
平成23年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成22年11月11日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 三精輸送機株式会社 上場取引所 大 

コード番号 6357 URL http://www.sanseiyusoki.com/
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名） 中川 実

問合せ先責任者 （役職名） 取締役常務執行役員管理本部長 （氏名） 昇 賢治 TEL 06-6385-5621
四半期報告書提出予定日 平成22年11月12日 配当支払開始予定日 平成22年12月6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23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 5,466 1.2 464 △33.1 538 △41.2 231 △48.2

22年3月期第2四半期 5,404 1.4 694 29.1 916 42.8 447 △15.8

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

23年3月期第2四半期 14.27 ―

22年3月期第2四半期 23.26 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年3月期第2四半期 25,635 22,818 81.7 1,290.85
22年3月期 27,223 23,027 77.8 1,304.96

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  20,950百万円 22年3月期  21,180百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年3月期 ― 7.00 ― 7.00 14.00
23年3月期 ― 7.00

23年3月期 
（予想）

― 7.00 14.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有  
 

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 13,200 0.1 1,100 △41.2 1,250 △42.7 530 △25.9 32.66



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(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きの対象外であり、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
基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了しておりません。 

※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、
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、上半期実績を反映し平成22年5月14日に公表致しました平成23年3月期業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日（平成22年11月11
日）公表の「通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

4.  その他   詳細は、【添付資料】P.３ページ「その他の情報」をご覧ください。

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 19,332,057株 22年3月期  19,332,057株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  3,102,232株 22年3月期  3,101,350株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 16,230,078株 22年3月期2Q  19,232,433株
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当第２四半期連結累計期間のわが国経済は、企業収益や設備投資に持ち直しの動きが見られましたも

のの、急激な円高の進行やデフレ懸念等、依然として予断を許さない状況が続いております。 

このような環境下、当社グループは当期を初年度とする新中期経営計画を策定し、当面の業績向上と

経営基盤の強化に全力で取組むと共に、昇降機・舞台機構・遊戯機械の３事業をコアに「技術」と「品

質」と「顧客対応力」の向上に一段と注力しております。 

 当第２四半期連結累計期間の売上高は5,466百万円（前年同期比1.2％増）となりましたものの、前年

同期に比べ利益率が低下し営業利益は464百万円（同33.1％減）、経常利益は538百万円（同41.2％

減）、四半期純利益は231百万円（同48.2％減）となりました。 

  

当第２四半期連結累計期間のセグメント別の業績は以下のとおりであります。 

 (売上高はセグメント間の内部売上高を含んでおりません） 

製品製造関連 

製品製造関連におきましては、舞台機構部門や特に遊戯機械部門が順調に推移し売上高は2,357百万

円、セグメント利益は442百万円となりました。 

修理保守関連 

修理保守関連におきましては、堅調に推移したものの前期に比し大型の改修案件が少なく、売上高

は2,974百万円、セグメント利益は339百万円となりました。 

その他 

その他につきましては売上高は134百万円、セグメント利益は59百万円となりました。 

  

資産の部では、流動資産は前連結会計年度末に比べ1,572百万円減少し13,767百万円となりました。

これは主に、受取手形及び売掛金が1,071百万円、有価証券が505百万円減少したことによります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ15百万円減少し11,868百万円となりました。 

この結果、総資産は前連結会計年度末に比べ1,587百万円減少し25,635百万円となりました。 

負債の部では、流動負債は前連結会計年度末に比べ1,225百万円減少し1,620百万円となりました。こ

れは主に、支払手形及び買掛金が337百万円、未払法人税等が564百万円減少したことによります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べ152百万円減少し1,197百万円となりました。これは主に、繰延

税金負債の減少によるものであります。 

この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べ1,378百万円減少し、2,817百万円となりました。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ209百万円減少し、22,818百万円となりました。これは主に、そ

の他有価証券評価差額金の減少によるものであります。 

キャッシュ・フローの状況につきましては、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等

物（以下「資金」）は、前連結会計年度末に比べ316百万円減少し6,300百万円となりました。 

各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ1,727百万円減少し178百万円とな

りました。これは主に税金等調整前四半期純利益が519百万円、売掛債権の減少による収入1,071百万円

があったものの、仕入債務の減少407百万円や前受金の減少190百万円及び法人税等の支払780百万円に

よるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ2,009百万円増加し340百万円とな

りました。これは主に投資有価証券の取得によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ21百万円減少し154百万円となり

ました。これは主に配当金の支払によるものであります。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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今後のわが国経済は、引続き不透明感が強いまま推移するものと予想されますが、現時点における通

期の連結業績の見通しにつきましては、第２四半期連結累計期間における業績の進捗状況を踏まえ今後

の業績予想の見直しを行い、平成22年５月14日に公表いたしました平成23年３月期連結業績予想を修正

いたしております。 

  

該当事項はありません。 

  

①棚卸資産の評価方法 

当第２四半期会計期間末の棚卸高の算定に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地

棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

②固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定す

る方法によっております。 

③税金費用の計算 

当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。 

④原価差異の繰延処理 

操業度等の季節的な変動に起因して発生した原価差異につきましては、原価計算期間末までにほぼ

解消が見込まれるため、当該原価差異を流動資産として繰延べております。 

  

１．資産除去債務に関する会計基準等の適用 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20

年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平

成20年３月31日）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

２．表示方法の変更 

「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20年12月26日）に基づく「財務諸

表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内

閣府令第５号）の適用により、当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利

益」の科目で表示しております。 

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,019,448 7,128,600 

受取手形及び売掛金 3,796,243 4,867,253 

有価証券 1,907,947 2,413,833 

仕掛品 361,242 200,035 

原材料及び貯蔵品 273,070 308,682 

その他 409,797 421,552 

貸倒引当金 △67 △61 

流動資産合計 13,767,681 15,339,896 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,182,456 4,172,090 

減価償却累計額 △1,156,134 △1,088,371 

建物及び構築物（純額） 3,026,322 3,083,719 

機械装置及び運搬具 865,365 734,347 

減価償却累計額 △583,989 △413,640 

機械装置及び運搬具（純額） 281,376 320,707 

土地 2,615,073 2,615,073 

建設仮勘定 － 1,710 

その他 547,651 479,917 

減価償却累計額 △407,373 △346,897 

その他（純額） 140,277 133,020 

有形固定資産合計 6,063,049 6,154,230 

無形固定資産 86,930 81,231 

投資その他の資産   

投資有価証券 4,353,811 4,493,890 

長期貸付金 290,846 165,886 

繰延税金資産 167,712 93,362 

その他 910,667 900,679 

貸倒引当金 △4,900 △5,965 

投資その他の資産合計 5,718,137 5,647,852 

固定資産合計 11,868,117 11,883,314 

資産合計 25,635,798 27,223,211 
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 672,639 1,010,568 

未払法人税等 208,730 773,211 

未払消費税等 － 64,066 

前受金 148,639 339,200 

賞与引当金 283,533 279,245 

役員賞与引当金 － 24,000 

工事損失引当金 172,336 147,147 

その他 134,225 208,262 

流動負債合計 1,620,105 2,845,703 

固定負債   

退職給付引当金 705,149 692,650 

長期未払金 379,801 379,801 

その他 112,642 277,655 

固定負債合計 1,197,593 1,350,107 

負債合計 2,817,699 4,195,810 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,251,279 3,251,279 

資本剰余金 2,989,057 2,989,057 

利益剰余金 16,112,956 15,994,988 

自己株式 △1,509,316 △1,508,954 

株主資本合計 20,843,976 20,726,370 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 106,406 454,854 

繰延ヘッジ損益 △170 △756 

評価・換算差額等合計 106,235 454,098 

少数株主持分 1,867,886 1,846,931 

純資産合計 22,818,099 23,027,400 

負債純資産合計 25,635,798 27,223,211 

三精輸送機（6357）　平成23年3月期第2四半期決算短信

5



(2) 四半期連結損益計算書 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 5,404,662 5,466,901 

売上原価 3,538,297 3,808,455 

売上総利益 1,866,365 1,658,446 

販売費及び一般管理費 1,172,180 1,194,131 

営業利益 694,185 464,315 

営業外収益   

受取利息 25,781 22,893 

受取配当金 34,948 29,734 

保険配当金 143,129 3,893 

その他 19,769 18,371 

営業外収益合計 223,629 74,892 

営業外費用   

支払利息 362 179 

支払手数料 399 － 

その他 213 279 

営業外費用合計 974 458 

経常利益 916,840 538,749 

特別利益   

投資有価証券清算益 20,574 － 

貸倒引当金戻入額 266 1,065 

特別利益合計 20,840 1,065 

特別損失   

固定資産除却損 231 151 

投資有価証券評価損 3,499 4,309 

投資有価証券償還損 － 3,260 

たな卸資産廃棄損 － 12,296 

特別損失合計 3,730 20,017 

税金等調整前四半期純利益 933,950 519,796 

法人税等 390,096 227,730 

少数株主損益調整前四半期純利益 － 292,066 

少数株主利益 96,447 60,483 

四半期純利益 447,406 231,582 
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 933,950 519,796 

減価償却費 142,248 131,596 

ソフトウエア償却費 13,970 13,038 

長期前払費用償却額 3,055 2,299 

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,740 4,287 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △24,000 △24,000 

工事損失引当金の増減額（△は減少） △5,020 25,189 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △22,173 12,499 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △266 △1,058 

受取利息及び受取配当金 △60,730 △52,628 

支払利息 362 179 

たな卸資産廃棄損 － 12,296 

固定資産除却損 231 151 

投資有価証券評価損益（△は益） 3,499 4,309 

投資有価証券償還損益（△は益） － 3,260 

売上債権の増減額（△は増加） 1,108,314 1,071,010 

たな卸資産の増減額（△は増加） 31,350 △137,891 

仕入債務の増減額（△は減少） △191,362 △407,824 

前受金の増減額（△は減少） △283,763 △190,561 

その他の資産の増減額（△は増加） 459,638 △11,283 

その他の負債の増減額（△は減少） 1,144 △4,258 

未払消費税等の増減額（△は減少） △133,638 △64,066 

その他 △20,574 － 

小計 1,958,978 906,343 

利息及び配当金の受取額 61,407 52,628 

利息の支払額 △362 △179 

法人税等の支払額 △113,648 △780,007 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,906,374 178,784 

三精輸送機（6357）　平成23年3月期第2四半期決算短信

7



（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

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 △743,406 － 

定期預金の払戻による収入 1,743,406 － 

有価証券の取得による支出 △600,560 △600,247 

有価証券の売却による収入 1,699,754 999,925 

投資有価証券の取得による支出 △410,300 △555,469 

有形固定資産の取得による支出 △12,117 △42,403 

無形固定資産の取得による支出 △32,532 △18,609 

貸付けによる支出 △2,100 △128,700 

貸付金の回収による収入 6,546 4,822 

その他 20,574 － 

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,669,264 △340,682 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 △368 △736 

自己株式の取得による支出 △1,393 △361 

自己株式の売却による収入 275 － 

配当金の支払額 △134,597 △113,658 

少数株主への配当金の支払額 △40,000 △40,000 

財務活動によるキャッシュ・フロー △176,083 △154,757 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,399,556 △316,655 

現金及び現金同等物の期首残高 5,729,720 6,617,279 

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,129,276 6,300,624 
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当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

該当事項はありません。 
  

前第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日)及び前第２四半期累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

全セグメントの連結売上高の合計、営業利益の合計額に占める製造業の割合が、いずれも90％を超え

るため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 
  

前第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日)及び前第２四半期累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

本国以外の国、または地域に所在する支店・営業所及び連結子会社はないため、所在地別セグメント

情報の記載を省略しております。 
  

前第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日)及び前第２四半期累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 
  

(追加情報) 

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平成

21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号

 平成20年３月21日)を適用しております。 
  

１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会にお

いて経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであり

ます。 

当社は、昇降機・舞台機構・遊戯機械を製造納入する部門と、納入した製品の修理改修・保守を行う部

門とに区分されます。 

 よって、昇降機・舞台機構・遊戯機械部門を「製品製造関連」とし、製品の修理改修・保守部門を「修

理保守関連」とする２つの報告セグメントから構成されております。 
  
２  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 

当第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日) 

 
（注）「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、不動産業及びレジャー・サービス業

    であります。 
  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント
その他
（注）

合計

製品製造関連 修理保守関連 計

売上高

  外部顧客への売上高 2,357,696 2,974,632 5,332,328 134,573 5,466,901

  セグメント間の内部売上 
 高又は振替高

2,607 - 2,607 390 2,997

計 2,360,303 2,974,632 5,334,935 134,963 5,469,898

セグメント利益 442,117 339,583 781,701 59,100 840,801
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３  報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容(差異調整に関する事項) 

 
(注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 781,701

「その他」の区分の利益 59,100

全社費用(注) △376,486

四半期連結損益計算書の営業利益 464,315

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

三精輸送機（6357）　平成23年3月期第2四半期決算短信

10




