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1. 2021年3月期第2四半期の連結業績（2020年4月1日～2020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 ％

2021年3月期第2四半期 17,101 △14.5 △481 ― △383 ― △737 ―

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

（注）包括利益 2021年3月期第2四半期　　90百万円 （―％） 2020年3月期第2四半期　　△116百万円 （△116.4％）

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2四半期 △39.88 ―

2020年3月期第2四半期 4.38 4.34

(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2四半期 66,514 29,886 44.1 1,585.80

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2四半期 29,345百万円 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 ― 15.00

2021年3月期（予想） ― 15.00 30.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

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）

（％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 37,000 △17.9 540 △81.2 540 △81.3 △240 ― △12.98

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



※ 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2Q 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2Q 826,703 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2Q 18,485,838 株 2020年3月期2Q 18,459,575 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、新型コロナウイルス感染拡大に歯止めがかからず、国内外ともに経済活動

への深刻な影響が続く事態となりました。５月の緊急事態宣言の解除後も各種感染防止対策の実施と並行して、社会

経済活動の正常化への取組みが進められたものの、感染収束の目途は立たず先行き不透明な状況が続いております。

当社についても、主要顧客である国内外の遊園地やテーマパーク、劇場などエンターテイメント業界の苦境により、

事業環境は引き続き厳しい状況にあります。特に、落ち込みの大きい仮設の舞台設備分野では、一部のコンサートや

イベントで再開に向けた兆しが出て来ているものの、回復には今しばらく時間を要する見込みです。加えて、遊戯機

械事業も国内外で受注・工事両面での進捗遅れの影響が続きました。

この結果、売上高は17,101百万円（前年同期比14.5％減）、営業損失は481百万円（前年同期は営業利益338百万

円）、経常損失は383百万円（前年同期は経常利益406百万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失は737百万円（前

年同期は親会社株主に帰属する四半期純利益80百万円）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

中国をはじめ国内外のパークの一部で受注・工事などについて進捗の遅れが続き、売上高は10,045百万円（前年同

期比17.2％減）、セグメント利益は113百万円（同58.8％減）となりました。

舞台設備

公共ホールなどの新設工事案件については大型案件が相次いで起工している上、改修工事案件も引き続き順調に推

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大きく落ち込んでおり、売上高は4,994

百万円（同14.3％減）、セグメント損失は105百万円（前年同期は利益757百万円）となりました。

昇降機

前年度より受注の積み上がった集合住宅用の新設案件を中心に順調に工事が進捗していることなどにより、売上高

は2,033百万円（同3.1％増）、セグメント利益は221百万円（同229.1％増）となりました。

その他

売上高は27百万円（同57.0％減）、セグメント利益は1百万円（同95.2％減）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1,383百万円増加し、37,712百万円となりました。これは主に、受取手形及

び売掛金が3,045百万円減少したのに対し、コロナ影響に備えて資金調達を行ったことなどにより現金及び預金が

3,484百万円増加したこと、その他資産も742百万円増加したことなどによります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べ152百万円増加し、28,801百万円となりました。これは主に、償却が進捗し

たことで無形固定資産が946百万円減少したのに対し、株価上昇に伴い投資有価証券が1,003百万円増加したことに

よります。

この結果、資産合計は前連結会計年度末に比べ1,535百万円増加し、66,514百万円となりました。

（負債の部）

流動負債は、前連結会計年度末に比べ1,255百万円増加し、19,627百万円となりました。これは主に、前受金が

1,511百万円、支払手形及び買掛金が1,224百万円それぞれ減少したのに対し、短期借入金が5,112百万円増加したこ

とによります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ509百万円増加し、17,000百万円となりました。これは主に長期借入金が

302百万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1,765百万円増加し、36,628百万円となりました。

（純資産の部）

前連結会計年度末に比べ229百万円減少し、29,886百万円となりました。これは主に、配当金の支払い等により利

益剰余金が1,060百万円減少したことによります。

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3,484百万円増加し14,020百万円となりました。

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、1,380百万円の支出（前年同四半期連結累計期間は1,129百万円の収入）

となりました。収入の主な内訳は、売上債権の減少3,101百万円であり、支出の主な内訳は、前受金の減少1,440百

万円、仕入債務の減少1,207百万円であります。

（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、224百万円の支出（前年同四半期連結累計期間は479百万円の支出）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304百万円であります。

（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、5,148百万円の収入（前年同四半期連結累計期間は719百万円の支出）と

なりました。収入の主な内訳は、短期借入金の純増額5,136百万円、長期借入れによる収入1,000百万円であり、支

出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出613百万円であります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年３月期の連結業績予想につきましては、当社が2020年８月６日に公表した「2021年３月期第１四半期決算

短信[日本基準]（連結）」においては、新型コロナウイルスの感染拡大が当社事業に与える影響を合理的に算定す

ることが困難であったため、未定としておりました。現時点におきましても、新型コロナウイルス感染の収束時期

は依然として不透明な状況が続いておりますが、現時点において入手可能な情報及び合理的と判断される前提条件

に基づき算定した通期業績予想を公表することといたしました。

なお、実際の業績は様々な要因により大きく異なる可能性もあります。今後見直しの必要が生じた場合には速や

かに業績への影響を開示いたします。
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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
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,568,802 14,053,658

受取手形及び売掛金 20,721,996 17,676,948

電子記録債権 315,129 107,543

有価証券 100,580 -

仕掛品 675,265 974,818

原材料及び貯蔵品 2,405,385 2,580,995

その他 1,655,752 2,398,372

貸倒引当金 △113,052 △79,353

流動資産合計 36,329,860 37,712,983

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,322,637 5,194,929

土地 4,332,688 4,328,889

その他（純額） 1,447,698 1,377,001

有形固定資産合計 11,103,024 10,900,820

無形固定資産

のれん 8,941,646 8,505,309

その他 2,529,137 2,019,254

無形固定資産合計 11,470,784 10,524,563

投資その他の資産

投資有価証券 4,529,244 5,532,369

その他 1,547,817 1,844,744

貸倒引当金 △1,251 △856

投資その他の資産合計 6,075,811 7,376,257

固定資産合計 28,649,620 28,801,641

資産合計 64,979,481 66,514,625
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,929,550 1,704,778

短期借入金 1,440,451 6,553,222

1年内返済予定の長期借入金 2,294,470 2,360,645

未払法人税等 480,347 92,844

未払消費税等 402,986 8,282

前受金 6,324,759 4,813,371

賞与引当金 577,614 485,339

役員賞与引当金 36,750 4,944

工事損失引当金 1,446,109 1,302,905

その他 2,439,358 2,301,209

流動負債合計 18,372,398 19,627,545

固定負債

長期借入金 13,474,703 13,777,224

繰延税金負債 741,066 870,960

退職給付に係る負債 2,199,631 2,290,284

その他 75,238 62,081

固定負債合計 16,490,640 17,000,552

負債合計 34,863,039 36,628,097

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 2,442,954

利益剰余金 24,134,456 23,074,159

自己株式 △435,953 △416,375

株主資本合計 29,382,678 28,352,018

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 1,830,195

繰延ヘッジ損益 △1,130 △445

為替換算調整勘定 △579,437 △821,235

退職給付に係る調整累計額 △18,652 △14,728

その他の包括利益累計額合計 530,224 993,785

新株予約権 142,939 147,408

非支配株主持分 60,600 393,315

純資産合計 30,116,442 29,886,527

負債純資産合計 64,979,481 66,514,625
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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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 20,003,225 17,101,228

売上原価 15,027,579 13,349,267

売上総利益 4,975,645 3,751,960

販売費及び一般管理費 4,637,532 4,233,730

営業利益又は営業損失（△） 338,112 △481,769

営業外収益

受取利息 3,197 3,879

受取配当金 71,345 76,667

保険配当金 109,838 13,825

助成金収入 - 90,845

その他 29,218 50,975

営業外収益合計 213,600 236,193

営業外費用

支払利息 124,388 131,573

支払手数料 2,698 2,716

持分法による投資損失 158 -

為替差損 10,756 198

その他 7,576 3,331

営業外費用合計 145,578 137,819

経常利益又は経常損失（△） 406,134 △383,395

特別利益

固定資産売却益 925 1,108

特別利益合計 925 1,108

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又は税金等調整前四半期
純損失（△）

406,905 △382,287

法人税等 326,125 △9,283

四半期純利益又は四半期純損失（△） 80,780 △373,003

非支配株主に帰属する四半期純利益 - ※ 364,131

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

80,780 △737,134
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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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 80,780 △373,003

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 95,481 700,750

繰延ヘッジ損益 △9,870 685

為替換算調整勘定 △281,282 △241,798

退職給付に係る調整額 △1,772 3,923

その他の包括利益合計 △197,444 463,561

四半期包括利益 △116,663 90,557

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △116,663 △273,573

非支配株主に係る四半期包括利益 - 364,131
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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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

406,905 △382,287

減価償却費 864,321 864,526

のれん償却額 397,449 343,701

賞与引当金の増減額（△は減少） 13,172 △92,274

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △32,850 △31,806

工事損失引当金の増減額（△は減少） 27,904 △128,240

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 25,736 96,307

貸倒引当金の増減額（△は減少） 15,913 △32,652

受取利息及び受取配当金 △74,543 △80,546

支払利息 124,388 131,573

持分法による投資損益（△は益） 158 -

固定資産売却損益（△は益） △771 △1,108

売上債権の増減額（△は増加） 4,052,082 3,101,278

たな卸資産の増減額（△は増加） △693,113 △502,570

仕入債務の増減額（△は減少） △1,244,013 △1,207,434

前受金の増減額（△は減少） △1,480,698 △1,440,287

未払消費税等の増減額（△は減少） △77,280 △394,703

未収消費税等の増減額（△は増加） 59,421 △317,010

その他の資産の増減額（△は増加） △157,894 △404,132

その他の負債の増減額（△は減少） △235,636 △103,326

その他 66,123 82,636

小計 2,056,777 △498,357

利息及び配当金の受取額 73,828 85,907

利息の支払額 △114,083 △128,802

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △886,897 △839,092

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,129,624 △1,380,344
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(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020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

有価証券の売却及び償還による収入 - 100,000

投資有価証券の売却及び償還による収入 - 950

有形固定資産の取得による支出 △483,065 △304,826

有形固定資産の売却による収入 18,746 1,108

無形固定資産の取得による支出 △44,600 △33,470

貸付けによる支出 △9,650 △6,030

貸付金の回収による収入 5,499 5,746

その他 33,272 12,325

投資活動によるキャッシュ・フロー △479,798 △224,196

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） 290,925 5,136,835

長期借入れによる収入 - 1,000,000

長期借入金の返済による支出 △663,004 △613,004

リース債務の返済による支出 △24,059 △21,426

ストックオプションの行使による収入 7 39

自己株式の取得による支出 - △178

非支配株主への配当金の支払額 - △30,669

配当金の支払額 △323,248 △323,102

財務活動によるキャッシュ・フロー △719,379 5,148,494

現金及び現金同等物に係る換算差額 △188,757 △59,097

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △258,310 3,484,855

現金及び現金同等物の期首残高 9,311,511 10,535,595

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,053,200 14,020,451
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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。

（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２四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年９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、

当該優先株式は消却済みであり、今後配当は発生いたしません。

　


