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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第1四半期 2,672 8.5 202 ― 270 227.8 19 △86.3
24年3月期第1四半期 2,462 △2.9 14 △93.9 82 △71.5 143 7.5

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △200百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 117百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 1.16 ―
24年3月期第1四半期 8.86 ―

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

25年3月期第1四半期 28,911 22,215 76.8 1,207.15
24年3月期 25,401 21,696 85.4 1,336.96
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  22,215百万円 24年3月期  21,696百万円

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

24年3月期 ― 7.00 ― 7.00 14.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 7.00 ― 7.00 14.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 11,000 △19.6 700 △27.7 800 △31.6 350 △48.9 21.57



(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）  ：  有  

(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、四半期連結財務諸表に
対する四半期レビュー手続きを実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績の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および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、将
来において達成を約束する趣旨のものではありません。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。業績予想のご利用にあたっての注意
事項は、添付資料３ページ「連結業績予想の定性的情報」をご欄下さい。 

※  注記事項

新規 1社 （社名） (株)テルミック 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 19,332,057 株 24年3月期 19,332,057 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 928,830 株 24年3月期 3,103,982 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 16,953,100 株 24年3月期1Q 16,228,550 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から回復しつつあるものの、

欧州における金融不安や長期化する円高等、先行きの不透明感が拭えないまま推移しました。 

 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結果、売上高は2,672百万円（前年同期比8.5％増）となり、営業利益は202百

万円（前年同四半期は営業利益14百万円）、経常利益は270百万円（同227.8％増）となりましたが、投

資有価証券評価損126百万円が生じたことにより四半期純利益は19百万円（同86.3％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 

 製品製造関連の売上高は801百万円（同5.1％減）と前年並みに推移したものの、舞台機構部門や昇降

機部門等でコスト改善が進みセグメント利益は67百万円（同195.2％増）となりました。 

  

保守改修関連 

 保守改修関連の売上高は、大型改修工事が完工したこと等により1,802百万円（同16.2％増）と

なりセグメント利益は274百万円（同89.5％増）となりました。 

  

その他 

 その他の売上高は、68百万円（同2.8％増）となり、セグメント利益は29百万円（同7.2％増）となり

ました。 

   

なお、当第１四半期連結会計期間において株式会社テルミックおよび有限会社テルミックサービスを

完全子会社化し連結対象としておりますが、貸借対照表のみを連結しているため、四半期連結損益計算

書にこれらの会社の業績は含まれておりません。 

  

資産の部では、流動資産は前連結会計年度末に比べ898百万円減少し12,336百万円となりました。こ

れは主に、受取手形及び売掛金が1,719百万円減少し、現金及び預金が277百万円増加したことによりま

す。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ4,408百万円増加し16,574百万円となりました。これは新規連

結子会社として、株式会社テルミックおよび有限会社テルミックサービスが加わったことで、土地

1,154百万円、機械装置及び運搬具（純額）756百万円、建物及び構築物（純額）688百万円が増加し、

のれんを1,749百万円計上したためであります。  

この結果、総資産は前連結会計年度末に比べ3,509百万円増加し28,911百万円となりました。 

負債の部では、流動負債は前連結会計年度末に比べ778百万円増加し3,167百万円となりました。これ

は主に、新規連結子会社の増加に伴い短期借入金50百万円、１年内返済予定の長期借入金464百万円、

１年内償還予定の社債190百万円、賞与引当金120百万円が増加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2,211百万円増加し3,527百万円となりました。これは主に新規

連結子会社の増加に伴い社債509百万円、長期借入金1,479百万円が増加したことによります。 

この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べ2,990百万円増加し6,695百万円となりました。  

純資産は、前連結会計年度末に比べ519百万円増加し、22,215百万円となりました。これは主に

自己株式が1,058百万円減少したことと、その他有価証券評価差額金が219百万円減少したことによるも

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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当第１四半期連結会計期間において株式会社テルミックおよび有限会社テルミックサービスを完全子

会社化し連結対象としておりますが、取得原価の配分が完了しておらず、のれんの償却期間等について

も検討中であります。よって、現時点での業績予想の修正はしておりませんが、修正の必要が生じた場

合は、すみやかに開示致します。 

  

  

  

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

株式会社テルミックは、株式取得及び株式交換により完全子会社となったため、当第１四半期連結会

計期間より連結の範囲に含めております。 

  

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。 

  

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日

以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しておりま

す。 

これによる損益への影響は軽微であります。 

  

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,638,359 5,915,837

受取手形及び売掛金 5,953,713 4,233,246

有価証券 809,305 508,271

仕掛品 272,475 316,612

原材料及び貯蔵品 269,860 288,243

その他 302,324 1,079,649

貸倒引当金 △10,248 △4,941

流動資産合計 13,235,789 12,336,919

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,985,531 3,674,089

土地 2,615,073 3,769,493

その他（純額） 356,900 1,154,532

有形固定資産合計 5,957,504 8,598,115

無形固定資産   

のれん 358,765 2,107,841

その他 93,096 129,851

無形固定資産合計 451,862 2,237,693

投資その他の資産   

投資有価証券 4,631,192 4,369,934

その他 1,135,604 1,378,627

貸倒引当金 △10,436 △10,010

投資その他の資産合計 5,756,360 5,738,551

固定資産合計 12,165,727 16,574,361

資産合計 25,401,517 28,911,280

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,122,005 935,176

短期借入金 － 50,000

1年内償還予定の社債 － 190,400

1年内返済予定の長期借入金 － 464,570

未払法人税等 212,400 69,635

前受金 246,320 164,856

賞与引当金 308,104 428,139

役員賞与引当金 30,000 －

工事損失引当金 52,788 90,493

その他 417,372 774,666

流動負債合計 2,388,991 3,167,937
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

固定負債   

社債 － 509,200

長期借入金 － 1,479,958

長期未払金 374,399 372,399

退職給付引当金 822,168 975,940

その他 119,661 190,421

固定負債合計 1,316,228 3,527,919

負債合計 3,705,220 6,695,857

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 16,714,458 16,395,416

自己株式 △1,510,037 △451,859

株主資本合計 21,444,757 22,183,894

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 251,538 31,766

繰延ヘッジ損益 － △238

その他の包括利益累計額合計 251,538 31,527

純資産合計 21,696,296 22,215,422

負債純資産合計 25,401,517 28,911,280
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 2,462,209 2,672,478

売上原価 1,867,913 1,875,881

売上総利益 594,296 796,596

販売費及び一般管理費 579,536 593,811

営業利益 14,759 202,785

営業外収益   

受取利息 18,083 9,165

受取配当金 39,310 35,209

保険配当金 5,092 11,615

その他 6,552 12,785

営業外収益合計 69,039 68,775

営業外費用   

支払手数料 1,383 1,383

その他 1 26

営業外費用合計 1,384 1,409

経常利益 82,414 270,151

特別損失   

固定資産除却損 － 6

投資有価証券評価損 7,603 126,232

特別損失合計 7,603 126,238

税金等調整前四半期純利益 74,810 143,913

法人税等 △68,912 124,261

少数株主損益調整前四半期純利益 143,723 19,651

四半期純利益 143,723 19,651
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 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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 143,723 19,651

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △26,076 △219,772

繰延ヘッジ損益 △521 △238

その他の包括利益合計 △26,598 △220,010

四半期包括利益 117,125 △200,359

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 117,125 △200,359

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。 

  

平成24年７月２日に当社を完全親会社、株式会社テルミックを完全子会社とする株式交換により自己

株式を交付し、平成24年５月31日をみなし取得日として会計処理を行っております。 

この結果、当第１四半期連結会計期間において自己株式が1,058,178千円減少し、当第１四半期連結

会計期間末における自己株式は451,859千円となっております。 

  

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

（５）重要な後発事象
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