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1. 2021年3月期第1四半期の連結業績（2020年4月1日～2020年6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 ％

2021年3月期第1四半期 8,895 △10.0 △90 ― △65 ― △445 ―

2020年3月期第1四半期 9,879 △14.3 76 △89.5 192 △74.5 36 △92.4

（注）包括利益 2021年3月期第1四半期　　△156百万円 （―％） 2020年3月期第1四半期　　△137百万円 （―％）

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

2021年3月期第1四半期 △24.11 ―

2020年3月期第1四半期 1.98 1.96

(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

2021年3月期第1四半期 67,364 29,604 43.2 1,574.39

2020年3月期 64,979 30,116 46.0 1,619.85

（参考）自己資本 2021年3月期第1四半期 29,073百万円 2020年3月期 29,912百万円

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

2020年3月期 ― 17.50 ― 17.50 35.00

2021年3月期 ―

2021年3月期（予想） ― ― ― ―

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

(注)2021年3月期（予想）の第2四半期及び期末配当金につきましては未定としております。なお、配当予想額は開示が可能となった段階で、速やかに公表
いたします。

3. 2021年 3月期の連結業績予想（2020年 4月 1日～2021年 3月31日）

連結業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大により、現段階で合理的な業績予想の算定を行うことが困難なことから、未定と
しております。今後、合理的な予想が可能となった段階で速やかに公表いたします。

（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 ： 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

(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） 2021年3月期1Q 19,332,057 株 2020年3月期 19,332,057 株

② 期末自己株式数 2021年3月期1Q 865,639 株 2020年3月期 865,608 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期1Q 18,466,437 株 2020年3月期1Q 18,459,489 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

2021年３月期の連結業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大により、現段階で合理的な業績予想の算定を行うことが困難な
ことから、未定としております。

今後、合理的な予想が可能となった段階で速やかに公表いたします。
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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１四半期連結累計期間におけるマクロ経済は、国内外ともに新型コロナウイルス感染の世界規模での急速な拡

大に伴い深刻な影響を受ける状況となりました。

当社についても、主要顧客である遊園地・テーマパーク、劇場や、エンターテイメント業界が大きな影響を受け、

事業環境は一段と厳しさを増しました。中でも、コンサートやイベント、ＴＶ番組収録の中止・延期などが相次いだ

ことから、仮設の舞台設備分野の落ち込みが顕在化しました。また、遊戯機械事業も受注・工事両面で進捗遅延など

の影響を受けました。

この結果、売上高は8,895百万円（前年同期比10.0％減）、営業損失は90百万円（前年同期は営業利益76百万円）、

経常損失は65百万円（前年同期は経常利益192百万円）、四半期純損失は85百万円（前年同期は四半期純利益36百万

円）、親会社株主に帰属する四半期純損失は445百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純利益36百万円）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。）

遊戯機械

中国をはじめいくつかのパークで受注・工事などについて進捗の遅れがあり、売上高は5,468百万円（前年同期比

14.2％減）となりましたが、採算向上に努めた効果などもあり、セグメント利益は266百万円（前年同期はセグメント

利益0百万円）と前年同期比では減収増益となりました。

舞台設備

公共ホールなどの新設工事については大型案件が相次いで起工していることから順調に推移していますが、コンサ

ート・イベントやＴＶ番組収録などへの仮設機材納入が新型コロナ影響を大きく受けて落ち込み、セグメント全体の

売上高は2,505百万円（同5.4％減）、セグメント損失は114百万円（前年同期は利益393百万円）と前年同期比では減

収減益となりました。

昇降機

前年度より受注の積上がった住宅用の新設案件を中心に、順調に工事が進捗したことから、売上高は915百万円（同

10.5％増）、セグメント利益は84百万円（同589.6％増）と前年同期比では増収増益となりました。

その他

売上高は6百万円（同79.0％減）、セグメント損失は2百万円（前年同期はセグメント利益15百万円）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2,429百万円増加し、38,759百万円となりました。これは主に、売上債権の

回収が進み受取手形及び売掛金が2,984百万円減少したのに対し、新型コロナウイルス感染拡大の影響による事業資

金リスクに備え、資金調達を実行したこと等により現金及び預金が5,436百万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44百万円減少し、28,605百万円となりました。これは主に、株価上昇に伴

い投資有価証券が482百万円増加したのに対し、償却が進捗したことにより無形固定資産が651百万円減少したこと

によります。

この結果、資産合計は前連結会計年度末に比べ2,385百万円増加し、67,364百万円となりました。

（負債の部）

流動負債は、前連結会計年度末に比べ3,207百万円増加し、21,579百万円となりました。これは主に、前受金が

656百万円、支払手形及び買掛金が664百万円それぞれ減少したのに対し、短期借入金が4,957百万円増加したことに

よります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ310百万円減少し、16,180百万円となりました。これは主に、返済が進んだ

ことにより長期借入金が347百万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2,897百万円増加し、37,760百万円となりました。

（純資産の部）

前連結会計年度末に比べ511百万円減少し、29,604百万円となりました。これは主に、配当金の支払い等により利

益剰余金が768百万円減少したことによります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年３月期の連結業績予想につきましては、新型コロナウイルスの感染拡大が続き、依然その収束時期の見通

しが立たない状況にあり、当社事業に与える影響を現時点で算定することが困難なため引き続き未定といたしま

す。

今後、連結業績予想が算定可能となった時点で、速やかに公表いたします。

配当予定につきましても、同様の事情から現時点では未定といたします。
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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
(2020年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,568,802 16,004,973

受取手形及び売掛金 20,721,996 17,737,238

電子記録債権 315,129 216,051

有価証券 100,580 100,310

仕掛品 675,265 836,525

原材料及び貯蔵品 2,405,385 2,404,612

その他 1,655,752 1,580,536

貸倒引当金 △113,052 △120,781

流動資産合計 36,329,860 38,759,465

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,322,637 5,249,789

土地 4,332,688 4,328,046

その他（純額） 1,447,698 1,453,152

有形固定資産合計 11,103,024 11,030,987

無形固定資産

のれん 8,941,646 8,586,906

その他 2,529,137 2,232,342

無形固定資産合計 11,470,784 10,819,248

投資その他の資産

投資有価証券 4,529,244 5,011,621

その他 1,547,817 1,744,773

貸倒引当金 △1,251 △1,251

投資その他の資産合計 6,075,811 6,755,143

固定資産合計 28,649,620 28,605,379

資産合計 64,979,481 67,364,844
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,929,550 2,265,260

短期借入金 1,440,451 6,398,208

1年内返済予定の長期借入金 2,294,470 2,328,017

未払法人税等 480,347 24,785

未払消費税等 402,986 92,432

前受金 6,324,759 5,668,672

賞与引当金 577,614 335,209

役員賞与引当金 36,750 6,833

工事損失引当金 1,446,109 1,365,930

その他 2,439,358 3,094,187

流動負債合計 18,372,398 21,579,536

固定負債

長期借入金 13,474,703 13,127,354

繰延税金負債 741,066 738,799

退職給付に係る負債 2,199,631 2,247,098

その他 75,238 67,301

固定負債合計 16,490,640 16,180,554

負債合計 34,863,039 37,760,091

純資産の部

株主資本

資本金 3,251,279 3,251,279

資本剰余金 2,432,895 2,432,895

利益剰余金 24,134,456 23,366,048

自己株式 △435,953 △435,971

株主資本合計 29,382,678 28,614,253

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,129,444 1,468,613

繰延ヘッジ損益 △1,130 △1,477

為替換算調整勘定 △579,437 △991,324

退職給付に係る調整累計額 △18,652 △16,690

その他の包括利益累計額合計 530,224 459,120

新株予約権 142,939 142,939

非支配株主持分 60,600 388,440

純資産合計 30,116,442 29,604,753

負債純資産合計 64,979,481 67,364,844
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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 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

売上高 9,879,599 8,895,798

売上原価 7,514,194 6,900,118

売上総利益 2,365,405 1,995,679

販売費及び一般管理費 2,288,624 2,086,424

営業利益又は営業損失（△） 76,780 △90,744

営業外収益

受取利息 662 2,913

受取配当金 70,552 59,892

保険配当金 103,887 7,964

その他 13,061 24,353

営業外収益合計 188,163 95,124

営業外費用

支払利息 59,682 64,579

支払手数料 1,340 1,358

持分法による投資損失 158 -

為替差損 8,813 2,798

その他 2,919 1,265

営業外費用合計 72,914 70,001

経常利益又は経常損失（△） 192,030 △65,620

特別利益

固定資産売却益 462 -

特別利益合計 462 -

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 192,493 △65,620

法人税等 156,019 20,006

四半期純利益又は四半期純損失（△） 36,473 △85,627

非支配株主に帰属する四半期純利益 - ※ 359,617

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に
帰属する当期純損失（△）

36,473 △445,244
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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 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 36,473 △85,627

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △78,662 339,169

繰延ヘッジ損益 △6,460 △347

為替換算調整勘定 △88,242 △411,887

退職給付に係る調整額 △886 1,961

その他の包括利益合計 △174,252 △71,103

四半期包括利益 △137,778 △156,730

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △137,778 △516,348

非支配株主に係る四半期包括利益 - 359,617
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（３）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１四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。

（四半期連結損益計算書関係）

※ 非支配株主に帰属する四半期純利益

当第１四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年６月30日）

Vekoma社が発行する議決権の無い優先株式を保有する非支配株主に対する優先配当によるものです。なお、

当該優先株式は2020年８月に消却予定であり、今後配当は発生いたしません。
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