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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 2,462 △2.9 14 △93.9 82 △71.5 143 7.5
23年3月期第1四半期 2,536 16.4 243 △32.2 289 △45.6 133 △47.8

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 117百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △93百万円 （―％）

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 8.86 ―
23年3月期第1四半期 8.24 ―

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 24,656 21,268 86.3
23年3月期 26,882 23,253 79.1
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  21,268百万円 23年3月期  21,265百万円

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 ― 7.00 ― 7.00 14.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 7.00 ― 7.00 14.00

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) 5,700 4.3 200 △56.9 250 △53.6 30 △87.0 1.85
通期 13,600 2.2 1,050 △23.6 1,200 △25.3 500 2.2 30.81



(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手続きの対象外でありますが、この四半期決算短信の開示時期において、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きは終了しております。 

※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、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いては、四半期
決算短信（添付資料）2ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

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） 24年3月期1Q 19,332,057 株 23年3月期 19,332,057 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 3,103,507 株 23年3月期 3,103,507 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 16,228,550 株 23年3月期1Q 16,230,331 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響もあり、景気の動向は不安定

なまま推移してまいりました。 

このような環境下、当社グループは舞台機構・遊戯機械・昇降機の３事業各分野で、業績の向上に全

力で取組んでまいりましたが、売上高は2,462百万円（前年同期比2.9％減）となり、利益面は一部の低

採算工事の影響もあり、営業利益は14百万円（同93.9％減）、経常利益は82百万円（同71.5％減）とな

りました。 

一方、四半期純利益は、子会社の繰延税金資産増加を主因に143百万円（同7.5％増）となりました。

  

  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を含んでおりません） 

製品製造関連 

売上高は、遊戯機械部門の大型物件の納入が一巡したこと等により844百万円（前年同期比23.5％

減）となり、セグメント利益は、舞台機構部門及び昇降機部門の一部低採算工事において工事損失引

当金を計上したこと等により22百万円（同87.6％減）となりました。 

保守改修関連 

保守改修関連は堅調に推移し、売上高は1,551百万円（同13.4％増）となり、セグメント利益は、

諸経費の増加から144百万円（同26.6％減）となりました。 

 その他 

その他につきましては、売上高66百万円（同1.7％増）、セグメント利益は27百万円（同4.2％減）

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2,646百万円減少し12,541百万円となりました。

これは主に、受取手形及び売掛金が2,673百万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420百万円増加し12,115百万円となりました。これは主に、連

結子会社の完全子会社化による「のれん」の計上によるものであります。 

この結果、総資産は前連結会計年度末に比べ2,226百万円減少し24,656百万円となりました。 

負債の部では、流動負債は前連結会計年度末に比べ221百万円減少し2,153百万円となりました。これ

は主に、前受金が363百万円増加したものの、支払手形及び買掛金が487百万円減少したことによるもの

であります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べ19百万円減少し1,234百万円となりました。これは主に、その

他（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241百万円減少し3,388百万円となりました。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ1,985百万円減少し21,268百万円となりました。これは主に、少

数株主持分の減少によるものであります。 
  

当第１四半期におきまして、平成23年５月13日に公表致しました平成24年３月期の連結業績予想 第

２四半期連結累計期間の当期純利益を上回っておりますが、これは繰延税金資産の増加によるものであ

ります。連結業績予想につきましては、コストの見直し等を含め精査中であり、修正の必要が生じた場

合にはすみやかに開示致します。 

  

１．当四半期決算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

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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①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。 

  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又は流動負債に繰延べております。 

 連結子会社である株式会社サンセイメンテナンスの株式を、平成23年6月24日付けで追加取得し、同

社を完全子会社としております。 

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）その他
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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）

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 6,339,627 6,554,056 

受取手形及び売掛金 5,326,502 2,652,674 

有価証券 2,443,667 2,241,108 

仕掛品 371,400 333,321 

原材料及び貯蔵品 277,723 280,869 

その他 429,016 483,649 

貸倒引当金 △7 △4,359 

流動資産合計 15,187,931 12,541,320 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,960,528 2,927,890 

機械装置及び運搬具（純額） 241,130 222,880 

土地 2,615,073 2,615,073 

建設仮勘定 12,261 12,141 

その他（純額） 143,626 134,148 

有形固定資産合計 5,972,620 5,912,133 

無形固定資産   

のれん － 388,662 

その他 73,876 68,940 

無形固定資産合計 73,876 457,603 

投資その他の資産   

投資有価証券 4,691,550 4,639,745 

その他 982,669 1,130,622 

貸倒引当金 △25,761 △24,696 

投資その他の資産合計 5,648,458 5,745,671 

固定資産合計 11,694,954 12,115,408 

資産合計 26,882,885 24,656,728 
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（単位：千円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,254,193 766,886 

未払法人税等 180,993 － 

前受金 172,622 536,071 

賞与引当金 306,714 323,535 

役員賞与引当金 30,000 － 

工事損失引当金 168,535 195,151 

その他 261,553 331,797 

流動負債合計 2,374,612 2,153,442 

固定負債   

長期未払金 379,801 374,399 

退職給付引当金 738,249 735,753 

その他 136,427 124,486 

固定負債合計 1,254,478 1,234,638 

負債合計 3,629,091 3,388,081 

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 16,257,173 16,287,296 

自己株式 △1,509,842 △1,509,842 

株主資本合計 20,987,667 21,017,790 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 275,184 249,108 

繰延ヘッジ損益 2,269 1,747 

その他の包括利益累計額合計 277,454 250,856 

少数株主持分 1,988,671 － 

純資産合計 23,253,793 21,268,647 

負債純資産合計 26,882,885 24,656,728 
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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１四半期連結累計期間 

（単位：千円）

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 2,536,845 2,462,209 

売上原価 1,725,071 1,867,913 

売上総利益 811,774 594,296 

販売費及び一般管理費 567,873 579,536 

営業利益 243,901 14,759 

営業外収益   

受取利息 9,067 18,083 

受取配当金 28,039 39,310 

保険配当金 328 5,092 

その他 8,301 6,552 

営業外収益合計 45,736 69,039 

営業外費用   

支払利息 39 － 

支払手数料 － 1,383 

その他 280 1 

営業外費用合計 320 1,384 

経常利益 289,317 82,414 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,065 － 

特別利益合計 1,065 － 

特別損失   

固定資産除却損 41 － 

投資有価証券評価損 3,974 7,603 

たな卸資産廃棄損 12,296 － 

特別損失合計 16,312 7,603 

税金等調整前四半期純利益 274,070 74,810 

法人税等 107,969 △68,912 

少数株主損益調整前四半期純利益 166,101 143,723 

少数株主利益 32,364 － 

四半期純利益 133,737 143,723 

三精輸送機㈱（6357)　平成24年3月期第1四半期決算短信

6



 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 166,101 143,723 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △258,896 △26,076 

繰延ヘッジ損益 △511 △521 

その他の包括利益合計 △259,407 △26,598 

四半期包括利益 △93,306 117,125 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △124,620 117,125 

少数株主に係る四半期包括利益 31,313 － 
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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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