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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 5,319 △2.7 87 △81.1 233 △56.7 213 △7.8
23年3月期第2四半期 5,466 1.2 464 △33.1 538 △41.2 231 △48.2

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 44百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △55百万円 （―％）

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2四半期 13.16 ―
23年3月期第2四半期 14.27 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 24,564 21,196 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2四半期  21,196百万円 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 ― 7.00
24年3月期（予想） ― 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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 13,600 2.2 1,050 △23.6 1,200 △25.3 700 43.0 43.13



(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、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）3ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

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2Q 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2Q 3,103,721 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2Q 16,228,469 株 23年3月期2Q 16,230,078 株
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当第２四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に加え、欧米における金融不

安や急激な円高など先行き不透明なまま推移しました。 

 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5,319百万円（前年同期比2.7％減）となり、利益面では一部の低

採算工事の影響もあり営業利益は87百万円（同81.1％減）、経常利益は保険配当金等により233百万円

（同56.7％減）となり、四半期純利益は、子会社の完全子会社化等により213百万円（同7.8％減）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や舞台機構部門の工事が下期にずれ込んだ

こと等により1,874百万円（前年同期比20.5％減）となり、セグメント利益は一部の低採算工事の影響

もあり204百万円（同53.7％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3,308百万円（同11.2％増）となりましたが、セグメント利

益は諸経費の増加から214百万円（同36.8％減）となりました。 

その他 

その他につきましては、売上高136百万円（同1.4％増）、セグメント利益は52百万円（同11.8％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2,856百万円減少し12,331百万円となりました。

これは主に、現金及び預金が586百万円、受取手形及び売掛金が2,123百万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538百万円増加し12,233百万円となりました。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2,318百万円減少し24,564百万円となりました。 

負債の部では、流動負債は前連結会計年度末に比べ262百万円減少し2,112百万円となりました。これ

は主に、前受金が351百万円増加したものの、支払手形及び買掛金が419百万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1百万円増加し1,256百万円となりました。 

 この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べ260百万円減少し3,368百万円となりました。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ2,057百万円減少し21,196百万円となりました。これは主に、少

数株主持分の減少によるものであります。 

  

  

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
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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」という）は、前連結会計年度末に比べ446百万円減少し5,634百万円となりました。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1,577百万円増加し1,756百万円と

なりました。これは主に、仕入債務の減少による支出419百万円があったものの売上債権の減少による

収入2,123百万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1,705百万円増加し2,046百万円と

なりました。これは主に、子会社株式取得による支出2,347百万円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1百万円増加し156百万円となりま

した。これは主に、配当金の支払いによるものであります。 

  

現時点における通期の連結業績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

状況も踏まえ今後の業績予想の見直しを行い、平成23年５月13日に公表いたしました平成24年３月期連

結業績予想を修正しております。 

  

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。 

  

  

  

（３）連結業績予想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

（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
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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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,339,627 5,753,306

受取手形及び売掛金 5,326,502 3,203,019

有価証券 2,443,667 2,039,366

仕掛品 371,400 523,085

原材料及び貯蔵品 277,723 284,427

その他 429,016 533,393

貸倒引当金 △7 △5,217

流動資産合計 15,187,931 12,331,380

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,960,528 2,899,877

機械装置及び運搬具（純額） 241,130 207,892

土地 2,615,073 2,615,073

建設仮勘定 12,261 28,839

その他（純額） 143,626 130,268

有形固定資産合計 5,972,620 5,881,952

無形固定資産   

のれん － 378,697

その他 73,876 86,551

無形固定資産合計 73,876 465,248

投資その他の資産   

投資有価証券 4,691,550 4,627,451

その他 982,669 1,267,236

貸倒引当金 △25,761 △8,536

投資その他の資産合計 5,648,458 5,886,151

固定資産合計 11,694,954 12,233,351

資産合計 26,882,885 24,564,732

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,254,193 834,521

未払法人税等 180,993 142,338

前受金 172,622 524,322

賞与引当金 306,714 287,389

役員賞与引当金 30,000 －

工事損失引当金 168,535 124,747

その他 261,553 198,748

流動負債合計 2,374,612 2,112,067
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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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

固定負債   

長期未払金 379,801 374,399

退職給付引当金 738,249 757,920

その他 136,427 124,099

固定負債合計 1,254,478 1,256,418

負債合計 3,629,091 3,368,486

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 16,357,189

自己株式 △1,509,842 △1,509,933

株主資本合計 20,987,667 21,087,592

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 275,184 108,653

繰延ヘッジ損益 2,269 －

その他の包括利益累計額合計 277,454 108,653

少数株主持分 1,988,671 －

純資産合計 23,253,793 21,196,245

負債純資産合計 26,882,885 24,564,732
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 5,466,901 5,319,722

売上原価 3,808,455 4,040,064

売上総利益 1,658,446 1,279,658

販売費及び一般管理費 1,194,131 1,191,864

営業利益 464,315 87,794

営業外収益   

受取利息 22,893 29,547

受取配当金 29,734 42,668

保険配当金 3,893 59,092

その他 18,371 17,268

営業外収益合計 74,892 148,576

営業外費用   

支払利息 179 －

支払手数料 － 2,865

その他 279 －

営業外費用合計 458 2,865

経常利益 538,749 233,505

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 151 －

投資有価証券評価損 4,309 9,802

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 20,017 9,802

税金等調整前四半期純利益 519,796 223,702

法人税等 227,730 10,086

少数株主損益調整前四半期純利益 292,066 213,616

少数株主利益 60,483 －

四半期純利益 231,582 213,616
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 四半期連結包括利益計算書 
 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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 292,066 213,616

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △347,976 △166,531

繰延ヘッジ損益 585 △2,269

その他の包括利益合計 △347,391 △168,801

四半期包括利益 △55,324 44,814

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △116,279 44,814

少数株主に係る四半期包括利益 60,954 －

三精輸送機㈱（6357）　平成24年3月期第2四半期決算短信

7



（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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 519,796 223,702

減価償却費 131,596 123,177

ソフトウエア償却費 13,038 11,554

長期前払費用償却額 2,299 2,123

のれん償却額 － 19,931

賞与引当金の増減額（△は減少） 4,287 △19,325

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △24,000 △30,000

工事損失引当金の増減額（△は減少） 25,189 △43,788

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,499 19,671

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,058 △12,015

受取利息及び受取配当金 △52,628 △72,215

支払利息 179 －

たな卸資産廃棄損 12,296 －

固定資産除却損 151 －

投資有価証券評価損益（△は益） 4,309 9,802

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） 1,071,010 2,123,483

たな卸資産の増減額（△は増加） △137,891 △158,389

仕入債務の増減額（△は減少） △407,824 △419,671

前受金の増減額（△は減少） △190,561 351,700

その他の資産の増減額（△は増加） △11,283 △175,238

その他の負債の増減額（△は減少） △4,258 △126,970

未払消費税等の増減額（△は減少） △64,066 34,191

小計 906,343 1,861,724

利息及び配当金の受取額 52,628 72,450

利息の支払額 △179 －

法人税等の支払額 △780,007 △177,888

営業活動によるキャッシュ・フロー 178,784 1,756,286

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 － △130,118

定期預金の払戻による収入 － 270,200

有価証券の取得による支出 △600,247 △400,149

有価証券の売却及び償還による収入 999,925 600,000

投資有価証券の売却及び償還による収入 － 300,000

投資有価証券の取得による支出 △555,469 △300,000

子会社株式の取得による支出 － △2,347,300

有形固定資産の取得による支出 △42,403 △18,502

無形固定資産の取得による支出 △18,609 △11,629

貸付けによる支出 △128,700 △11,725

貸付金の回収による収入 4,822 3,060

投資活動によるキャッシュ・フロー △340,682 △2,046,163
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（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

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 △736 △2,605

自己株式の取得による支出 △361 △90

配当金の支払額 △113,658 △113,653

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 △154,757 △156,350

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △316,655 △446,227

現金及び現金同等物の期首残高 6,617,279 6,080,823

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,300,624 5,634,596
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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