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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第３四半期の連結業績（2020年４月１日～2020年12月31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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年３月期第３四半期 7,663 △41.5 697 △59.8 764 △55.5 365 △66.0
2020年３月期第３四半期 13,108 1.7 1,734 △32.3 1,718 △33.0 1,074 △36.4

(注) 包括利益 2021年３月期第３四半期 378百万円(△63.4％) 2020年３月期第３四半期 1,033百万円(△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

2021年３月期第３四半期 26.67 －

2020年３月期第３四半期 76.30 －
　

　

（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 ％

2021年３月期第３四半期 46,173 39,847 86.3

2020年３月期 48,511 40,612 83.7
(参考) 自己資本 2021年３月期第３四半期 39,847百万円 2020年３月期 40,612百万円
　

　

　

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

2020年３月期 － 17.50 － 17.50 35.00

2021年３月期 － 17.50 －

2021年３月期(予想) 17.50 35.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　

　

　

３．2021年３月期の連結業績予想（2020年４月１日～2021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
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 10,000 △39.6 1,000 △50.9 1,100 △45.8 550 △55.1 40.39
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
　

　　



※ 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 ： 有
　

（注） 詳細は、添付資料７ページ「２.四半期連結財務諸表及び主な注記 (３)四半期連結財務諸表に関する注記事
項（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）」をご覧ください。

　

（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) 2021年３月期３Ｑ 14,263,000株 2020年３月期 14,263,000株

② 期末自己株式数 2021年３月期３Ｑ 923,212株 2020年３月期 350,151株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期３Ｑ 13,708,638株 2020年３月期３Ｑ 14,078,334株

　
　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
・本資料に掲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、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きましては、添付資料２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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、対面型サービス業を中心に夏場に足踏みした後、11月前半頃

まではGo Toキャンペーンの後押しもあって徐々に経済活動の水準を切り上げておりましたが、11月後半から感染症

の再拡大に伴う緊急事態宣言の再発令（2021年1月8日）等により、再び停滞感が強まってきており、当面は、感染

症の抑制と経済活動拡大との両立を模索しつつ、経済の回復ペースを慎重に見極めながらの政策が実行されていく

ものと想定しております。

　当社グループの主な顧客先であるパチンコホールにおいては、規則改正による旧規則機の撤去及び感染症の拡大

等による先行きの不透明感から、設備投資意欲の減少が継続すると思われ、本格的な回復には時間がかかるものと

予想されます。感染症の感染拡大の影響により営業活動が制限される中、当社グループは、加盟店シェアの維持・

向上を図るため、パチンコホールの運営合理化に資する各台計数化や旧機器のリプレイス提案を推進してまいりま

したが、規則改正及び感染症の影響がパチンコホールの経営環境に与える不安が完全に払拭できない状況等により

機器売上やシステム使用料等に関して、前期を大きく下回る経営成績となっております。

当第３四半期連結累計期間の経営成績は、売上高は7,663百万円（前年同四半期比41.5％減）、営業利益は697百

万円（同59.8％減）、経常利益は764百万円（同55.5％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は365百万円（同

66.0％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第３四半期連結会計期間末の総資産は46,173百万円となり、前連結会計年度末と比較し2,337百万円減少いたし

ました。

これは主に、自己株式の取得667百万円及び株主配当金に係る476百万円による現金及び預金の支出と受取手形及

び売掛金651百万円の減少によるものであります。現金及び預金が5,907百万円減少しておりますが、この内4,098百

万円は有価証券・投資有価証券に振り替わっております。

（負債）

負債合計は6,325百万円となり、前連結会計年度末と比較し1,572百万円減少いたしました。

これは主に、支払手形及び買掛金が650百万円、流動負債のその他（主に未払金）が283百万円、未払法人税等が

159百万円減少したことによるものであります。

（純資産）

純資産合計は39,847百万円となり、前連結会計年度末と比較し765百万円減少いたしました。

これは主に、控除要因となる自己株式667百万円の増加及び株主配当金の支払いによる利益剰余金111百万円の減

少によるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年３月期通期の業績予想につきましては、直近の業績動向を踏まえ、2020年５月12日に公表しておりました

業績予想を変更しております。詳細につきましては、本日別途公表しております「業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご参照ください。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 13,249 7,342

受取手形及び売掛金 1,356 705

営業未収入金 412 388

有価証券 16,400 18,399

供託金 3,996 4,090

商品及び製品 1,603 2,288

原材料及び貯蔵品 140 184

その他 1,281 818

貸倒引当金 △1 △0

流動資産合計 38,439 34,217

固定資産

有形固定資産 343 387

無形固定資産 2,374 2,182

投資その他の資産

投資有価証券 6,363 8,426

その他 1,040 1,004

貸倒引当金 △51 △46

投資その他の資産合計 7,353 9,385

固定資産合計 10,071 11,955

資産合計 48,511 46,173

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,306 655

営業未払金 6 6

未払法人税等 385 226

引当金 180 79

その他 3,051 2,590

流動負債合計 4,929 3,558

固定負債

引当金 89 74

退職給付に係る負債 393 425

その他 2,485 2,266

固定負債合計 2,968 2,766

負債合計 7,898 6,325
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 5,500 5,500

資本剰余金 5,122 5,122

利益剰余金 30,512 30,401

自己株式 △458 △1,125

株主資本合計 40,676 39,897

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △63 △50

その他の包括利益累計額合計 △63 △50

純資産合計 40,612 39,847

負債純資産合計 48,511 46,173
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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３四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

売上高 13,108 7,663

売上原価 7,703 3,765

売上総利益 5,405 3,898

販売費及び一般管理費 3,670 3,201

営業利益 1,734 697

営業外収益

受取利息 8 42

受取配当金 17 15

有価証券売却益 8 －

その他 8 15

営業外収益合計 42 72

営業外費用

支払利息 6 4

支払保証料 26 －

中途解約違約金 25 －

その他 0 0

営業外費用合計 58 4

経常利益 1,718 764

特別損失

投資有価証券評価損 － 50

特別損失合計 － 50

税金等調整前四半期純利益 1,718 714

法人税等 644 349

四半期純利益 1,074 365

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,074 365
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

四半期純利益 1,074 365

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △40 13

その他の包括利益合計 △40 13

四半期包括利益 1,033 378

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,033 378
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（３）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）

当社は、2020年９月24日開催の取締役会決議に基づき、自己株式573,000株の取得を行っております。この結果、

当第３四半期連結累計期間において単元未満株式の買取による取得を含めて自己株式が667百万円増加し、当第３四

半期連結会計期間末において自己株式が1,125百万円となっております。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

税金費用の計算

税金費用については、当第３四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する方法を採用しており

ます。

（追加情報）

期首における感染症の拡大に伴う政府による緊急事態宣言後には全国各地のパチンコホールで営業自粛が相次い

だ影響により、当連結会計年度の当社グループ業績に下押しの影響が生じました。その後、同宣言の解除によりパ

チンコホールは営業を再開しておりましたが、感染症の感染再拡大の影響によりパチンコホールでは時短営業が推

奨される等影響は当面続くと思われ、固定資産に関する減損損失の計上要否の判断、繰延税金資産の回収可能性の

判断等会計上の見積りを行うにあたっては、感染症の影響について、少なくとも一定期間続くものとの仮定を置き、

判断しております。

　


