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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） 

 

(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 ％

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
25年3月期第2四半期 53,782 △24.8 6,952 △41.3 7,668 △44.9 4,607 △31.8

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 21,626百万円 （433.6％） 25年3月期第2四半期 4,053百万円 （△38.2％）

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 225.52 ―
25年3月期第2四半期 49.29 ―

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 471,606 417,522 88.5
25年3月期 464,259 402,918 86.8
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  417,387百万円 25年3月期  402,918百万円

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

25年3月期 ― 75.00 ― 75.00 150.00
26年3月期 ― 75.00
26年3月期（予想） ― 75.00 150.00

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）

（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 200,000 92.0 32,000 355.6 34,000 258.3 25,000 327.1 267.46
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(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  ：  無  

(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。 

※  注記事項

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） 26年3月期2Q 97,597,500 株 25年3月期 97,597,500 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 4,124,626 株 25年3月期 4,124,256 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 93,473,078 株 25年3月期2Q 93,473,727 株
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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25年４月１日から平成25年９月30日まで）におけるわが国経済は、政府による経

済・金融緩和政策の効果などを背景に企業収益の改善が進み、景気は緩やかな回復基調にあります。先行きにつきま

しても、海外景気の下振れ懸念や来春からの消費税増税の影響による不透明さは残るものの、雇用情勢や所得環境、

消費マインドなどの本格的な改善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、ファンのプレイ費用抑制傾向が続く中、パチンコの低貸玉営業の定着

に加え、パチスロでも低貸メダル営業が増加しております。さらにファン人口の減少により、パーラーの売上は回復

には至らず、厳しい状況が続いております。これを受け、パーラーは経費節約志向を一層強め、主要な集客手段であ

るパチンコ・パチスロの新台購入についても選別の目を厳しくしております。そのため販売市場におきましては、人

気シリーズや大型タイトルといった注目が集まる商品には需要が集中する反面、その他の商品は苦戦を強いられてお

り、二極化が進行しております。 

このような環境の中、当社グループでは中長期的な販売増加の達成に向け、商品力の強化を柱としたブランド力の

回復に取り組んでおります。当第２四半期連結累計期間におきましては、ＳＡＮＫＹＯブランドの新たな旗艦モデル

「フィーバー機動戦士ガンダム」やＢｉｓｔｙブランドの主力定番タイトル「ヱヴァンゲリヲン８」といった大型商

品が高い人気の獲得に成功しております。 

この結果、売上高1,046億円（前年同四半期比94.6％増）、営業利益264億円（同279.9％増）、経常利益274億円

（同257.6％増）、四半期純利益210億円（同357.5％増）となりました。 

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、ＳＡＮＫＹＯブランドでは「フィーバー機動戦士ガンダム」（平成25年４月）

を中心に販売いたしました。Ｂｉｓｔｙブランドでは「蒼天航路」（平成25年５月）と「ヱヴァンゲリヲン８」（平

成25年７月）、ＪＢブランドでは「マジカペ」（平成25年５月）、「ゴーストＮＥＯ」（平成25年６月）、「すろん

こＦＬＯＷＥＲ」（平成25年８月）をそれぞれ販売いたしました。 

この結果、売上高763億円（前年同四半期比155.1％増）、営業利益223億円（同303.3％増）、販売台数210千台と

なりました。 

（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、ＳＡＮＫＹＯブランドの「パチスロ 創聖のアクエリオンⅡ」（平成25年５

月）、「パチスロ ボンバーパワフルⅡ」（平成25年９月）を販売いたしました。 

この結果、売上高191億円（前年同四半期比57.9％増）、営業利益69億円（同98.6％増）、販売台数52千台となり

ました。 

（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85億円（前年同四半期比20.0％減）、営業利益1億円（同54.2％減）と

なりました。 

（その他） 

その他につきましては、売上高5億円（前年同四半期比46.5％減）、営業損失3億円（前年同四半期は1億円の営業

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4,716億円であり、前連結会計年度末と比べ73億円増加しました。これは

主に有償支給未収入金（流動資産「その他」に含む）が78億円、商品及び製品が65億円、受取手形及び売掛金が28億

円それぞれ減少となりましたが、有価証券が149億円、現金及び預金が87億円それぞれ増加したことによるものであ

ります。 

負債は540億円であり、前連結会計年度末と比べ72億円減少しております。これは主に未払法人税等が64億円増加

となりましたが、支払手形及び買掛金が132億円減少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146億円増加しました。これは主に配当金の支払い70億円により減少した一方、

四半期純利益を210億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4,175億円となり、自己資本比率は

1.7ポイント増加し、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25年５月９日に公表しました通期の業績予想に変更はありません。 

 

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 

該当事項はありません。 

なお、下記のとおり連結の範囲の変更はありましたが、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第10項に規定す

る特定子会社には該当いたしません。 

（連結の範囲の変更） 

前連結会計年度において連結子会社であった㈱吉井カントリークラブは、平成25年４月１日付で連結子会社である

㈱三共クリエイトを存続会社とした吸収合併により解散したため、連結の範囲から除外しております。 

 

(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 

該当事項はありません。 
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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 120,359 129,091

受取手形及び売掛金 44,401 41,580

有価証券 136,993 151,991

商品及び製品 9,039 2,504

仕掛品 300 169

原材料及び貯蔵品 1,338 991

その他 27,113 18,421

貸倒引当金 △40 △41

流動資産合計 339,504 344,710

固定資産   

有形固定資産 47,506 47,640

無形固定資産   

のれん 3,215 2,847

その他 351 415

無形固定資産合計 3,567 3,262

投資その他の資産   

投資有価証券 68,344 69,429

その他 5,720 6,947

貸倒引当金 △4 △3

投資損失引当金 △379 △379

投資その他の資産合計 73,681 75,993

固定資産合計 124,755 126,896

資産合計 464,259 471,606

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 41,327 28,087

1年内返済予定の長期借入金 506 －

未払法人税等 1,677 8,158

賞与引当金 821 1,004

その他 8,858 11,234

流動負債合計 53,191 48,486

固定負債   

長期借入金 2,658 －

役員退職慰労引当金 695 728

退職給付引当金 3,641 3,720

資産除去債務 58 58

その他 1,095 1,090

固定負債合計 8,149 5,598

負債合計 61,340 54,084
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(単位：百万円)

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 14,840 14,840

資本剰余金 23,880 23,880

利益剰余金 382,726 396,784

自己株式 △20,932 △20,934

株主資本合計 400,513 414,570

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,405 2,816

その他の包括利益累計額合計 2,405 2,816

少数株主持分 － 134

純資産合計 402,918 417,522

負債純資産合計 464,259 471,606
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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 53,782 104,666

売上原価 26,367 51,999

売上総利益 27,415 52,667

販売費及び一般管理費 20,463 26,251

営業利益 6,952 26,415

営業外収益   

受取利息 546 526

受取配当金 162 228

持分法による投資利益 － 150

その他 167 114

営業外収益合計 876 1,020

営業外費用   

支払利息 3 2

持分法による投資損失 152 －

為替差損 － 6

その他 5 3

営業外費用合計 161 12

経常利益 7,668 27,423

特別利益   

固定資産売却益 － 4

特別利益合計 － 4

特別損失   

固定資産廃棄損 26 49

特別損失合計 26 49

税金等調整前四半期純利益 7,641 27,378

法人税、住民税及び事業税 2,859 8,400

法人税等調整額 174 △2,237

法人税等合計 3,034 6,163

少数株主損益調整前四半期純利益 4,607 21,215

少数株主利益 － 134

四半期純利益 4,607 21,080
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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 4,607 21,215

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △546 345

持分法適用会社に対する持分相当額 △7 66

その他の包括利益合計 △553 411

四半期包括利益 4,053 21,626

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 4,053 21,492

少数株主に係る四半期包括利益 － 134
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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 7,641 27,378

減価償却費 1,761 1,580

のれん償却額 368 368

引当金の増減額（△は減少） 331 296

受取利息及び受取配当金 △708 △754

支払利息 3 2

持分法による投資損益（△は益） 152 △150

売上債権の増減額（△は増加） 32,233 2,820

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,042 7,017

仕入債務の増減額（△は減少） △29,590 △13,239

その他 2,972 11,283

小計 17,207 36,601

利息及び配当金の受取額 757 833

利息の支払額 △1 △53

法人税等の支払額 △12,873 △1,615

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,089 35,765

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 △5,000 △500

定期預金の払戻による収入 － 5,030

有価証券の取得による支出 － △5,000

有価証券の償還による収入 － 5,000

有形及び無形固定資産の取得による支出 △2,365 △1,603

有形及び無形固定資産の売却による収入 30 148

投資有価証券の取得による支出 △16,615 △16,469

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 8 108

その他 △42 △23

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,984 2,691

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 △7 △3

自己株式の取得による支出 △1 △1

自己株式の売却による収入 0 －

配当金の支払額 △7,022 △7,022

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,030 △10,196

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △9,925 28,260

現金及び現金同等物の期首残高 239,591 215,324

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

322 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 229,989 243,585
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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25年４月１日 至 平成25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：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 29,948 12,154 10,710 52,813 969 53,782 － 53,782

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

－ － － － － － － －

計 29,948 12,154 10,710 52,813 969 53,782 － 53,782

セグメント利益 
又は損失（△） 

5,532 3,497 435 9,466 △164 9,301 △2,349 6,952

(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。 
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