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1. 2020年3月期第2四半期の連結業績（2019年4月1日～2019年9月30日）

(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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2020年3月期第2四半期 20,003 △16.5 338 △75.5 406 △70.6 80 △90.4

2019年3月期第2四半期 23,956 99.2 1,382 153.4 1,382 108.3 839 115.3

（注）包括利益 2020年3月期第2四半期　　△116百万円 （△116.4％） 2019年3月期第2四半期　　711百万円 （17.7％）

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

2020年3月期第2四半期 4.38 4.34

2019年3月期第2四半期 45.55 45.21

(2) 連結財政状態

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

2020年3月期第2四半期 64,488 30,081 46.4 1,621.58

2019年3月期 69,188 30,481 43.9 1,645.77

（参考）自己資本 2020年3月期第2四半期 29,933百万円 2019年3月期 30,367百万円

2. 配当の状況

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

2019年3月期 ― 17.50 ― 17.50 35.00

2020年3月期 ― 17.50

2020年3月期（予想） ― 17.50 35.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 2020年 3月期の連結業績予想（2019年 4月 1日～2020年 3月31日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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 50,000 △5.3 3,300 △23.6 3,200 △25.3 1,250 △54.5 67.74

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(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

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 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2020年3月期2Q 19,332,057 株 2019年3月期 19,332,057 株

② 期末自己株式数 2020年3月期2Q 872,397 株 2019年3月期 880,197 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年3月期2Q 18,459,575 株 2019年3月期2Q 18,440,660 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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、業績予
想の前提となる条件及び利用にあたっての注意事項等につきましては、添付資料3ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（3）連結業績予想などの将来
予測情報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間においては、米中間の貿易摩擦や英国のEU離脱問題等から、国内外の経済環境の先行き

は不透明感を増しております。

このような環境下、当社グループは遊戯機械・舞台設備・昇降機の３部門で、業績の向上に取組んでまいりました

が、売上高は20,003百万円（前年同期比16.5％減）、営業利益は338百万円（同75.5％減）、経常利益は406百万円

（同70.6％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は80百万円（同90.4％減）と、大幅な減収減益となりました。

セグメントごとの経営成績は、次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）

なお、第１四半期連結会計期間より、当社グループの事業内容に合わせ、報告セグメントの区分方法を見直して

おります。

当社グループは従来「製品製造関連」、「保守改修関連」を報告セグメントとしておりましたが、第１四半期連

結会計期間より報告セグメントを「遊戯機械」、「舞台設備」、「昇降機」に区分して記載する方法に変更してお

ります。これに伴い、従来「保守改修関連」に区分・記載しておりました保守改修関連事業を「遊戯機械」、「舞

台設備」、「昇降機」の各報告セグメントに含めて記載しております。

遊戯機械

内外共に大型案件の売上計上が進んだ前年同期に比べ、当第２四半期は特に海外の大型案件の売上計上が踊り場を

迎えたことに加え、中国を中心に大型案件の着工・建設の進捗がスローダウンしたこと等から、売上高は12,137百万

円（前年同期比23.1％減）、セグメント利益は276百万円（同81.6％減）となりました。

舞台設備

大規模な改修案件は少なかったものの、大型公共ホールの竣工や、利益率の高いコンサート等への仮設機材の納入

が順調であったこと、また、中規模改修案件で一定の利幅を確保したこと等を主因として、売上高は5,831百万円（同

6.0％減）となりましたが、セグメント利益は757百万円（同102.3％増）となりました。

昇降機

ダム用等大口特殊仕様の工事が一巡したこと等により、当第２四半期は、採算の厳しい住宅用中心の売上となった

ことから、売上高は1,971百万円（同3.6％増）、セグメント利益は67百万円（同70.2％減）となりました。

その他

売上高は63百万円（同5.3％増）、セグメント利益は25百万円（同10.3％増）となりました。
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（２）財政状態に関する説明

（資産の部）

流動資産は前連結会計年度末に比べ3,998百万円減少し、33,808百万円となりました。これは主に、売上債権の

回収が進み4,469百万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700百万円減少し、30,680百万円となりました。これは主に、償却が進捗し

たことにより無形固定資産が914百万円減少したこと等によるものです。

この結果、資産合計は前連結会計年度末に比べ4,699百万円減少し、64,488百万円となりました。

（負債の部）

流動負債は前連結会計年度末に比べ3,659百万円減少し、16,048百万円となりました。これは主に、海外子会社

を中心に工事の進捗に合わせて前受金が1,729百万円減少したこと、支払手形及び買掛金が1,324百万円減少したこ

と等によります。

固定負債は前連結会計年度末に比べ640百万円減少し、18,358百万円となりました。これは主に、返済が進んだ

ことにより長期借入金が645百万円減少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4,299百万円減少し、34,406百万円となりました。

（純資産の部）

前連結会計年度末に比べ399百万円減少し、30,081百万円となりました。これは主に、配当金支払いにより利益

剰余金が241百万円減少したこと等によります。

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258百万円減少し9,053百万円となりました。

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）

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,129百万円の収入（前年同四半期連結累計期間は6,102百万円の収入）

となりました。収入の主な内訳は、売上債権の減少4,052百万円であり、支出の主な内訳は、前受金の減少1,480百

万円、仕入債務の減少1,244百万円であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは、479百万円の支出（前年同四半期連結累計期間は636百万円の支出）とな

りました。支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出483百万円であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは、719百万円の支出（前年同四半期連結累計期間は218百万円の収入）とな

りました。支出の主な内訳は、長短借入金の減少372百万円、配当金の支払額323百万円であります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期業績予想につきましては、現時点において2019年５月10日に公表した数値を見直しておりません。今後の業

績の推移により、見直しの必要が生じた場合には、すみやかに開示致します。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2019年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 9,344,718 9,086,407

受取手形及び売掛金 24,539,795 18,837,621

電子記録債権 139,689 1,372,823

有価証券 - 101,430

仕掛品 771,257 1,264,591

原材料及び貯蔵品 1,721,155 1,866,871

その他 1,392,468 1,393,381

貸倒引当金 △102,057 △114,932

流動資産合計 37,807,027 33,808,195

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,278,990 5,144,066

土地 4,227,306 4,330,825

その他（純額） 1,164,935 1,401,226

有形固定資産合計 10,671,232 10,876,118

無形固定資産

のれん 10,429,637 10,025,106

その他 3,669,158 3,158,938

無形固定資産合計 14,098,796 13,184,045

投資その他の資産

投資有価証券 5,103,377 5,140,414

その他 1,509,272 1,480,997

貸倒引当金 △1,645 △1,251

投資その他の資産合計 6,611,005 6,620,160

固定資産合計 31,381,034 30,680,325

資産合計 69,188,062 64,488,520
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2019年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,365,794 3,041,483

短期借入金 1,248,975 1,503,112

1年内返済予定の長期借入金 1,276,008 1,226,008

未払法人税等 684,373 175,104

未払消費税等 165,696 88,415

前受金 7,991,272 6,262,098

賞与引当金 506,526 519,699

役員賞与引当金 34,750 1,900

工事損失引当金 1,179,676 1,168,957

その他 2,254,855 2,061,833

流動負債合計 19,707,928 16,048,612

固定負債

長期借入金 15,783,974 15,138,270

繰延税金負債 1,099,141 1,024,652

退職給付に係る負債 2,072,009 2,100,300

その他 43,368 94,920

固定負債合計 18,998,494 18,358,144

負債合計 38,706,423 34,406,756

純資産の部

株主資本

資本金 3,251,279 3,251,279

資本剰余金 2,429,502 2,431,362

利益剰余金 23,359,730 23,117,752

自己株式 △443,285 △439,354

株主資本合計 28,597,227 28,361,041

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,394,967 1,490,448

繰延ヘッジ損益 8,793 △1,076

為替換算調整勘定 362,070 80,788

退職給付に係る調整累計額 4,390 2,617

その他の包括利益累計額合計 1,770,222 1,572,778

新株予約権 114,189 147,943

純資産合計 30,481,639 30,081,763

負債純資産合計 69,188,062 64,488,520
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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 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

売上高 23,956,474 20,003,225

売上原価 17,982,397 15,027,579

売上総利益 5,974,077 4,975,645

販売費及び一般管理費 4,591,962 4,637,532

営業利益 1,382,115 338,112

営業外収益

受取利息 3,723 3,197

受取配当金 57,860 71,345

保険配当金 6,230 109,838

その他 35,371 29,218

営業外収益合計 103,185 213,600

営業外費用

支払利息 80,128 124,388

支払手数料 2,716 2,698

持分法による投資損失 5,679 158

為替差損 7,049 10,756

その他 7,403 7,576

営業外費用合計 102,978 145,578

経常利益 1,382,322 406,134

特別利益

固定資産売却益 - 925

特別利益合計 - 925

特別損失

固定資産売却損 - 154

特別損失合計 - 154

税金等調整前四半期純利益 1,382,322 406,905

法人税等 542,405 326,125

四半期純利益 839,916 80,780

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

親会社株主に帰属する四半期純利益 839,916 80,780
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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 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

四半期純利益 839,916 80,780

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 153,773 95,481

繰延ヘッジ損益 △16,024 △9,870

為替換算調整勘定 △265,951 △281,282

退職給付に係る調整額 △676 △1,772

その他の包括利益合計 △128,879 △197,444

四半期包括利益 711,037 △116,663

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 711,037 △116,663

非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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（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 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019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 1,382,322 406,905

減価償却費 820,965 864,321

のれん償却額 398,212 397,449

賞与引当金の増減額（△は減少） △25,497 13,172

役員賞与引当金の増減額（△は減少） - △32,850

工事損失引当金の増減額（△は減少） △3,585 27,904

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 54,271 25,736

貸倒引当金の増減額（△は減少） 161,199 15,913

受取利息及び受取配当金 △61,584 △74,543

支払利息 80,128 124,388

持分法による投資損益（△は益） 5,679 158

固定資産売却損益（△は益） - △771

売上債権の増減額（△は増加） △1,823,879 4,052,082

たな卸資産の増減額（△は増加） △404,762 △693,113

仕入債務の増減額（△は減少） 826,404 △1,244,013

前受金の増減額（△は減少） 4,132,685 △1,480,698

未払消費税等の増減額（△は減少） △78,362 △77,280

未収消費税等の増減額（△は増加） 158,740 59,421

その他の資産の増減額（△は増加） 1,854,160 △157,894

その他の負債の増減額（△は減少） △1,077,240 △235,636

その他 35,444 66,123

小計 6,435,303 2,056,777

利息及び配当金の受取額 61,793 73,828

利息の支払額 △71,087 △114,083

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △323,611 △886,897

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,102,397 1,129,624
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(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

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 △10,000 △10,000

定期預金の払戻による収入 10,000 10,000

投資有価証券の取得による支出 △130,000 -

投資有価証券の売却及び償還による収入 100,950 -

有形固定資産の取得による支出 △590,907 △483,065

有形固定資産の売却による収入 - 18,746

無形固定資産の取得による支出 △22,106 △44,600

貸付けによる支出 △6,320 △9,650

貸付金の回収による収入 4,068 5,499

その他 7,943 33,272

投資活動によるキャッシュ・フロー △636,371 △479,798

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 55,225 290,925

長期借入れによる収入 1,104,500 -

長期借入金の返済による支出 △663,004 △663,004

リース債務の返済による支出 △2,225 △24,059

ストックオプションの行使による収入 40 7

自己株式の取得による支出 △95 -

配当金の支払額 △276,010 △323,248

財務活動によるキャッシュ・フロー 218,429 △719,379

現金及び現金同等物に係る換算差額 △38,194 △188,757

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,646,261 △258,310

現金及び現金同等物の期首残高 10,583,494 9,311,511

現金及び現金同等物の四半期末残高 16,229,756 9,053,200
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

（原価差異の繰延処理）

操業度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として繰延べております。

（税金費用の計算）

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む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。

（会計方針の変更）

国際財務報告基準を適用している子会社は、第１四半期連結会計期間より、国際財務報告基準第16号「リース」

(以下「IFRS第16号」という。)を適用しております。これにより、リースの借手は、原則としてすべてのリースを

貸借対照表に資産及び負債として計上することとしました。IFRS第16号の適用については、経過的な取扱いに従っ

ており、会計方針の変更による累積的影響額を第１四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に計上しております。

この結果、当第２四半期連結会計期間末の「有形固定資産」が93,283千円増加し、流動負債の「その他」が

40,533千円及び固定負債の「その他」が52,697千円増加しております。また、当第２四半期連結累計期間の損益及

び、利益剰余金の当期首残高に与える影響は軽微であります。
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