
平成24年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成23年8月4日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 平和 上場取引所 東 

コード番号 6412 URL http://www.heiwanet.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 石橋 保彦

問合せ先責任者 （役職名） 執行役員経営企画室長 （氏名） 太田 裕 TEL 03-3839-0701
四半期報告書提出予定日 平成23年8月8日

配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無

四半期決算説明会開催の有無 ： 無

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 21,061 3.2 8,638 105.7 11,144 70.2 7,435 50.8
23年3月期第1四半期 20,401 501.5 4,199 ― 6,548 ― 4,930 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 7,487百万円 （53.8％） 23年3月期第1四半期 4,869百万円 （―％）

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 87.16 87.05
23年3月期第1四半期 49.90 49.47

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 143,546 101,228 70.4
23年3月期 148,783 96,717 64.9

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  101,116百万円 23年3月期  96,614百万円

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 ― 25.00 ― 35.00 60.00
24年3月期 ―

24年3月期（予想） 25.00 ― 25.00 50.00

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) 41,000 △5.7 9,600 13.2 14,200 8.0 10,300 8.5 120.74
通期 78,200 △8.9 14,800 △3.1 23,900 △3.2 18,100 △11.5 212.17



(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、金融商品取引法に基づく四半期
連結財務諸表のレビュー手続は実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載した予想数値は、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、今後の様々な要因により異なる結果となることがあります。 

4.  その他

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 99,809,060 株 23年3月期 99,809,060 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 14,501,252 株 23年3月期 14,501,252 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 85,307,808 株 23年3月期1Q 98,808,574 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り、企業の生産活動が急速に悪化

したことに加え、個人消費の低迷や、失業率が高水準で推移するなど、厳しい環境が続いております。 

当社グループを取り巻く遊技機業界の動向におきましては、東日本大震災及び震災直後の計画停電により、パチ

ンコホールでは、遊技機の入替自粛、営業時間の短縮が実施されたことに加え、消費者の生活防衛意識の高まりか

ら、個人消費の冷え込みが顕著となり、厳しい環境で推移いたしました。 

また、各遊技機メーカーにおきましても、震災の影響により、新機種の発売延期等が行われたため、当第１四半

期連結累計期間における遊技機の販売台数は低調に推移いたしました。 

そのような環境下、当社グループは、遊技機事業におきまして、パチンコ機「ラブ嬢」、「戦国乙女２」を発売

し、販売台数48千台、売上高は15,029百万円となりました。パチスロ機は、「パチスロ鉄拳伝タフ２ｎｄ ＲＯＵ

ＮＤ」、「ドラゴノーツ ザ・レゾナンス」、「蝶々乱舞」を発売し、販売台数20千台、売上高は5,898百万円とな

りました。 

また、その他の事業として、情報配信サービス等を行い、売上高は133百万円となりました。 

これらの結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は21,061百万円（前年同期比3.2％増）となりまし

た。利益面につきましては、パチンコ機におきまして、売上総利益率の高いゲージ盤の販売比率が一時的に増加し

たことなどにより、営業利益8,638百万円（前年同期比105.7％増）、経常利益11,144百万円（前年同期比70.2％

増）、四半期純利益7,435百万円（前年同期比50.8％増）となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、仕入債務の支払いにともなう運用資産の減少等により前連結会

計年度末に比べ5,236百万円減少し、143,546百万円となりました。 

負債は、投入機種の部材購入・量産のタイミング等の相違による支払手形及び買掛金の減少4,596百万円及び負

ののれんの償却2,150百万円等により前連結会計年度末に比べ9,747百万円減少し、42,318百万円となりました。 

純資産は、四半期純利益の組み入れにより利益剰余金が7,435百万円増加する一方、剰余金の配当による減少

2,985百万円等により前連結会計年度末より4,510百万円増加し、101,228百万円となりました。 

その結果、自己資本比率は70.4％となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年３月期の連結業績予想につきましては、平成23年５月13日に公表した連結業績予想から変更はありませ

ん。 

  

  

（１）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。 

  

（２）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。 

  

（３）追加情報 

当第１四半期連結会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。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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 24,541 24,234

受取手形及び売掛金 10,482 13,453

有価証券 39,436 29,559

商品及び製品 536 474

原材料及び貯蔵品 5,054 5,626

その他 8,443 8,158

貸倒引当金 △54 △3

流動資産合計 88,439 81,501

固定資産   

有形固定資産   

土地 17,509 17,509

その他（純額） 12,570 12,334

有形固定資産合計 30,079 29,843

無形固定資産 85 78

投資その他の資産   

投資有価証券 25,748 27,665

その他 4,946 4,970

貸倒引当金 △515 △513

投資その他の資産合計 30,178 32,122

固定資産合計 60,343 62,044

資産合計 148,783 143,546

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 16,268 11,671

1年内返済予定の長期借入金 6,518 6,503

未払法人税等 4,199 3,003

引当金 986 133

その他 6,945 6,176

流動負債合計 34,918 27,489

固定負債   

長期借入金 1,122 1,046

退職給付引当金 1,367 1,320

その他の引当金 904 961

負ののれん 12,903 10,752

その他 848 747

固定負債合計 17,146 14,829

負債合計 52,065 42,318
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（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 16,755 16,755

資本剰余金 53,063 53,063

利益剰余金 42,410 46,860

自己株式 △15,890 △15,890

株主資本合計 96,338 100,788

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 275 328

その他の包括利益累計額合計 275 328

新株予約権 102 111

純資産合計 96,717 101,228

負債純資産合計 148,783 143,546
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
（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) 

売上高 20,401 21,061

売上原価 11,044 7,657

売上総利益 9,356 13,403

販売費及び一般管理費 5,156 4,764

営業利益 4,199 8,638

営業外収益   

受取利息 143 250

受取配当金 54 48

負ののれん償却額 2,150 2,150

その他 76 122

営業外収益合計 2,425 2,572

営業外費用   

支払利息 25 22

有価証券償還損 － 11

投資事業組合運用損 24 10

減価償却費 25 21

その他 0 1

営業外費用合計 76 66

経常利益 6,548 11,144

特別利益   

固定資産売却益 0 －

貸倒引当金戻入額 4 －

特別利益合計 4 －

特別損失   

固定資産除却損 19 1

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 20 －

特別損失合計 40 1

税金等調整前四半期純利益 6,512 11,143

法人税等 1,582 3,708

少数株主損益調整前四半期純利益 4,930 7,435

少数株主利益 － －

四半期純利益 4,930 7,435

少数株主利益 － －

少数株主損益調整前四半期純利益 4,930 7,435
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（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) 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △60 52

その他の包括利益合計 △60 52

四半期包括利益 4,869 7,487

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 4,869 7,487

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。 

  

  

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）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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