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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9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2四半期 8,501 37.3 167 △49.5 265 △35.7 △28 ―
25年3月期第2四半期 6,191 16.4 332 278.8 413 77.0 32 △84.7

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 536百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 △288百万円 （―％）

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2四半期 △1.53 ―
25年3月期第2四半期 1.85 ―

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2四半期 32,406 23,731 73.0 1,285.49
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2四半期  23,656百万円 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  ：  有  
 

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 ― 7.00
26年3月期（予想） ― 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  ：  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ずく四半期レビュー手続きの対象外ではありますが、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財
務諸表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および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達
成を約束する趣旨のものではありません。実際の業績は、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および業績予想のご利
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「連結業績予想などの将来予測に関する説明」をご参照ください。 

※  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2Q 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2Q 929,348 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2Q 18,402,931 株 25年3月期2Q 17,678,219 株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、積極的な経済政策により円安・株高傾向が定着

し、輸出関連企業を中心に業績の改善がみられ、緩やかな回復傾向が続きました。 

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、特殊美術事業の寄与もあり

8,501百万円（前年同期比37.3％増）となりました。営業利益は、大型受注案件の本格的な生産活動

が下期以降となることやのれんの償却負担等もあり167百万円（同49.5％減）、経常利益は265百万円

（同35.7％減）となりました。一方、税金等を加味した四半期純損益は、投資有価証券評価損20百万

円を計上したこともあり28百万円の損失（前年同四半期は四半期純利益32百万円）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、5,195百万円（前年同期比99.7％増）と特殊美術関連を中心に前年比大

幅に増加したものの、セグメント利益は、のれんの償却費等の負担により252百万円（同17.8％減）

となりました。 

 保守改修関連 

保守改修関連の売上高は、上半期に大型改修工事案件が減少したこともあり3,162百万円（同8.4％

減）となり、セグメント利益は265百万円（同25.5％減）となりました。 

 運営管理関連 

運営管理関連の売上高は、143百万円（同4.8％増）となり、セグメント利益は56百万円（同4.8％

減）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688百万円減少し12,587百万円となりました。こ

れは主に、受取手形及び売掛金が735百万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323百万円増加し19,819百万円となりました。これは主に投資

有価証券が326百万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364百万円減少し32,406百万円となりました。 

負債の部では、流動負債は前連結会計年度末に比べ931百万円減少し3,739百万円となりました。これ

は主に、短期借入金が572百万円、未払金（流動負債その他）が340百万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164百万円増加し、4,935百万円となりました。これは主に、長

期借入金が144百万円減少したものの、退職給付引当金が83百万円、繰延税金負債（固定負債その他）

が205百万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766百万円減少し8,675百万円となりました。  

純資産は、前連結会計年度末に比べ401百万円増加し23,731百万円となりました。これは主に利益剰

余金が156百万円減少したものの、その他有価証券評価差額金が352百万円、為替換算調整勘定が200百

万円増加したことによります。 

  

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
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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436百万円減少し4,998百万円となりました。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） 

営業活動の結果得られた資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ1,470百万円減少し316百万円とな

りました。これは主に、法人税等の支払額470百万円があったものの、売上債権の減少による収入835百

万円があったことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果得られた資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ2,121百万円増加し123百万円とな

りました。これは主に、投資有価証券の取得による支出200百万円、有形固定資産の取得による支出72

百万円があったものの、投資有価証券の売却及び償還による収入500百万円があったことによるもので

あります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ604百万円増加し888百万円となり

ました。これは主に、借入金の返済による支出754百万円や配当金の支払額128百万円によるものであり

ます。 

通期業績予想につきましては、現時点において平成25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。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,475,234 5,038,429

受取手形及び売掛金 5,760,117 5,024,530

有価証券 404,404 305,271

仕掛品 362,325 618,923

原材料及び貯蔵品 634,302 696,661

その他 644,328 903,735

貸倒引当金 △5,482 △519

流動資産合計 13,275,230 12,587,032

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,629,462 3,550,889

土地 3,708,986 3,708,986

その他（純額） 823,319 779,933

有形固定資産合計 8,161,768 8,039,809

無形固定資産   

のれん 3,310,621 3,283,054

その他 1,280,393 1,350,502

無形固定資産合計 4,591,014 4,633,557

投資その他の資産   

投資有価証券 5,204,981 5,531,957

その他 1,547,609 1,621,822

貸倒引当金 △8,997 △7,538

投資その他の資産合計 6,743,593 7,146,241

固定資産合計 19,496,377 19,819,608

資産合計 32,771,608 32,406,640

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,103,209 940,489

短期借入金 868,398 295,740

1年内返済予定の長期借入金 326,016 326,016

未払法人税等 425,850 260,518

前受金 619,528 993,205

賞与引当金 348,216 359,139

役員賞与引当金 30,000 －

工事損失引当金 14,618 62,154

その他 934,850 502,153

流動負債合計 4,670,688 3,739,417
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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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

固定負債   

長期借入金 2,088,144 1,943,970

長期未払金 852,033 852,033

退職給付引当金 1,081,093 1,165,025

その他 749,739 974,726

固定負債合計 4,771,010 4,935,754

負債合計 9,441,699 8,675,171

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 16,605,121

自己株式 △466,739 △466,882

株主資本合計 22,535,633 22,378,576

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 592,322 945,058

為替換算調整勘定 132,554 332,846

その他の包括利益累計額合計 724,877 1,277,905

少数株主持分 69,397 74,987

純資産合計 23,329,908 23,731,469

負債純資産合計 32,771,608 32,406,640
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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 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 6,191,886 8,501,837

売上原価 4,319,540 6,377,420

売上総利益 1,872,346 2,124,416

販売費及び一般管理費 1,539,780 1,956,634

営業利益 332,566 167,781

営業外収益   

受取利息 18,516 16,590

受取配当金 36,895 44,396

保険配当金 12,327 13,304

その他 29,141 38,970

営業外収益合計 96,880 113,261

営業外費用   

支払利息 10,181 9,164

支払手数料 2,865 2,729

その他 3,047 3,243

営業外費用合計 16,094 15,137

経常利益 413,351 265,905

特別利益   

固定資産売却益 861 －

特別利益合計 861 －

特別損失   

固定資産除却損 6 －

投資有価証券評価損 159,155 20,387

特別損失合計 159,162 20,387

税金等調整前四半期純利益 255,050 245,518

法人税等 222,405 271,358

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（△）

32,645 △25,840

少数株主利益 － 2,252

四半期純利益又は四半期純損失（△） 32,645 △28,093
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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 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９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（△）

32,645 △25,840

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △312,807 352,735

繰延ヘッジ損益 △7,886 －

為替換算調整勘定 － 209,145

その他の包括利益合計 △320,693 561,881

四半期包括利益 △288,048 536,041

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △288,048 524,934

少数株主に係る四半期包括利益 － 11,106
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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 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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 255,050 245,518

減価償却費 226,899 338,566

のれん償却額 63,936 119,458

賞与引当金の増減額（△は減少） △75,549 10,922

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △30,000 △30,000

工事損失引当金の増減額（△は減少） △5,469 47,535

退職給付引当金の増減額（△は減少） 42,402 83,931

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,066 △6,422

受取利息及び受取配当金 △55,412 △60,987

支払利息 10,181 9,164

投資有価証券評価損益（△は益） 159,155 20,387

固定資産売却損益（△は益） △861 －

固定資産除却損 6 －

売上債権の増減額（△は増加） 2,526,426 835,562

たな卸資産の増減額（△は増加） △184,221 △266,243

仕入債務の増減額（△は減少） △436,361 △201,163

前受金の増減額（△は減少） △58,686 315,451

未払消費税等の増減額（△は減少） △50,936 △15,478

未収消費税等の増減額（△は増加） 23,742 －

その他の資産の増減額（△は増加） △138,221 △248,364

その他の負債の増減額（△は減少） △260,746 △458,071

その他 － △5,280

小計 2,005,269 734,487

利息及び配当金の受取額 57,977 62,114

利息の支払額 △10,181 △8,906

法人税等の支払額 △265,312 △470,871

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,787,752 316,824

三精輸送機㈱（6357）　平成26年3月期第2四半期決算短信

9



（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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 △990,013 △30,000

定期預金の払戻による収入 310,000 30,000

有価証券の取得による支出 △129 △1

投資有価証券の取得による支出 △458,920 △200,000

投資有価証券の売却及び償還による収入 400,950 500,000

子会社株式の取得による支出 － △19,715

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△1,178,113 －

有形固定資産の取得による支出 △60,076 △72,695

有形固定資産の売却による収入 1,266 －

無形固定資産の取得による支出 △12,012 △16,410

貸付けによる支出 △8,360 △8,430

貸付金の回収による収入 11,749 9,008

その他 △14,455 △68,212

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,998,114 123,543

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） △50,000 △609,858

長期借入金の返済による支出 △69,052 △144,174

社債の償還による支出 △45,800 －

リース債務の返済による支出 △5,939 △6,274

自己株式の取得による支出 △57 △142

配当金の支払額 △113,337 △128,526

財務活動によるキャッシュ・フロー △284,186 △888,975

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 11,803

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △494,548 △436,804

現金及び現金同等物の期首残高 5,597,985 5,434,862

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,103,437 4,998,058
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

（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）

（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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