93 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

25年3月期第2四半期 294,204 154,898 52.2 2,338.29
24年3月期 205,244 153,333 74.0 2,312.33
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  153,596百万円 24年3月期  151,891百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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 ― 20.00 ― 22.00 42.00
25年3月期 ― 21.00
25年3月期（予想） ― 21.00 42.00

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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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 185,000 25.9 14,500 28.6 13,500 13.4 7,500 20.1 114.18



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  有  

（注）詳細は、【添付資料】Ｐ．３ 「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」をご覧ください。 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。詳細
は、【添付資料】Ｐ．３ 「２． サマリー情報（注記事項）に関する事項 （３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 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。 

※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。 

※  注記事項

新規 5社 （社名）

GLORY Global Solutions Ltd.       
Talaris Topco Limited             
Talaris Midco Limited            
Talaris Holdings Limited           
Talaris Limited

、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 68,638,210 株 24年3月期 68,638,210 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 2,950,578 株 24年3月期 2,950,450 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 65,687,690 株 24年3月期2Q 65,687,894 株
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 連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災の復興需要等により回復傾向が見られたも

のの、堅調であった個人消費に停滞感が見え始めたことや、欧州債務問題の長期化等による世界経済の減速を背景

として、依然として景気の先行きは不透明な状況にあります。 

こうした状況のなか、当社グループは、平成24年４月からの３ヶ年を計画期間とした『2014中期経営計画』の

初年度として、“長期ビジョン達成に向けた成長戦略推進と収益力強化”を基本方針に、「事業戦略」、「機能戦

略」、「企業戦略」の各戦略を展開してまいりました。また、当社は、平成24年７月10日付で、英国の子会社であ

るGLORY Global Solutions Ltd.を通して英国Talaris Topco Limitedの買収を完了し、当第２四半期連結累計期間

より、GLORY Global Solutions Ltd.及びその子会社が連結対象となりました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、78,875百万円（前年同期比 17.3％増）となりました。この

うち、製品及び商品売上高は、57,627百万円（前年同期比 14.3％増）、保守売上高は、21,248百万円（前年同期

比 26.1％増）でありました。利益につきましては、営業利益は、4,628百万円（前年同期比 10.9％増）、経常利

益は、4,542百万円（前年同期比 3.4％増）、四半期純利益は、2,288百万円（前年同期比 2.7％増）、また包括利

益は、3,011百万円（前年同期比 5.9％増)となりました。 

  

 セグメント別にみますと、次のとおりであります。 

  

（金融市場） 

  主要製品であるオープン出納システムの販売は、中小規模店舗向けのコンパクトタイプは堅調であったもの

の、従来タイプが低調でありました。また、多能式紙幣両替機の販売は、更新需要を捉え順調であり、市場全体

としては前年同期並みの販売でありました。 

  この結果、当セグメントの売上高は、20,400百万円（前年同期比 3.7％減）、営業利益は、1,644百万円（前

年同期比10.6％減）となりました。 

（流通・交通市場） 

  主要製品であるレジつり銭機の販売は低調であったものの、警備輸送市場向けの売上金入金機や店舗入出金機

の販売は好調であり、市場全体としては堅調な販売でありました。 

  この結果、当セグメントの売上高は、13,917百万円（前年同期比 5.8％増）、営業利益は、1,332百万円（前

年同期比 22.7％減）となりました。 

（遊技市場） 

 パチスロ人気の継続に伴い、台間メダル貸機を始めとするカードシステム等の販売は順調でありました。ま

た、各台計数機の販売も順調でありました。 

 この結果、当セグメントの売上高は、12,005百万円（前年同期比 14.8％増）、営業利益は、526百万円(前年

同期比 306.7%増）となりました。 

（海外市場） 

  ＯＥＭ商品であるＡＴＭ用紙幣入金ユニットや紙幣入金整理機の販売は好調でありました。また、Talaris 

Topco Limitedの買収により、販売は大幅に増加いたしました。 

 この結果、当セグメントの売上高は、25,393百万円（前年同期比 62.5％増）、営業利益は、1,148百万円（前

年同期比 56.0％増）となりました。 

  

 その他の事業セグメントにつきましては、売上高は、7,158百万円（前年同期比 4.7％増）、営業損益は、23百

万円の損失（前年同期は営業損失 258百万円）となりました。 

    上記金額には消費税等は含まれておりません。 

     

   

１．当四半期決算に関する定性的情報



（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 当社は、平成24年７月10日付で、Talaris Topco Limited（以下、「タラリス社」）の株式取得を目的として設

立した特別目的会社 GLORY Global Solutions Ltd.を通して、タラリス社の全発行済株式を取得いたしました。 

 上記２社とタラリス社の100％子会社３社（Talaris Midco Limited、Talaris Holdings Limited 及び Talaris 

Limited）を含めた５社について、資本金の額がそれぞれ当社の資本金の額の100分の10以上に相当するため、当社

の特定子会社となりました。 

  

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。なお、法

人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別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、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。 

 これによる当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。  

     

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 42,332 50,602

受取手形及び売掛金 34,842 34,901

有価証券 21,355 7,104

商品及び製品 12,932 16,550

仕掛品 7,043 7,701

原材料及び貯蔵品 6,389 8,115

その他 8,959 9,275

貸倒引当金 △298 △457

流動資産合計 133,556 133,795

固定資産   

有形固定資産 33,599 35,542

無形固定資産   

顧客関係資産 － 25,870

のれん 3,006 63,097

その他 3,998 7,397

無形固定資産合計 7,004 96,365

投資その他の資産   

投資有価証券 16,448 15,370

その他 14,662 13,156

貸倒引当金 △27 △25

投資その他の資産合計 31,084 28,501

固定資産合計 71,688 160,409

資産合計 205,244 294,204

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 15,984 16,650

短期借入金 11,046 61,238

未払法人税等 1,470 1,907

賞与引当金 3,839 4,129

その他の引当金 139 62

その他 12,187 18,587

流動負債合計 44,668 102,576

固定負債   

退職給付引当金 2,902 3,498

長期借入金 － 23,305

その他 4,339 9,926

固定負債合計 7,242 36,730

負債合計 51,910 139,306



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,892 12,892

資本剰余金 20,629 20,629

利益剰余金 125,858 126,849

自己株式 △5,815 △5,815

株主資本合計 153,565 154,556

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △206 △225

為替換算調整勘定 △1,468 △733

その他の包括利益累計額合計 △1,674 △959

少数株主持分 1,441 1,301

純資産合計 153,333 154,898

負債純資産合計 205,244 294,204



（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 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

売上高 67,255 78,875

売上原価 41,954 48,673

売上総利益 25,301 30,202

販売費及び一般管理費 21,128 25,573

営業利益 4,172 4,628

営業外収益   

受取利息 180 159

受取配当金 264 223

その他 154 266

営業外収益合計 600 649

営業外費用   

支払利息 78 242

ブリッジローン手数料 － 455

為替差損 225 －

その他 78 38

営業外費用合計 382 736

経常利益 4,391 4,542

特別利益   

固定資産売却益 3 2

貸倒引当金戻入額 40 －

投資有価証券売却益 19 －

その他 6 7

特別利益合計 69 9

特別損失   

固定資産除却損 57 87

投資有価証券評価損 131 109

減損損失 － 62

その他 50 1

特別損失合計 239 260

税金等調整前四半期純利益 4,221 4,291

法人税等 1,733 1,829

少数株主損益調整前四半期純利益 2,487 2,461

少数株主利益 259 173

四半期純利益 2,228 2,288



（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 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,487 2,461

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 90 △19

為替換算調整勘定 265 569

その他の包括利益合計 356 550

四半期包括利益 2,844 3,011

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,561 3,002

少数株主に係る四半期包括利益 283 8



 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23年４月１日 至 平成23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  

   （注）「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、国内のたばこ販売店、たばこ 

 メーカー、病院、自治体、企業等への販売・保守事業を含んでおります。 

  

  

 Ⅱ 当第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  

   （注）「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、国内のたばこ販売店、たばこ 

 メーカー、病院、自治体、企業等への販売・保守事業を含んでおります。 

  

   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

  （単位：百万円）

  

報告セグメント

その他

（注） 
合計 調整額 

四半期連結

損益計算書

計上額 金融市場 
流通・交通

市場 
遊技市場 海外市場 計

売上高               

外部顧客への売上高  21,186  13,151  10,453  15,623  60,415  6,839  67,255 －  67,255

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － － － － － － － － 

計  21,186  13,151  10,453  15,623  60,415  6,839  67,255 －  67,255

セグメント損益  1,839  1,724  129  736  4,430  △258  4,172 －  4,172

  （単位：百万円）

  

報告セグメント

その他

（注） 
合計 調整額 

四半期連結

損益計算書

計上額 金融市場 
流通・交通

市場 
遊技市場 海外市場 計

売上高               

外部顧客への売上高  20,400  13,917  12,005  25,393  71,717  7,158  78,875 －  78,875

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － － － － － － － － 

計  20,400  13,917  12,005  25,393  71,717  7,158  78,875 －  78,875

セグメント損益  1,644  1,332  526  1,148  4,652  △23  4,628 －  4,628
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