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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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3四半期 8,482 △0.0 240 △50.6 429 △30.3 294 22.1
23年3月期第3四半期 8,484 7.3 485 △39.2 616 △42.9 241 △43.2

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 38百万円 （△73.8％） 23年3月期第3四半期 147百万円 （―％）

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3四半期 18.15 ―
23年3月期第3四半期 14.87 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 24,118 21,076 87.4
23年3月期 26,882 23,253 79.1
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  21,076百万円 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  ：  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

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3Q 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3Q 3,103,786 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3Q 16,228,410 株 23年3月期3Q 16,229,842 株
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当第３四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、欧州における財政不

安や円高の進行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8,482百万円（前年同期8,484百万円）となったものの、利益面で

は一部の低採算工事の影響もあり営業利益は240百万円（前年同期比50.6％減）、経常利益は保険配当

金等により429百万円（同30.3％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294百万

円（同22.1％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 

製品製造関連の売上高は、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3,188百万円

（同14.6％減）となり、つれてセグメント利益は417百万円（同27.9％減）となりました。 

保守改修関連 

保守改修関連の売上高は、改修工事が堅調に推移し5,108百万円（同11.7％増）となりましたが、

セグメント利益は諸経費の増加から325百万円（同17.7％減）となりました。 

その他 

その他につきましては、売上高185百万円（同2.3％増）となり、セグメント利益は66百万円（同

5.4％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3,430百万円減少し11,757百万円となりました。

これは主に、現金及び預金が1,763百万円、受取手形及び売掛金が1,271百万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666百万円増加し12,361百万円となりました。これは主に、連

結子会社の完全子会社化によるのれん368百万円の計上及び投資その他の資産のその他が257百万円増加

したこと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2,764百万円減少し24,118百万円となりました。 

負債の部では、流動負債は前連結会計年度末に比べ613百万円減少し1,761百万円となりました。これ

は主に、未払法人税等が180百万円、賞与引当金が177百万円、支払手形及び買掛金が166百万円減少し

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26百万円増加し1,280百万円となりました。 

この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べ587百万円減少し3,042百万円となりました。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ2,177百万円減少し21,076百万円となりました。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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通期の連結業績見通しにつきましては、現在のところ精査中であり、平成23年11月11日に公表致しま

した連結業績予想の修正はしておりません。 

今後、何らかの変化がありました場合には、適切に開示致します。 

  

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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４．四半期連結財務諸表 
（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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,339,627 4,576,108

受取手形及び売掛金 5,326,502 4,054,734

有価証券 2,443,667 1,486,589

仕掛品 371,400 795,266

原材料及び貯蔵品 277,723 289,496

未収還付法人税等 － 111,877

その他 429,016 449,767

貸倒引当金 △7 △6,597

流動資産合計 15,187,931 11,757,244

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,960,528 3,018,626

機械装置及び運搬具（純額） 241,130 214,983

土地 2,615,073 2,615,073

建設仮勘定 12,261 1,157

その他（純額） 143,626 151,101

有形固定資産合計 5,972,620 6,000,943

無形固定資産   

のれん － 368,731

その他 73,876 79,603

無形固定資産合計 73,876 448,334

投資その他の資産   

投資有価証券 4,691,550 4,680,784

その他 982,669 1,239,804

貸倒引当金 △25,761 △8,536

投資その他の資産合計 5,648,458 5,912,052

固定資産合計 11,694,954 12,361,331

資産合計 26,882,885 24,118,575
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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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,254,193 1,087,313

未払法人税等 180,993 －

前受金 172,622 106,084

賞与引当金 306,714 129,186

役員賞与引当金 30,000 －

工事損失引当金 168,535 101,919

その他 261,553 336,638

流動負債合計 2,374,612 1,761,142

固定負債   

長期未払金 379,801 374,399

退職給付引当金 738,249 782,753

その他 136,427 123,712

固定負債合計 1,254,478 1,280,865

負債合計 3,629,091 3,042,008

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 16,324,521

自己株式 △1,509,842 △1,509,959

株主資本合計 20,987,667 21,054,899

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 21,667

繰延ヘッジ損益 2,269 －

その他の包括利益累計額合計 277,454 21,667

少数株主持分 1,988,671 －

純資産合計 23,253,793 21,076,566

負債純資産合計 26,882,885 24,118,575
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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３四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 8,484,707 8,482,239

売上原価 6,207,117 6,451,658

売上総利益 2,277,590 2,030,580

販売費及び一般管理費 1,791,739 1,790,453

営業利益 485,851 240,127

営業外収益   

受取利息 28,190 39,903

受取配当金 57,115 67,426

保険配当金 40,096 68,837

その他 23,946 17,917

営業外収益合計 149,349 194,084

営業外費用   

支払利息 127 －

支払手数料 18,224 4,237

その他 179 －

営業外費用合計 18,531 4,237

経常利益 616,668 429,974

特別損失   

投資有価証券評価損 3,535 11,706

固定資産除却損 151 489

たな卸資産廃棄損 12,296 －

会員権評価損 26,999 －

投資有価証券償還損 3,260 －

特別損失合計 46,243 12,195

税金等調整前四半期純利益 570,425 417,778

法人税等 250,635 123,232

少数株主損益調整前四半期純利益 319,789 294,546

少数株主利益 78,506 －

四半期純利益 241,283 294,546
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 四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 319,789 294,546

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △172,805 △253,517

繰延ヘッジ損益 756 △2,269

その他の包括利益合計 △172,049 △255,786

四半期包括利益 147,740 38,759

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 68,763 38,759

少数株主に係る四半期包括利益 78,977 －
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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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