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1. 2023年3月期第1四半期の連結業績（2022年4月1日～2022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 ％

2023年3月期第1四半期 6,889 △7.8 △924 ― △825 ― △646 ―

2022年3月期第1四半期 7,471 ― △131 ― △56 ― △118 ―

（注）包括利益 2023年3月期第1四半期　　325百万円 （90.8％） 2022年3月期第1四半期　　170百万円 （―％）

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

2023年3月期第1四半期 △34.94 ―

2022年3月期第1四半期 △6.38 ―

(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

2023年3月期第1四半期 66,868 33,074 49.2 1,777.25

2022年3月期 65,401 33,073 50.3 1,777.15

（参考）自己資本 2023年3月期第1四半期 32,887百万円 2022年3月期 32,885百万円

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

2022年3月期 ― 17.50 ― 17.50 35.00

2023年3月期 ―

2023年3月期（予想） 17.50 ― 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. 2023年 3月期の連結業績予想（2022年 4月 1日～2023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 40,500 17.7 2,000 92.3 2,000 6.4 1,500 3.5 81.06

（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） 2023年3月期1Q 19,332,057 株 2022年3月期 19,332,057 株

② 期末自己株式数 2023年3月期1Q 827,358 株 2022年3月期 827,249 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年3月期1Q 18,504,789 株 2022年3月期1Q 18,505,093 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１四半期連結累計期間におけるマクロ経済の状況は、新型コロナウイルス感染症への対応と社会経済活動の両

立が進み、持ち直しの動きが見えはじめています。一方で、ウクライナ情勢の長期化や、半導体関連部品の供給不足

と原材料価格の上昇、更には米国金利引き上げに伴う金融資本市場の変動などが懸念され、世界経済の先行きは再び

不透明感が増している上、国内では新たな変異株による感染の再拡大も進むなど、予断を許さない状況となっていま

す。

当社事業については、昇降機分野では前期に受注した工事が着実に進捗しましたが、遊戯機械や常設の舞台機構の

分野で、前期と比べて大型案件の進捗が一服していることや諸コストの増加などの影響を受けました。

この結果、売上高は6,889百万円（前年同期比7.8％減）、営業損失は924百万円（前年同期は営業損失131百万円）、

経常損失は825百万円（前年同期は経常損失56百万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失は646百万円（前年同期

は親会社株主に帰属する四半期純損失118百万円）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

海外を中心に受注環境は回復しているものの、昨年売上寄与した大型工事の反動に加えて、国内外でコスト増加に

よる採算悪化や販売費の増加もあり、セグメント売上高は3,453百万円（前年同期比12.0％減）、セグメント損失は

315百万円（前年同期はセグメント損失13百万円）となりました。

舞台設備

コンサートやイベント向け仮設舞台装置の需要が回復しつつあるものの、常設の舞台機構で新設・改修工事ともに

大型、好採算案件の進捗が一服していることなどから、セグメント売上高は2,350百万円（同5.5％減）、セグメント

損失は225百万円（前年同期はセグメント利益125百万円）となりました。

昇降機

公共施設や集合住宅用の改修工事が着実に進捗したことに加え、保守・メンテナンス事業も引き続き堅調に推移し

たものの、一部の新設案件で不採算工事もあり、セグメント売上高は1,059百万円（同0.6％増）、セグメント損失は

12百万円（前年同期はセグメント利益110百万円）となりました。

その他

セグメント売上高は27百万円（同234.9％増）、セグメント利益は10百万円（前年同期はセグメント損失1百万円）

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）

資産は、前連結会計年度末に比べ1,466百万円増加し、66,868百万円となりました。これは主に、株価下落により

投資有価証券が79百万円減少したのに対し、現金及び預金が359百万円、受取手形、売掛金及び契約資産が74百万

円、仕掛品が528百万円それぞれ増加したことなどによります。

（負債の部）

負債は、前連結会計年度末に比べ1,465百万円増加し、33,793百万円となりました。これは主に、長短借入金が

403百万円減少したのに対し、契約負債が1,876百万円増加したことなどによります。

（純資産の部）

純資産は、前連結会計年度末に比べ1百万円増加し、33,074百万円となりました。これは主に、配当金の支払いに

加えて当期損失の影響もあり利益剰余金が970百万円減少したほか、株価下落によりその他有価証券評価差額金が55

百万円減少したのに対し、為替換算調整勘定が1,026百万円増加したことなどによります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期業績予想につきましては、現時点において2022年５月13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、見直しの必要性が生じた場合には、すみやかに開示いたします。
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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
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 14,225,298 14,584,577

受取手形、売掛金及び契約資産 18,756,079 18,830,326

電子記録債権 276,606 350,249

仕掛品 498,927 1,027,800

原材料及び貯蔵品 2,477,804 2,555,888

その他 2,076,551 2,375,456

貸倒引当金 △876,265 △888,196

流動資産合計 37,435,002 38,836,100

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,943,983 4,977,913

土地 4,239,690 4,255,305

その他（純額） 1,204,192 1,175,593

有形固定資産合計 10,387,865 10,408,812

無形固定資産

のれん 8,156,084 8,297,267

その他 1,561,230 1,551,930

無形固定資産合計 9,717,314 9,849,197

投資その他の資産

投資有価証券 5,824,405 5,745,019

その他 2,037,622 2,029,745

貸倒引当金 △462 △462

投資その他の資産合計 7,861,565 7,774,302

固定資産合計 27,966,745 28,032,312

資産合計 65,401,748 66,868,413
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,173,831 2,066,749

短期借入金 3,965,110 3,846,510

1年内返済予定の長期借入金 1,365,520 1,318,268

未払法人税等 400,806 4,852

未払消費税等 306,004 94,479

契約負債 6,298,307 8,175,017

賞与引当金 516,852 373,438

役員賞与引当金 32,712 13,992

工事損失引当金 141,304 284,387

その他 2,165,716 2,946,420

流動負債合計 17,366,166 19,124,115

固定負債

長期借入金 11,790,693 11,553,315

繰延税金負債 847,195 843,546

退職給付に係る負債 2,277,312 2,219,079

その他 47,322 53,744

固定負債合計 14,962,524 14,669,685

負債合計 32,328,690 33,793,801

純資産の部

株主資本

資本金 3,251,279 3,251,279

資本剰余金 2,442,954 2,442,954

利益剰余金 25,039,798 24,069,415

自己株式 △416,780 △416,874

株主資本合計 30,317,252 29,346,776

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,866,272 1,811,120

繰延ヘッジ損益 76 △126

為替換算調整勘定 697,940 1,724,237

退職給付に係る調整累計額 4,305 5,393

その他の包括利益累計額合計 2,568,594 3,540,625

新株予約権 187,210 187,210

純資産合計 33,073,057 33,074,611

負債純資産合計 65,401,748 66,868,413
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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 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年６月30日)

売上高 7,471,367 6,889,835

売上原価 5,672,743 5,687,807

売上総利益 1,798,624 1,202,028

販売費及び一般管理費 1,930,404 2,126,266

営業損失（△） △131,780 △924,238

営業外収益

受取利息 113 98

受取配当金 63,831 86,343

保険配当金 835 9,471

助成金収入 39,555 12,060

為替差益 - 16,352

その他 33,838 31,073

営業外収益合計 138,173 155,399

営業外費用

支払利息 58,954 54,856

支払手数料 1,358 1,358

為替差損 1,618 -

その他 934 40

営業外費用合計 62,865 56,254

経常損失（△） △56,472 △825,093

税金等調整前四半期純損失（△） △56,472 △825,093

法人税等 61,650 △178,544

四半期純損失（△） △118,122 △646,549

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △118,122 △646,549
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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 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年６月30日)

四半期純損失（△） △118,122 △646,549

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △224,827 △55,152

繰延ヘッジ損益 △3,039 △203

為替換算調整勘定 514,443 1,026,297

退職給付に係る調整額 2,169 1,088

その他の包括利益合計 288,744 972,030

四半期包括利益 170,622 325,481

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 170,622 325,481

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又は税引前当期純

損失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又は税引前当期純損失に当

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。

　


