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(百万円未満切捨て)
１．平成27年３月期第２四半期の連結業績（平成26年４月１日～平成26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 ％

27年３月期第２四半期 36,844 △64.8 △4,853 － △4,380 － △4,162 －

26年３月期第２四半期 104,666 94.6 26,415 279.9 27,423 257.6 21,080 357.5

(注)包括利益 27年３月期第２四半期 △4,681百万円( －％) 26年３月期第２四半期 21,626百万円(433.6％)
　

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

27年３月期第２四半期 △44.53 －

26年３月期第２四半期 225.52 －
　

　

（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 ％

27年３月期第２四半期 453,430 401,670 88.5

26年３月期 451,149 413,096 91.5
(参考) 自己資本 27年３月期第２四半期 401,412百万円 26年３月期 412,992百万円
　

　

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

26年３月期 － 75.00 － 75.00 150.00

27年３月期 － 75.00

27年３月期(予想) － 75.00 150.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　　

３．平成27年３月期の連結業績予想（平成26年４月１日～平成27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 172,000 8.5 19,200 △31.5 20,900 △30.7 14,200 △36.6 151.92
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 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

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 －社（社名） 、除外 －社（社名）
　

　

（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 ： 有

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無
　

(注)詳細は、添付資料４ページ「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）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 27年３月期２Ｑ 97,597,500株 26年３月期 97,597,500株

② 期末自己株式数 27年３月期２Ｑ 4,125,826株 26年３月期 4,125,351株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年３月期２Ｑ 93,471,915株 26年３月期２Ｑ 93,473,078株
　

　

※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あります。

　

※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。なお、業績予想に関する事項は、添付資料３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報(3)連結業績予想などの将
来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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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

当第２四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年９月30日まで）におけるわが国経済は、政府による

各種政策の効果が下支えする中で緩やかな回復基調が続きました。一方、個人消費につきましては消費税率引き上

げに伴う駆け込み需要の反動や夏場の天候不順等により弱さが見られましたが、雇用・所得環境が改善する中で次

第に持ち直していくことが期待されています。

当パチンコ・パチスロ業界におきましては、ファン人口の減少が続く厳しい状況の中でパーラーは経費削減への

取り組みを強化しております。そのため主要な集客手段であるパチンコ・パチスロの新台購入に対しても、シリー

ズ化された定番タイトルや話題性を兼ね備えた有力タイトルを厳選する傾向が顕著となっております。特にパチン

コの稼動は依然として低水準で推移しているためパーラーは新台購入台数を絞り込んでおり、一部の有力タイトル

を除いて販売市場は低調に推移いたしました。

このような環境下、当社グループの当第２四半期連結累計期間における連結業績は、売上高368億円（前年同四半

期比64.8％減）、営業損失48億円（前年同四半期は264億円の営業利益）、経常損失43億円（前年同四半期は274億円

の経常利益）、四半期純損失41億円（前年同四半期は210億円の四半期純利益）となりました。当初より大型タイト

ルの投入を下半期以降に集中させた計画としており、上半期の売上規模では販売費及び一般管理費を吸収すること

ができず営業損失となりました。また、役員退職慰労金の打切り支給に伴い17億円を特別損失として計上しており

ます。

下半期におきましては、パチンコの新商品としてＳＡＮＫＹＯブランドの「ＦＥＶＥＲ ＫＯＤＡ ＫＵＭＩ ＬＥ

ＧＥＮＤ ＬＩＶＥ」（平成26年10月）、Ｂｉｓｔｙブランドの「ＣＲ ａｙｕｍｉ ｈａｍａｓａｋｉ ２」（平成26年

10月）、「ヱヴァンゲリヲン９」（平成26年12月）をはじめとする大型ラインアップに加え、その他有力タイトルを含

めた複数の商品を投入する予定です。

セグメントの業績は次のとおりであります。

（パチンコ機関連事業）

パチンコ機関連事業につきましては、売上高202億円（前年同四半期比73.5％減）、営業損失35億円（前年同四半

期は223億円の営業利益）、販売台数71千台となりました。主な販売タイトルは、ＳＡＮＫＹＯブランドの「フィー

バーモーレツ宇宙海賊」（平成26年６月）、「フィーバー涼宮ハルヒの憂鬱」（平成26年７月）、ＪＢブランドの「うち

のポチーズ」（平成26年５月）、リユースモデルではＢｉｓｔｙブランドの「ヱヴァンゲリヲン８ Ｅｘｔｒｅｍｅ

Ｂａｔｔｌｅ」（平成26年７月）です。

（パチスロ機関連事業）

パチスロ機関連事業につきましては、売上高110億円（前年同四半期比42.6％減）、営業利益15億円（同78.0％

減）、販売台数28千台となりました。主な販売タイトルは、ＳＡＮＫＹＯブランドの「パチスロ マクロスフロンテ

ィア２」（平成26年５月）です。

（補給機器関連事業）

補給機器関連事業につきましては、売上高51億円（前年同四半期比39.5％減）、営業利益1億円（同42.6％減）と

なりました。

（その他）

その他につきましては、売上高4億円（前年同四半期比18.0％減）、営業損失3億円（前年同四半期は3億円の営業

損失）となりました。
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(2) 財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末の総資産は4,534億円であり、前連結会計年度末と比べ22億円増加しました。これは

主に現金及び預金が129億円、受取手形及び売掛金が106億円それぞれ減少となりましたが、有償支給未収入金（流

動資産「その他」に含む）が162億円、商品及び製品が70億円、有価証券が40億円それぞれ増加したことによるもの

であります。

負債は517億円であり、前連結会計年度末と比べ137億円増加しております。これは主に未払法人税等が71億円減

少となりましたが、支払手形及び買掛金が194億円増加したことによるものであります。

純資産は前連結会計年度末と比べ114億円減少しました。これは主に配当金の支払い70億円、四半期純損失を41億

円計上したことによるものであります。この結果、純資産は4,016億円となり、自己資本比率は3.0ポイント減少し、

88.5％となりました。

　

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成27年３月期の連結業績予想につきましては、平成26年５月８日に公表しました業績予想に変更はありません。
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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

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

該当事項はありません。

　

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計方針の変更）

①「退職給付に関する会計基準」等の適用

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）

及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下「退職給

付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めにつ

いて第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、割引率の決定方法を

従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごと

の金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。

なお、これによる四半期連結財務諸表への影響はありません。

　

②「企業結合に関する会計基準」等の適用

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以下「連結会計基準」とい

う。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基

準」という。）等が平成26年４月１日以後開始する連結会計年度の期首から適用できることになったことに伴い、

第１四半期連結会計期間よりこれらの会計基準等（ただし、連結会計基準第39項に掲げられた定めを除く。）を適

用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するととも

に、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更しております。また、第１四半期連

結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直

しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）、連結会計基準第44－５項（４）及

び事業分離等会計基準第57－４項（４）に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首

時点から将来にわたって適用しております。

ただし、該当する取引がなかったため、四半期連結財務諸表への当該会計基準等の早期適用による影響はあり

ません。

　

(4) 追加情報

（役員退職慰労引当金）

平成26年６月27日開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給が決議されました。

これに伴い役員退職慰労引当金の全額を取り崩し、打切り支給の未払額2,618百万円を長期未払金として固定負債

の「その他」に含めて表示しております。また、1,790百万円を特別損失の「役員退職慰労金」に計上しておりま

す。
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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：百万円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 124,546 111,576

受取手形及び売掛金 34,781 24,114

有価証券 153,995 158,001

商品及び製品 4 7,028

仕掛品 124 77

原材料及び貯蔵品 856 1,261

その他 12,045 30,419

貸倒引当金 △10 △6

流動資産合計 326,343 332,473

固定資産

有形固定資産 46,622 47,797

無形固定資産

のれん 2,478 2,109

その他 432 416

無形固定資産合計 2,911 2,526

投資その他の資産

投資有価証券 69,417 64,341

その他 6,261 6,697

貸倒引当金 △26 △26

投資損失引当金 △379 △379

投資その他の資産合計 75,272 70,633

固定資産合計 124,806 120,957

資産合計 451,149 453,430

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 15,307 34,777

未払法人税等 7,324 197

賞与引当金 832 1,021

その他 8,847 8,102

流動負債合計 32,312 44,098

固定負債

役員退職慰労引当金 753 －

退職給付に係る負債 3,847 3,904

資産除去債務 59 59

その他 1,080 3,698

固定負債合計 5,740 7,661

負債合計 38,053 51,760
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 14,840 14,840

資本剰余金 23,879 23,879

利益剰余金 391,083 379,920

自己株式 △20,937 △20,939

株主資本合計 408,865 397,701

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 4,104 3,690

退職給付に係る調整累計額 22 20

その他の包括利益累計額合計 4,126 3,711

新株予約権 － 257

少数株主持分 103 －

純資産合計 413,096 401,670

負債純資産合計 451,149 453,430
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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：百万円)

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日

　至 平成26年９月30日)

売上高 104,666 36,844

売上原価 51,999 19,674

売上総利益 52,667 17,170

販売費及び一般管理費 26,251 22,023

営業利益又は営業損失（△） 26,415 △4,853

営業外収益

受取利息 526 468

受取配当金 228 265

持分法による投資利益 150 －

その他 114 95

営業外収益合計 1,020 828

営業外費用

支払利息 2 0

持分法による投資損失 － 343

為替差損 6 －

その他 3 11

営業外費用合計 12 355

経常利益又は経常損失（△） 27,423 △4,380

特別利益

固定資産売却益 4 1

特別利益合計 4 1

特別損失

固定資産廃棄損 49 7

役員退職慰労金 － 1,790

特別損失合計 49 1,797

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前
四半期純損失（△）

27,378 △6,176

法人税、住民税及び事業税 8,400 174

法人税等調整額 △2,237 △2,084

法人税等合計 6,163 △1,910

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主
損益調整前四半期純損失（△）

21,215 △4,266

少数株主利益又は少数株主損失（△） 134 △103

四半期純利益又は四半期純損失（△） 21,080 △4,162
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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：百万円)

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日

　至 平成26年９月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主
損益調整前四半期純損失（△）

21,215 △4,266

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 345 △361

退職給付に係る調整額 － 0

持分法適用会社に対する持分相当額 66 △54

その他の包括利益合計 411 △415

四半期包括利益 21,626 △4,681

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 21,492 △4,577

少数株主に係る四半期包括利益 134 △103
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（3） 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日

　至 平成26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又は税金等調整前
四半期純損失（△）

27,378 △6,176

減価償却費 1,580 1,674

のれん償却額 368 368

株式報酬費用 － 251

引当金の増減額（△は減少） 296 △569

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） － 57

受取利息及び受取配当金 △754 △733

支払利息 2 0

持分法による投資損益（△は益） △150 343

売上債権の増減額（△は増加） 2,820 10,666

たな卸資産の増減額（△は増加） 7,017 △7,380

仕入債務の増減額（△は減少） △13,239 19,470

その他 11,283 △15,228

小計 36,601 2,745

利息及び配当金の受取額 833 609

利息の支払額 △53 △0

法人税等の支払額 △1,615 △7,143

営業活動によるキャッシュ・フロー 35,765 △3,788

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △500 －

定期預金の払戻による収入 5,030 500

有価証券の取得による支出 △5,000 △5,000

有価証券の償還による収入 5,000 5,000

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,603 △2,030

有形及び無形固定資産の売却による収入 148 1

投資有価証券の取得による支出 △16,469 △16,005

投資有価証券の償還による収入 16,000 16,000

貸付金の回収による収入 108 1

その他 △23 △121

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,691 △1,654

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △3,169 －

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △3 △3

自己株式の取得による支出 △1 △1

配当金の支払額 △7,022 △7,021

財務活動によるキャッシュ・フロー △10,196 △7,027

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 28,260 △12,470

現金及び現金同等物の期首残高 215,324 239,041

現金及び現金同等物の四半期末残高 243,585 226,571
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(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）

該当事項はありません。

　

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

当第２四半期連結累計期間（自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日）

該当事項はありません。

　

（セグメント情報等）

前第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：百万円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額

(注)３
パチンコ機
関連事業

パチスロ機
関連事業

補給機器
関連事業

計

売上高

外部顧客への売上高 76,384 19,189 8,573 104,147 519 104,666 － 104,666

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － － － － －

計 76,384 19,189 8,573 104,147 519 104,666 － 104,666

セグメント利益
又は損失（△）

22,312 6,945 199 29,458 △367 29,090 △2,674 26,415

(注) １ 「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、モバイルコンテンツサービス、

不動産賃貸、ゴルフ場運営、一般成形部品販売等の事業であります。

　 ２ セグメント利益又は損失（△）の調整額は、各報告セグメントに帰属しない提出会社の管理部門に係る一

般管理費であります。

　 ３ セグメント利益又は損失（△）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２四半期連結累計期間（自 平成26年４月１日 至 平成26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：百万円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額

(注)３
パチンコ機
関連事業

パチスロ機
関連事業

補給機器
関連事業

計

売上高

外部顧客への売上高 20,218 11,012 5,188 36,419 425 36,844 － 36,844

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － － － － －

計 20,218 11,012 5,188 36,419 425 36,844 － 36,844

セグメント利益
又は損失（△）

△3,550 1,528 114 △1,907 △310 △2,217 △2,635 △4,853

(注) １ 「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、モバイルコンテンツサービス、

不動産賃貸、ゴルフ場運営、一般成形部品販売等の事業であります。

　 ２ セグメント利益又は損失（△）の調整額は、各報告セグメントに帰属しない提出会社の管理部門に係る一

般管理費であります。

　 ３ セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失（△）と調整を行っております。
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