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1. 2021年3月期第3四半期の連結業績（2020年4月1日～2020年12月31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3四半期 25,748 △14.5 102 △90.0 224 △79.2 △405 ―

2020年3月期第3四半期 30,120 △18.9 1,021 △60.1 1,079 △57.6 442 △71.4

（注）包括利益 2021年3月期第3四半期　　918百万円 （―％） 2020年3月期第3四半期　　△833百万円 （―％）

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3四半期 △21.94 ―

2020年3月期第3四半期 23.95 23.74

(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3四半期 66,149 30,033 45.2 1,615.02

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3四半期 29,886百万円 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 ： 無

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 ： 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3Q 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3Q 826,733 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3Q 18,492,365 株 2020年3月期3Q 18,459,595 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３四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、個人消費を中心に経済

活動は停滞を余儀無くされました。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、一

部には持ち直しの動きも見られたものの、冬場に入って感染が再拡大する傾向にあり、先行きは依然として不透明な

状況が続いています。

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ンメント業界の苦境によ

り、事業環境は厳しい状況が続いています。特に、落ち込みの大きい仮設の舞台設備分野では、オンライン配信やガ

イドラインに則った客入れ公演再開に向けた兆しが出て来ているものの、本格的な回復には今暫く時間を要する見込

みです。加えて、遊戯機械事業においても国内外で受注・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25,748百万円（前年同期比14.5％減）、営業利益は102百万円（同90.0％減）、経常利益は224

百万円（同79.2％減）、親会社株主に帰属する四半期純損失は405百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純

利益442百万円）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高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や中断などがあり、売上高は14,272百万

円（前年同期比16.5％減）となりましたが、コロナ禍に対応するための製造コストや販売管理費の圧縮に加え、為替

の好影響等もあり、セグメント利益は473百万円（同273.7％増）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の工事が着実に進行し、また改修工事案件も順調に推移してい

ますが、コンサート・イベントなどへの仮設機材納入の落ち込みが大きく、売上高は7,977百万円（同18.3％減）、セ

グメント利益は194百万円（同88.6％減）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、保守・メンテナン

ス事業が安定的に推移していることなどにより、売上高は3,455百万円（同8.5％増）、セグメント利益は456百万円

（同57.0％増）となりました。

その他

売上高は43百万円（同46.2％減）、セグメント利益は2百万円（同88.2％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）

資産は、前連結会計年度末に比べ1,169百万円増加し、66,149百万円となりました。これは主に、受取手形及び売

掛金が1,508百万円、無形固定資産が1,124百万円、それぞれ減少したのに対し、現金及び預金が1,796百万円、仕掛

品が547百万円、それぞれ増加したこと、及び株価上昇に伴い投資有価証券が1,133百万円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1,252百万円増加し、36,115百万円となりました。これは主に、支払手形及び買

掛金が1,311百万円、工事損失引当金が1,206百万円、それぞれ減少したのに対し、短期借入金が4,865百万円増加し

たことなどによります。

（純資産の部）

前連結会計年度末に比べ82百万円減少し、30,033百万円となりました。これは主に、その他有価証券評価差額金

が790百万円増加したのに対し、配当金の支払い等により利益剰余金が1,006百万円減少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

2021年３月期の連結業績予想につきましては、現時点において2020年11月12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３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,568,802 12,365,771

受取手形及び売掛金 20,721,996 19,213,001

電子記録債権 315,129 229,651

有価証券 100,580 -

仕掛品 675,265 1,222,267

原材料及び貯蔵品 2,405,385 2,665,077

その他 1,655,752 1,938,362

貸倒引当金 △113,052 △78,849

流動資産合計 36,329,860 37,555,282

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,322,637 5,117,790

土地 4,332,688 4,331,054

その他（純額） 1,447,698 1,299,270

有形固定資産合計 11,103,024 10,748,115

無形固定資産

のれん 8,941,646 8,516,136

その他 2,529,137 1,829,649

無形固定資産合計 11,470,784 10,345,785

投資その他の資産

投資有価証券 4,529,244 5,662,701

その他 1,547,817 1,838,432

貸倒引当金 △1,251 △856

投資その他の資産合計 6,075,811 7,500,277

固定資産合計 28,649,620 28,594,179

資産合計 64,979,481 66,149,462
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,929,550 1,617,760

短期借入金 1,440,451 6,306,383

1年内返済予定の長期借入金 2,294,470 2,524,350

未払法人税等 480,347 90,407

未払消費税等 402,986 37,099

前受金 6,324,759 5,844,878

賞与引当金 577,614 251,208

役員賞与引当金 36,750 7,008

工事損失引当金 1,446,109 239,156

その他 2,439,358 2,526,697

流動負債合計 18,372,398 19,444,950

固定負債

長期借入金 13,474,703 13,420,778

繰延税金負債 741,066 882,380

退職給付に係る負債 2,199,631 2,314,083

その他 75,238 53,411

固定負債合計 16,490,640 16,670,653

負債合計 34,863,039 36,115,604

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 2,460,163

利益剰余金 24,134,456 23,128,036

自己株式 △435,953 △433,601

株主資本合計 29,382,678 28,405,878

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 1,920,155

繰延ヘッジ損益 △1,130 △1,657

為替換算調整勘定 △579,437 △425,160

退職給付に係る調整累計額 △18,652 △12,767

その他の包括利益累計額合計 530,224 1,480,570

新株予約権 142,939 147,408

非支配株主持分 60,600 -

純資産合計 30,116,442 30,033,857

負債純資産合計 64,979,481 66,149,462
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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３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

売上高 30,120,290 25,748,572

売上原価 22,392,863 19,504,982

売上総利益 7,727,427 6,243,590

販売費及び一般管理費 6,705,624 6,140,939

営業利益 1,021,802 102,650

営業外収益

受取利息 9,788 5,735

受取配当金 113,746 121,556

保険配当金 116,659 24,912

助成金収入 - 125,731

その他 41,882 64,500

営業外収益合計 282,077 342,435

営業外費用

支払利息 185,948 192,954

支払手数料 4,045 22,063

持分法による投資損失 9,381 -

為替差損 17,716 202

その他 7,610 5,547

営業外費用合計 224,704 220,767

経常利益 1,079,175 224,318

特別利益

固定資産売却益 1,296 1,110

特別利益合計 1,296 1,110

特別損失

固定資産売却損 575 -

投資有価証券評価損 49,370 -

特別損失合計 49,945 -

税金等調整前四半期純利益 1,030,526 225,428

法人税等 588,403 257,466

四半期純利益又は四半期純損失(△) 442,122 △32,037

非支配株主に帰属する四半期純利益 - 373,638

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(△)

442,122 △405,676

　



三精テクノロジーズ株式会社(6357)2021年３月期 第３四半期決算短信

7

四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

四半期純利益又は四半期純損失(△) 442,122 △32,037

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 311,316 790,711

繰延ヘッジ損益 △9,010 △526

為替換算調整勘定 △1,574,791 154,276

退職給付に係る調整額 △2,659 5,885

その他の包括利益合計 △1,275,144 950,346

四半期包括利益 △833,021 918,308

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △833,021 544,669

非支配株主に係る四半期包括利益 - 373,638
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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３四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３四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年12月31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。

　


