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

25年3月期第3四半期 9,388 10.7 259 7.9 375 △12.6 40 △86.2
24年3月期第3四半期 8,482 △0.0 240 △50.6 429 △30.3 294 22.1

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 △3百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 38百万円 （△73.8％）

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

25年3月期第3四半期 2.23 ―
24年3月期第3四半期 18.15 ―

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3四半期 29,339 22,268 75.9 1,210.04
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3四半期  22,268百万円 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 ― 7.00 ―
25年3月期（予想） 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 14,700 7.4 900 △7.1 1,000 △14.4 350 △48.9 19.80



(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、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」をご覧ください。 

※  注記事項

新規 2社 （社名）
株式会社テルミック、Sansei Technologi
es Inc.

、 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3Q 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3Q 928,899 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3Q 18,161,497 株 24年3月期3Q 16,228,410 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、東日本大震災の復興需要など景気回復の兆しはみ

られたものの、アジア地域の経済減速懸念もあり依然として先行きの不透明感が拭えないまま推移致し

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

で取り組みました結果、売上高は７月に買収しました株式会社テルミックの寄与もあり9,388百万円

（前年同期比10.7％増）、営業利益は259百万円（同7.9％増）と前年比増収増益になりましたものの、

経常利益は、支払利息等が生じたこと等により375百万円（同12.6％減）となり、四半期純利益は、投

資有価証券評価損79百万円や税金費用248百万円を見込んだこと等により40百万円（同86.2％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、完全子会社化した株式会社テルミックが大きく寄与し4,208百万円（同

32.0％増）となりましたものの、セグメント利益はのれん等の償却により344百万円（同17.5％減）と

なりました。 

保守改修関連 

 保守改修関連の売上高は、4,995百万円（同2.2％減）となりましたが、セグメント利益は工事採算

の改善に努め439百万円（同35.2％増）となりました。 

その他 

 その他につきまして売上高は、184百万円（同0.9％減）となり、セグメント利益は72百万円（同

8.6％増）となりました。 

  

なお、当第３四半期連結会計期間において、Sansei Technologies Inc.及びS＆S Worldwide,Inc.を

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1,365百万円減少し11,870百万円となりました。

これは主に、仕掛品が512百万円、原材料及び貯蔵品が321百万円増加したものの、受取手形及び売掛金

が1,321百万円、現金及び預金が1,044百万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5,303百万円増加し17,469百万円となりました。これは新規連

結子会社が加わったことで有形固定資産で、建物及び構築物（純額）617百万円、土地1,153百万円、そ

の他（純額）681百万円が増加し、無形固定資産で、のれんが2,915百万円増加したことによります。 

この結果、総資産は前連結会計年度末に比べ3,938百万円増加し29,339百万円となりました。 

負債の部では、流動負債は前連結会計年度末に比べ965百万円増加し3,354百万円となりました。これ

は主に、短期借入金が560百万円、１年内返済予定の長期借入金が326百万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2,400百万円増加し3,717百万円となりました。これは主に連結

子会社の増加に伴い長期借入金2,170百万円、退職給付引当金が216百万円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3,365百万円増加し7,071百万円となりました。  

純資産は、前連結会計年度末に比べ572百万円増加し、22,268百万円となりました。これは主に利益

剰余金が427百万円、その他有価証券評価差額金が72百万円減少したものの、自己株式が1,043百万円減

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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通期業績予想につきましては、現在のところ精査中であり、平成24年11月9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、修正の必要が生じた場合は、適切に開示致します。 

  

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、第１四半期連結会計

期間末より連結の範囲に含めております。 

また、当第３四半期連結会計期間末より、Sansei Technologies Inc.（本社：アメリカ合衆国カリフ

ォルニア州）及びS＆S Worldwide,Inc.（本社：アメリカ合衆国ユタ州）を株式取得により子会社化し

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） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、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。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報

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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,638,359 4,593,457

受取手形及び売掛金 5,953,713 4,631,877

有価証券 809,305 709,003

仕掛品 272,475 785,434

原材料及び貯蔵品 269,860 591,093

その他 302,324 575,756

貸倒引当金 △10,248 △16,237

流動資産合計 13,235,789 11,870,385

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,985,531 3,602,864

土地 2,615,073 3,768,944

その他（純額） 356,900 1,038,819

有形固定資産合計 5,957,504 8,410,628

無形固定資産   

のれん 358,765 3,274,342

その他 93,096 111,258

無形固定資産合計 451,862 3,385,600

投資その他の資産   

投資有価証券 4,631,192 4,489,064

その他 1,135,604 1,194,147

貸倒引当金 △10,436 △10,010

投資その他の資産合計 5,756,360 5,673,201

固定資産合計 12,165,727 17,469,429

資産合計 25,401,517 29,339,815
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,122,005 1,087,359

短期借入金 － 560,560

1年内返済予定の長期借入金 － 326,016

未払法人税等 212,400 －

前受金 246,320 572,950

賞与引当金 308,104 225,111

役員賞与引当金 30,000 －

工事損失引当金 52,788 28,800

その他 417,372 553,226

流動負債合計 2,388,991 3,354,024

固定負債   

長期借入金 － 2,170,408

長期未払金 374,399 372,399

退職給付引当金 822,168 1,038,590

その他 119,661 135,788

固定負債合計 1,316,228 3,717,186

負債合計 3,705,220 7,071,211

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 16,287,446

自己株式 △1,510,037 △466,704

株主資本合計 21,444,757 22,061,079

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 251,538 178,920

為替換算調整勘定 － 28,605

その他の包括利益累計額合計 251,538 207,525

純資産合計 21,696,296 22,268,604

負債純資産合計 25,401,517 29,339,815
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 8,482,239 9,388,741

売上原価 6,451,658 6,700,633

売上総利益 2,030,580 2,688,107

販売費及び一般管理費 1,790,453 2,428,942

営業利益 240,127 259,165

営業外収益   

受取利息 39,903 26,121

受取配当金 67,426 62,121

保険配当金 68,837 35,169

その他 17,917 46,766

営業外収益合計 194,084 170,179

営業外費用   

支払利息 － 20,935

支払手数料 4,237 19,420

その他 － 13,396

営業外費用合計 4,237 53,752

経常利益 429,974 375,592

特別利益   

固定資産売却益 － 861

特別利益合計 － 861

特別損失   

投資有価証券評価損 11,706 79,520

固定資産除却損 489 7,956

特別損失合計 12,195 87,476

税金等調整前四半期純利益 417,778 288,976

法人税等 123,232 248,472

少数株主損益調整前四半期純利益 294,546 40,503

四半期純利益 294,546 40,503

三精輸送機㈱（6357）　平成25年3月期第3四半期決算短信

6



 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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 294,546 40,503

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △253,517 △72,618

繰延ヘッジ損益 △2,269 －

為替換算調整勘定 － 28,605

その他の包括利益合計 △255,786 △44,013

四半期包括利益 38,759 △3,509

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 38,759 △3,509

少数株主に係る四半期包括利益 － －

三精輸送機㈱（6357）　平成25年3月期第3四半期決算短信

7



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、自己株式が1,043,333千円減少し、当第３四半期連結会計期間末における自己株式は

466,704千円となっております。 

  

  

  

（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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