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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第50期

第２四半期
連結累計期間

第51期
第２四半期
連結累計期間

第50期

会計期間
自平成29年４月１日
至平成29年９月30日

自平成30年４月１日
至平成30年９月30日

自平成29年４月１日
至平成30年３月31日

売上高 （百万円） 62,177 80,211 132,765

経常利益 （百万円） 5,009 20,350 13,105

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益
（百万円） 2,122 13,489 6,799

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 2,220 13,501 7,083

純資産額 （百万円） 215,690 226,298 216,701

総資産額 （百万円） 426,953 431,288 430,287

１株当たり四半期（当期）純利

益金額
（円） 21.54 136.77 69.00

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益金額
（円） 21.52 136.75 68.95

自己資本比率 （％） 50.5 52.5 50.4

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） 1,697 18,277 17,538

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） △3,585 △4,924 △7,350

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） △11,912 △10,637 △21,108

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（百万円） 31,313 36,908 34,185

 

回次
第50期

第２四半期
連結会計期間

第51期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自平成29年７月１日
至平成29年９月30日

自平成30年７月１日
至平成30年９月30日

１株当たり四半期純利益金額

又は１株当たり四半期純損失金

額（△）

（円） △2.85 53.72

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第１四半期連

結会計期間の期首から適用しており、前第２四半期連結累計期間及び前連結会計年度に係る主要な経営指標等

については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

 

２【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

(1) 経営成績の状況

当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、天候不順の影響で一時的な落ち込みはあったものの雇用・所

得情勢の改善を背景に、個人消費も回復基調で推移するなど、緩やかに拡大を続けております。

遊技機業界におきましては、平成30年２月１日を施行期日として改正された「風俗営業等の規制及び業務の適正化

等に関する法律施行規則」及び「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」（以下、あわせて「新規則」といい

ます。）の影響により、遊技機市場は引き続き低調に推移しております。遊技機メーカー各社はこれまで以上に遊び

やすく、豊かなゲーム性を搭載した魅力的な遊技機の供給が求められており、新規則に則した遊技機の開発を積極的

に進めています。

ゴルフ業界におきましては、ゴルフプレー人口の減少や労働力不足等の課題を引き続き有しており、ゴルフの更な

る普及に向け、若年層や女性プレーヤーの獲得、多様なプレースタイルへの対応及びゴルフ場運営の効率化等がより

一層求められています。

このような環境下、遊技機事業におきましては「ヒット機種の開発に向けた発案の強化」及び「コスト削減・業務

効率化の推進」を、ゴルフ事業におきましては「商品価値の向上」、「中長期視点での安定的な運営」及び「ゴルフ

場運営の自動化・効率化の推進」を基本方針とし、各施策を推進いたしました。

以上の結果、当第２四半期連結累計期間における業績は、売上高80,211百万円（前年同期比29.0％増）、営業利益

20,743百万円（前年同期比299.0％増）、経常利益20,350百万円（前年同期比306.2％増）、親会社株主に帰属する四

半期純利益13,489百万円（前年同期比535.6％増）となりました。

セグメント別の業績は次のとおりであります。

（遊技機事業）

遊技機事業におきましては、パチンコ機は「JAWS再臨-SHARK PANIC AGAIN-」及び「戦国乙女５～10th

Anniversary～」等を発売し、販売台数は58千台（前年同期比21千台増）、パチスロ機は「パチスロルパン三世　世

界解剖」及び「パチスロ不二子　TYPE A+」等を発売し、販売台数は39千台（前年同期比28千台増）となりました。

販売台数が著しく落ち込んだ前年同期に比べ、販売の着実な伸長により増収増益を果たしました。

以上の結果、売上高37,027百万円（前年同期比102.2％増）、営業利益15,666百万円（前年同期は営業損失749百万

円）となりました。

（ゴルフ事業）

ゴルフ事業におきましては、平成29年７月に立ち上げたハイグレードゴルフ場ブランド「GRAND PGM(グラン　ピー

ジーエム)」に、平成30年６月から桂ゴルフ倶楽部、利府ゴルフ倶楽部を追加し、合計11ゴルフ場として展開をはじ

めております。また、新たな取り組みとして、すべてのゴルファーの要望に対応できることを運営コンセプトとした

インドアゴルフ施設「PGMゴルフアカデミー銀座」の運営を平成30年10月１日より開始いたしました。

売上高及び利益面につきましては、「平成30年７月豪雨」、７月から８月中旬まで続いた猛暑、８月・９月に発生

した度重なる台風や９月に発生した「平成30年北海道胆振東部地震」の自然災害による影響を受け、減収減益となり

ました。

以上の結果、売上高43,183百万円（前年同期比1.6％減）、営業利益6,761百万円（前年同期比10.2％減）となりま

した。

EDINET提出書類

株式会社平和(E02403)

四半期報告書

 3/20



(2) 財政状態の状況

（資産の部）

総資産は、前連結会計年度末に比べ1,000百万円増加し、431,288百万円となりました。現金及び預金が10,346百万

円、流動資産のその他が4,248百万円、電子記録債権が779百万円、建物及び構築物（純額）が690百万円減少する一

方、有価証券が13,790百万円、受取手形及び売掛金が4,383百万円増加しております。

（負債の部）

負債は、前連結会計年度末に比べ8,596百万円減少し、204,989百万円となりました。未払法人税等が3,134百万

円、支払手形及び買掛金が535百万円増加する一方、長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）が6,159百万

円、電子記録債務が4,414百万円、流動負債のその他が1,845百万円減少しております。

（純資産の部）

純資産は、親会社株主に帰属する四半期純利益の組み入れにより利益剰余金が13,489百万円増加する一方、剰余金

の配当により利益剰余金が3,943百万円減少したこと等により、前連結会計年度末より9,597百万円増加し、226,298

百万円となりました。

この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の50.4％から52.5％となっております。

 

(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の増減額は、2,723百万円のプラスとなり、現金及び現金

同等物の当第２四半期連結会計期間末残高は36,908百万円となりました。

当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、18,277百万円のプラス（前年同期は

1,697百万円のプラス）となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益20,355百万円、減価償却費4,773百万円

となった一方、売上債権の増加額3,642百万円、仕入債務の減少額3,702百万円、法人税等の支払額2,931百万円と

なったことによるものであります。

当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、4,924百万円のマイナス（前年同期は

3,585百万円のマイナス）となりました。これは主に定期預金の払戻による収入26,860百万円、有価証券及び投資有

価証券の売却及び償還による収入30,912百万円となった一方、定期預金の預入による支出19,350百万円、有価証券及

び投資有価証券の取得による支出39,140百万円、有形固定資産の取得による支出4,109百万円となったことによるも

のであります。

当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、10,637百万円のマイナス（前年同期は

11,912百万円のマイナス）となりました。これは主に長期借入金の返済による支出10,159百万円、配当金の支払額

3,945百万円となったことによるものであります。

 

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(5) 研究開発活動

当第２四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、2,972百万円であります。

なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

(6) 経営方針・経営戦略等

当第２四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあり

ません。

 

３【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 228,903,400

計 228,903,400

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株)
（平成30年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成30年11月12日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 99,809,060 99,809,060 東京証券取引所市場第一部
単元株式数

100株

計 99,809,060 99,809,060 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成30年７月１日～

平成30年９月30日
－ 99,809,060 － 16,755 － 16,675
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（５）【大株主の状況】

  平成30年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式（自

己株式を除

く。）の総数に

対する所有株式

数の割合（％）

㈱石原ホールディングス 沖縄県那覇市上之屋１丁目10番20号 38,250 38.78

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口） 東京都中央区晴海１丁目８－11 4,586 4.65

石原　慎也 東京都港区 2,994 3.04

石原　昌幸 東京都港区 2,994 3.04

日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口） 東京都港区浜松町２丁目11番３号 2,693 2.73

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口

９）
東京都中央区晴海１丁目８－11 1,522 1.54

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口

５）
東京都中央区晴海１丁目８－11 1,147 1.16

杉山　由梨 東京都港区 1,000 1.01

ＪＰＭＣ　ＧＯＬＤＭＡＮ　ＳＡＣＨＳ　ＴＲＵ

ＳＴ　ＪＡＳＤＥＣ　ＬＥＮＤＩＮＧ　ＡＣＣＯ

ＵＮＴ

（常任代理人　㈱三菱ＵＦＪ銀行）

ＧＯＬＤＭＡＮ　ＳＡＣＨＳ　ＡＮ

Ｄ　ＣＯ，　180　ＭＡＩＤＥＮ　Ｌ

ＡＮＥ，　37／90ＴＨ　ＦＬＯＯ

Ｒ，　ＮＥＷ　ＹＯＲＫ，　ＮＹ　

10038　Ｕ．Ｓ．Ａ．

（東京都千代田区丸の内２丁目７－

１　決済事業部）

872 0.88

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口

１）
東京都中央区晴海１丁目８－11 859 0.87

計 － 56,919 57.70

（注）１．上記所有株式数のうち、信託業務等に係る株式数は次のとおりであります。

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口） 　　　　　　　4,586千株

日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口）　　　　　　　　　　2,693千株

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口９） 　　　　　　1,522千株

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口５） 　　　　　　1,147千株

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口１） 　　　　　　　859千株

２．上記のほか、自己株式が1,169千株あります。
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成30年９月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 1,169,400 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 98,033,800 980,338 －

単元未満株式 普通株式 605,860 － －

発行済株式総数 99,809,060 － －

総株主の議決権 － 980,338 －

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、㈱証券保管振替機構名義の株式が3,000株含まれております。なお、

「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数30個が含まれております。

②【自己株式等】

平成30年９月30日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

株式会社平和
東京都台東区東上野

一丁目16番１号
1,169,400 － 1,169,400 1.17

計 － 1,169,400 － 1,169,400 1.17

 

 

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣

府令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成30年７月１日から平

成30年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成30年４月１日から平成30年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【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30年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成30年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 41,405 31,058

受取手形及び売掛金 ※１ 8,607 ※１ 12,991

電子記録債権 ※１ 2,744 ※１ 1,965

有価証券 44,839 58,629

商品及び製品 2,934 2,475

原材料及び貯蔵品 5,473 5,224

その他 12,802 8,554

貸倒引当金 △598 △616

流動資産合計 118,209 120,282

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 66,307 65,616

土地 201,995 202,046

その他（純額） 14,281 14,175

有形固定資産合計 282,584 281,838

無形固定資産 7,127 6,868

投資その他の資産   

投資有価証券 10,010 9,943

その他 12,911 12,893

貸倒引当金 △556 △538

投資その他の資産合計 22,365 22,298

固定資産合計 312,077 311,005

資産合計 430,287 431,288

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,969 3,504

電子記録債務 10,811 6,397

1年内返済予定の長期借入金 35,228 29,715

未払法人税等 2,663 5,797

引当金 2,519 2,416

その他 13,595 11,750

流動負債合計 67,787 59,581

固定負債   

長期借入金 87,888 87,242

退職給付に係る負債 4,597 4,686

その他 53,312 53,478

固定負債合計 145,798 145,408

負債合計 213,586 204,989
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成30年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成30年９月30日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 16,755 16,755

資本剰余金 54,858 54,863

利益剰余金 146,187 155,732

自己株式 △1,377 △1,330

株主資本合計 216,423 226,020

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 519 474

退職給付に係る調整累計額 △253 △195

その他の包括利益累計額合計 266 278

新株予約権 11 －

非支配株主持分 0 0

純資産合計 216,701 226,298

負債純資産合計 430,287 431,288
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（２）【四半期連結損益及び包括利益計算書】

【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29年４月１日
　至　平成29年９月30日)

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

売上高 62,177 80,211

売上原価 41,976 46,528

売上総利益 20,200 33,683

販売費及び一般管理費 ※ 15,001 ※ 12,939

営業利益 5,199 20,743

営業外収益   

受取利息 90 89

受取配当金 26 21

有価証券償還益 64 2

売電収入 92 93

原材料売却益 121 25

その他 199 201

営業外収益合計 595 433

営業外費用   

支払利息 353 279

支払手数料 118 42

固定資産除却損 160 57

災害損失引当金繰入額 16 207

その他 135 239

営業外費用合計 785 827

経常利益 5,009 20,350

特別利益   

新株予約権戻入益 0 4

特別利益合計 0 4

特別損失   

固定資産除却損 30 －

投資有価証券評価損 45 －

特別損失合計 75 －

税金等調整前四半期純利益 4,934 20,355

法人税等 2,811 6,865

四半期純利益 2,122 13,489

（内訳）   

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,122 13,489

非支配株主に帰属する四半期純利益 0 0

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 15 △45

退職給付に係る調整額 82 57

その他の包括利益合計 97 11

四半期包括利益 2,220 13,501

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,220 13,501

非支配株主に係る四半期包括利益 0 0
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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29年４月１日
　至　平成29年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成30年４月１日
　至　平成30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 4,934 20,355

減価償却費 5,017 4,773

貸倒引当金の増減額（△は減少） 31 0

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,527 △349

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △188 31

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 244 176

受取利息及び受取配当金 △117 △110

支払利息 353 279

為替差損益（△は益） △0 △7

固定資産除却損 30 －

投資有価証券評価損益（△は益） 45 －

有価証券償還損益（△は益） △64 △2

前渡金の増減額（△は増加） 222 109

未収消費税等の増減額（△は増加） △472 2,204

売上債権の増減額（△は増加） 4,436 △3,642

たな卸資産の増減額（△は増加） 528 708

仕入債務の増減額（△は減少） △4,954 △3,702

未払金の増減額（△は減少） △955 △373

未払消費税等の増減額（△は減少） △601 1,590

前受金の増減額（△は減少） △2,436 △2,451

その他 △70 69

小計 4,453 19,657

利息及び配当金の受取額 131 122

利息の支払額 △359 △282

法人税等の支払額 △3,904 △2,931

法人税等の還付額 1,377 1,710

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,697 18,277

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 △24,420 △19,350

定期預金の払戻による収入 36,850 26,860

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △32,312 △39,140

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による

収入
31,138 30,912

有形固定資産の取得による支出 △10,297 △4,109

有形固定資産の売却による収入 11 4

無形固定資産の取得による支出 △287 △24

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

支出
△4,534 －

その他 266 △77

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,585 △4,924

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 11,387 3,959

長期借入金の返済による支出 △16,657 △10,159

自己株式の取得による支出 △5 △4

ストックオプションの行使による収入 9 48

更生債権等の弁済による支出 △1,764 －

配当金の支払額 △3,939 △3,945

その他 △943 △537

財務活動によるキャッシュ・フロー △11,912 △10,637

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △13,799 2,723

現金及び現金同等物の期首残高 45,113 34,185

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 31,313 ※ 36,908
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（たな卸資産の評価方法の変更）

一部の連結子会社では、商品及び貯蔵品の評価方法について、従来、主として先入先出法を採用しておりました

が、第１四半期連結会計期間より、主として移動平均法に変更いたしました。この評価方法の変更は、管理システム

の整備を契機として、より迅速かつ適正な期間損益計算を行うことを目的としたものであります。

なお、この変更による影響額は軽微であるため、遡及適用は行っておりません。

 

 

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

(税金費用の計算)

当社及び一部の連結子会社の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。

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、税引前四半期

純利益に一時差異等に該当しない重要な差異を加減したうえで、法定実効税率を乗じる方法によっております。

 

 

（追加情報）

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第１四半期連結会

計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分

に表示しております。

 

 

（四半期連結貸借対照表関係）

　※１　四半期連結会計期間末日満期手形等

　四半期連結会計期間末日満期手形等の会計処理については、手形等の交換日をもって決済処理をしております。

なお、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形等が四半

期連結会計期間末日残高に含まれております。

 
前連結会計年度

（平成30年３月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成30年９月30日）

受取手形 972百万円 614百万円

電子記録債権 1,187 655

 

　２　当社の連結子会社であるパシフィックゴルフマネージメント㈱は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀

行１行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

 
 

 
前連結会計年度

（平成30年３月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成30年９月30日）

当座貸越極度額 3,000百万円 3,000百万円

借入実行残高 － －

差引額 3,000 3,000
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（四半期連結損益及び包括利益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
　前第２四半期連結累計期間
（自　平成29年４月１日

　　至　平成29年９月30日）

　当第２四半期連結累計期間
（自　平成30年４月１日

　　至　平成30年９月30日）

賞与引当金繰入額 164百万円 187百万円

役員賞与引当金繰入額 － 31

退職給付費用 161 168

株主優待引当金繰入額 915 942

貸倒引当金繰入額 49 59

研究開発費 5,576 2,972

 

 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりで

あります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成29年４月１日
至　平成29年９月30日）

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

現金及び預金勘定 38,253百万円 31,058百万円

有価証券勘定 41,780 58,629

合計 80,033 89,688

預入期間が３か月を超える定期預金 △21,470 △13,640

株式及び償還までの期間が３か月を

超える債券等
△27,250 △39,139

現金及び現金同等物 31,313 36,908
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年９月30日）

１.配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年６月29日

定時株主総会
普通株式 3,940 40 平成29年３月31日 平成29年６月30日 利益剰余金

 

２.基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

末後となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年11月14日

取締役会
普通株式 3,940 40 平成29年９月30日 平成29年12月８日 利益剰余金

 

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

１.配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成30年６月28日

定時株主総会
普通株式 3,943 40 平成30年３月31日 平成30年６月29日 利益剰余金

 

２.基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

末後となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成30年11月９日

取締役会
普通株式 3,945 40 平成30年９月30日 平成30年12月10日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29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
調整額
(注)１

四半期連結
損益及び包
括利益計算
書計上額
(注)２

 遊技機事業 ゴルフ事業 計

売上高      

外部顧客への売上高 18,310 43,866 62,177 － 62,177

セグメント間の内部売上高又は
振替高

－ 5 5 △5 －

計 18,310 43,872 62,183 △5 62,177

セグメント利益又は損失（△） △749 7,530 6,780 △1,580 5,199

（注）１. セグメント利益又は損失の調整額△1,580百万円には、セグメント間取引消去４百万円及び配賦不

能営業費用△1,584百万円が含まれております。配賦不能営業費用は、提出会社の管理部門に係る

費用であります。

２. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整を行っておりま

す。

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成30年４月１日　至　平成30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
調整額
(注)１

四半期連結
損益及び包
括利益計算
書計上額
(注)２

 遊技機事業 ゴルフ事業 計

売上高      

外部顧客への売上高 37,027 43,183 80,211 － 80,211

セグメント間の内部売上高又は
振替高

－ 5 5 △5 －

計 37,027 43,188 80,216 △5 80,211

セグメント利益又は損失（△） 15,666 6,761 22,428 △1,684 20,743

（注）１. セグメント利益又は損失の調整額△1,684百万円には、セグメント間取引消去４百万円及び配賦不

能営業費用△1,688百万円が含まれております。配賦不能営業費用は、提出会社の管理部門に係る

費用であります。

２. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整を行っておりま

す。
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成29年４月１日
至　平成29年９月30日）

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

(1）１株当たり四半期純利益金額 21円54銭 136円77銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額　　

（百万円）
2,122 13,489

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純利益金額（百万円）
2,122 13,489

普通株式の期中平均株式数（千株） 98,507 98,627

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 21円52銭 136円75銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額　

（百万円）
－ －

普通株式増加数（千株） 97 16

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

－ －

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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２【その他】

平成30年11月９日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

（イ）配当金の総額・・・・・・・・・・・・・・・・3,945百万円

（ロ）１株当たりの金額・・・・・・・・・・・・・・40円00銭

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日・・・・・平成30年12月10日

（注）平成30年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成30年11月８日

株式会社平和

取締役会　御中

 

有限責任監査法人トーマツ

 

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 平野　　満　　印

 
 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 末村　あおぎ　印

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社平和の

平成30年４月１日から平成31年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成30年７月１日から平成30年

９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成30年４月１日から平成30年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益及び包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び

注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社平和及び連結子会社の平成30年９月30日現在の財政状態並び

に同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信

じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以 上
 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
 

EDINET提出書類

株式会社平和(E02403)

四半期報告書

20/20


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容

	第２事業の状況
	１事業等のリスク
	２経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
	３経営上の重要な契約等

	第３提出会社の状況
	１株式等の状況
	（１）株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	（２）新株予約権等の状況
	①ストックオプション制度の内容
	②その他の新株予約権等の状況

	（３）行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
	（４）発行済株式総数、資本金等の推移
	（５）大株主の状況
	（６）議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２役員の状況

	第４経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	（１）四半期連結貸借対照表
	（２）四半期連結損益及び包括利益計算書
	第２四半期連結累計期間

	（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
	注記事項
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

