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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） 

 

(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 ％

24年3月期第1四半期 29,989 △1.2 1,306 16.3 1,588 36.9 768 68.6
23年3月期第1四半期 30,339 4.7 1,123 47.6 1,160 △26.8 456 △36.0

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 1,316百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 117百万円 （―％）

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 11.71 ―

23年3月期第1四半期 6.94 ―

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

24年3月期第1四半期 196,363 149,827 75.5 2,257.71
23年3月期 198,019 149,781 75.0 2,260.47

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  148,303百万円 23年3月期  148,485百万円

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

23年3月期 ― 17.00 ― 20.00 37.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 20.00 ― 21.00 41.00

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）

（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

第2四半期(累計) 65,000 △2.2 2,500 △51.1 2,500 △54.7 1,500 △48.9 22.84
通期 145,000 4.3 11,000 6.5 11,000 △0.3 6,500 4.3 98.95



(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）  ：  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  ：  有  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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 
 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結
果となる可能性があります。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 68,638,210 株 23年3月期 68,638,210 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 2,950,306 株 23年3月期 2,950,306 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 65,687,904 株 23年3月期1Q 65,688,743 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災の影響による供給面の制約を背景に、生産や

輸出が大きく低下しました。ここにきて急速な生産回復に向かいつつあるものの、長期化する電力不足問題や円高

など、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、『2011中期経営計画』の 終年度として、「世界的視野でビジネスチャ

ンスを捉え、新たな成長ステージへ飛躍する！」という中期経営基本方針の下、新製品の積極的開発と市場投入に

よる需要喚起、海外生産・調達の拡大によるコストダウン、子会社再編による経営の効率化など、国内外において

積極的な施策を展開してまいりました。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は29,989百万円（前年同期比1.2％減）となりました。このう

ち、製品及び商品売上高は21,697百万円（前年同期比3.4％減）、保守売上高は8,292百万円（前年同期比5.2％

増）でありました。利益につきましては、営業利益は1,306百万円（前年同期比16.3％増）、経常利益は1,588百万

円（前年同期比36.9％増）、四半期純利益は768百万円（前年同期比68.6％増）、また包括利益は1,316百万円（前

年同期は包括利益117百万円）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、従来タイプ及び中小規模店舗向けのコンパクトタイプともに

堅調に推移したものの、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、8,471百万円（前年同期比1.9％減）、営業利益は、342百万円（前年同

期比17.8％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につきましては順調に推移したものの、ＯＥＭ商品である店舗入出金機の

販売が低調であり、市場全体としては前年同期並みの販売でありました。 

 営業利益につきましては、レジつり銭機の海外生産によるコストダウン効果もあり増加いたしました。 

 この結果、当セグメントの売上高は、5,836百万円（前年同期比2.8％減）、営業利益は、736百万円（前年同

期比51.5％増）となりました。 

（遊技市場） 

 主要製品であるカードシステム等の販売は、震災の影響に伴う設備投資意欲の減退と新店・改装の自粛によ

り、低調でありました。 

 この結果、当セグメントの売上高は、4,597百万円（前年同期比25.2％減）、営業損益は、251百万円の損失

(前年同期は営業利益102百万円)となりました。 

（海外市場） 

 ＯＥＭ商品である米国向けＡＴＭ用紙幣・小切手入金ユニットの販売は、好調でありました。また、アジアで

は、インドにおける市場の拡大に伴い、紙幣整理機の販売が好調でありました。欧州では、イタリアの販売子会

社 Sitrade Italia S.p.A. の業績が寄与したものの、ＯＥＭ商品であるＡＴＭ用紙幣入金ユニットの販売は低

調でありました。 

 この結果、当セグメントの売上高は、7,779百万円（前年同期比7.5％増）、営業利益は、502百万円（前年同

期比27.7％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、ＯＥＭ商品である公営競馬場向け当選金払出ユニットの販売が順調で

ありました。 

 この結果、売上高は、3,304百万円（前年同期比42.6％増）、営業損益は、23百万円の損失（前年同期は営業損

失276百万円）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 

 該当事項はありません。 

  

  

（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１四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 

 該当事項はありません。 

  

  

  （追加情報） 

 当第１四半期連結累計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及

び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂

正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項



４．四半期連結財務諸表 
（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 33,706 30,438

受取手形及び売掛金 29,794 28,667

有価証券 22,340 23,117

商品及び製品 14,359 16,746

仕掛品 6,163 6,623

原材料及び貯蔵品 6,018 6,241

その他 8,471 8,432

貸倒引当金 △335 △324

流動資産合計 120,520 119,943

固定資産   

有形固定資産   

有形固定資産合計 34,454 34,133

無形固定資産   

のれん 4,238 4,160

その他 3,885 3,883

無形固定資産合計 8,123 8,044

投資その他の資産   

投資有価証券 19,476 18,741

その他 17,040 17,034

貸倒引当金 △1,594 △1,534

投資その他の資産合計 34,921 34,241

固定資産合計 77,499 76,419

資産合計 198,019 196,363

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,362 12,505

短期借入金 11,064 11,174

未払法人税等 2,221 890

賞与引当金 3,903 2,090

その他の引当金 371 293

その他 9,522 11,972

流動負債合計 40,445 38,926

固定負債   

退職給付引当金 3,293 3,259

その他 4,499 4,350

固定負債合計 7,792 7,609

負債合計 48,238 46,535



（単位：百万円）

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 12,892 12,892

資本剰余金 20,629 20,629

利益剰余金 122,267 121,694

自己株式 △5,815 △5,815

株主資本合計 149,974 149,402

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △312 △345

為替換算調整勘定 △1,176 △753

その他の包括利益累計額合計 △1,489 △1,098

少数株主持分 1,295 1,523

純資産合計 149,781 149,827

負債純資産合計 198,019 196,363



（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：百万円）

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 30,339 29,989

売上原価 19,304 18,279

売上総利益 11,034 11,710

販売費及び一般管理費 9,911 10,404

営業利益 1,123 1,306

営業外収益   

受取利息 86 88

受取配当金 336 260

その他 91 64

営業外収益合計 514 414

営業外費用   

支払利息 42 38

為替差損 405 53

その他 29 39

営業外費用合計 477 131

経常利益 1,160 1,588

特別利益   

固定資産売却益 33 1

貸倒引当金戻入額 59 20

リース解約損失引当金戻入額 32 －

その他 12 3

特別利益合計 138 25

特別損失   

固定資産除却損 12 23

投資有価証券評価損 27 49

退職給付費用 257 －

その他 55 16

特別損失合計 353 88

税金等調整前四半期純利益 944 1,524

法人税等 488 643

少数株主損益調整前四半期純利益 456 881

少数株主利益 － 112

四半期純利益 456 768



（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：百万円）

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 456 881

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △212 △32

為替換算調整勘定 △125 467

その他の包括利益合計 △338 434

四半期包括利益 117 1,316

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 117 1,159

少数株主に係る四半期包括利益 － 156



 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） 

  １．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  

  

 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） 

  １．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。 

  

  

 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

  （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 8,634 6,005 6,147 7,235 28,021 2,317 30,339 － 30,339 

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － － － － － － － － 

計 8,634 6,005 6,147 7,235 28,021 2,317 30,339 － 30,339 

セグメント損益 417 486 102 393 1,399 △276 1,123 － 1,123 

  （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  8,471  5,836  4,597  7,779  26,685  3,304  29,989 －  29,989

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － － － － － － － － 

計  8,471  5,836  4,597  7,779  26,685  3,304  29,989 －  29,989

セグメント損益  342  736 △251 502  1,330  △23  1,306 －  1,306

（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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