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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第1四半期 3,817 42.8 △82 ― △10 ― △148 ―
25年3月期第1四半期 2,672 8.5 202 ― 270 227.8 19 △86.3

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 40百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △200百万円 （―％）

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

26年3月期第1四半期 △8.08 ―
25年3月期第1四半期 1.16 ―

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

26年3月期第1四半期 31,390 23,241 73.8 1,259.15
25年3月期 32,771 23,329 71.0 1,263.95
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  23,172百万円 25年3月期  23,260百万円

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

25年3月期 ― 7.00 ― 7.00 14.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 7.00 ― 7.00 14.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 20,000 34.1 1,150 26.7 1,200 4.2 500 △2.9 27.44



(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  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(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
四半期財務諸表のレビュー手続きは完了しておりません。 

※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、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」をご覧下さい。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期1Q 19,332,057 株 25年3月期 19,332,057 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 929,080 株 25年3月期 928,992 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 18,403,006 株 25年3月期1Q 16,953,100 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、新政権の政策期待感から円安・株高傾向が持続し、

少しづつ明るい兆しが見えてまいりました。 

 このような環境下、当社グループは舞台機構・遊戯機械・昇降機の既存事業分野に特殊美術事業を加

え、業績の向上に全力で取組んでまいりました。この結果、売上高は特殊美術事業の売上寄与もあり、

3,817百万円（前年同期比42.8％増）となりました。一方、損益面では、前年度に増強しました受注の業

績への寄与が下期以降となることや、のれんの償却負担等もあり、営業損益は82百万円の損失（前年同四

半期は営業利益202百万円）となり、つれて経常損益は10百万円の損失（前年同四半期は経常利益270百万

円）、税金等を加味した四半期純損益は148百万円の損失（前年同四半期は四半期純利益19百万円）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、2,518百万円（前年同期比214.1％増）と特殊美術事業を中心に大幅に増加し

たものの、のれん等の償却費負担や舞台機構事業において一部採算の厳しい物件もありセグメント利益は

22百万円（同67.3％減）となりました。 

  

保守改修関連 

保守改修関連の売上高は、大型改修工事案件が減少したこともあり1,226百万円（同32.0％減）とな

り、セグメント利益は、50百万円（同81.5％減）となりました。 

  

運営管理関連 

運営管理関連の売上高は、72百万円（同6.6％増）となり、セグメント利益は30百万円（同0.3％増）と

なりました。なお、従来報告セグメント外の「その他」に含まれていた不動産業及びレジャー・サービス

業を管理区分の見直しにより「運営管理関連」としております。 

  

資産の部では、流動資産は前連結会計年度末に比べ1,604百万円減少し11,670百万円となりました。

これは主に、受取手形及び売掛金が1,679百万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223百万円増加し19,720百万円となりました。これは主に投資

有価証券が185百万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1,380百万円減少し31,390百万円となりました。 

負債の部では、流動負債は前連結会計年度末に比べ1,349百万円減少し3,321百万円となりました。こ

れは主に、短期借入金が717百万円、未払法人税等が387百万円、支払手形及び買掛金が253百万円減少

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56百万円増加し、4,827百万円となりました。これは主に、長

期借入金が81百万円減少したものの、退職給付引当金が63百万円、繰延税金負債（固定負債その他）が

54百万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1,292百万円減少し8,148百万円となりました。  

純資産は、前連結会計年度末に比べ88百万円減少し23,241百万円となりました。これは主に為替換算

調整勘定が123百万円、その他有価証券評価差額金が64百万円増加したものの、利益剰余金が277百万円

減少したことによります。 

  

現時点での、業績予想の修正は行っておりませんが、修正の必要が生じた場合は、すみやかに開示致

します。 

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

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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該当事項はありません。 

  

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として繰延べております。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,475,234 5,161,738

受取手形及び売掛金 5,760,117 4,080,555

有価証券 404,404 303,736

仕掛品 362,325 522,282

原材料及び貯蔵品 634,302 786,968

その他 644,328 815,774

貸倒引当金 △5,482 △418

流動資産合計 13,275,230 11,670,638

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,629,462 3,589,421

土地 3,708,986 3,708,986

その他（純額） 823,319 803,423

有形固定資産合計 8,161,768 8,101,831

無形固定資産   

のれん 3,310,621 3,313,057

その他 1,280,393 1,334,540

無形固定資産合計 4,591,014 4,647,597

投資その他の資産   

投資有価証券 5,204,981 5,390,240

その他 1,547,609 1,588,384

貸倒引当金 △8,997 △7,932

投資その他の資産合計 6,743,593 6,970,692

固定資産合計 19,496,377 19,720,121

資産合計 32,771,608 31,390,759

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,103,209 850,197

短期借入金 868,398 150,416

1年内返済予定の長期借入金 326,016 326,016

未払法人税等 425,850 38,633

前受金 619,528 802,499

賞与引当金 348,216 433,520

役員賞与引当金 30,000 －

工事損失引当金 14,618 88,645

その他 934,850 631,392

流動負債合計 4,670,688 3,321,321
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

固定負債   

長期借入金 2,088,144 2,006,640

長期未払金 852,033 852,033

退職給付引当金 1,081,093 1,144,524

その他 749,739 824,396

固定負債合計 4,771,010 4,827,593

負債合計 9,441,699 8,148,914

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 16,762,036 16,484,510

自己株式 △466,739 △466,775

株主資本合計 22,535,633 22,258,072

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 592,322 656,464

繰延ヘッジ損益 － 1,331

為替換算調整勘定 132,554 256,285

その他の包括利益累計額合計 724,877 914,081

少数株主持分 69,397 69,691

純資産合計 23,329,908 23,241,844

負債純資産合計 32,771,608 31,390,759
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 2,672,478 3,817,371

売上原価 1,875,881 2,957,131

売上総利益 796,596 860,239

販売費及び一般管理費 593,811 942,297

営業利益又は営業損失（△） 202,785 △82,057

営業外収益   

受取利息 9,165 8,257

受取配当金 35,209 43,252

保険配当金 11,615 4,893

その他 12,785 22,380

営業外収益合計 68,775 78,784

営業外費用   

支払利息 － 5,047

支払手数料 1,383 1,246

その他 26 682

営業外費用合計 1,409 6,976

経常利益又は経常損失（△） 270,151 △10,249

特別損失   

固定資産廃棄損 6 －

投資有価証券評価損 126,232 21,527

特別損失合計 126,238 21,527

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

143,913 △31,776

法人税等 124,261 116,599

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

19,651 △148,376

少数株主利益 － 328

四半期純利益又は四半期純損失（△） 19,651 △148,704
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

19,651 △148,376

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △219,772 64,141

繰延ヘッジ損益 △238 1,331

為替換算調整勘定 － 123,730

その他の包括利益合計 △220,010 189,203

四半期包括利益 △200,359 40,827

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △200,359 40,499

少数株主に係る四半期包括利益 － 328
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  

（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）

（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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