
平成平成平成平成22222222年年年年2222月期月期月期月期    第第第第1111四半期決算短信四半期決算短信四半期決算短信四半期決算短信    

平成21年6月30日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 富士精工株式会社 上場取引所 名 

コード番号 6142 URL http://www.c-max.co.jp
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名） 森 誠

問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役 （氏名） 鈴木 龍城 TEL 0565-53-6611
四半期報告書提出予定日 平成21年7月14日

配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年2月期第1四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年5月31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 ％

22年2月期第1四半期 1,936 △59.1 △646 ― △503 ― △577 ―

21年2月期第1四半期 4,731 7.4 190 △3.7 178 △36.9 58 △56.6

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

22年2月期第1四半期 △30.35 ―

21年2月期第1四半期 2.93 2.93

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

22年2月期第1四半期 19,414 12,614 60.4 619.07
21年2月期 19,970 12,898 60.5 634.17

（参考） 自己資本   22年2月期第1四半期  11,738百万円 21年2月期  12,087百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  有  

※平成22年２月期の期末配当予想につきましては、現時点においては未定であります。 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年2月期 ― 6.00 ― 0.00 6.00
22年2月期 ―

22年2月期 
（予想）

0.00 ― ― ―

3.  平成22年2月期の連結業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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

第2四半期 
連結累計期間

3,990 △60.7 △1,530 ― △1,320 ― △1,500 ― △78.89

通期 10,500 △37.4 △2,150 ― △1,970 ― △2,080 ― △109.40

- 1 -



4.  その他 

(1) 期中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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
(注)詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】「４．その他 (2)簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧
ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(注)詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】「４．その他 (3)四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更」をご覧
ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

(1)本資料に掲載されている業績予想等の将来に関する事項は、当社が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。 
なお、業績予想に関しましては予想数値を修正しております。当該業績予想に関する事項につきましては、４ページ「３．連結業績予想に関する定性的情
報」及び本日平成21年６月30日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
(2)当第１四半期連結会計期間より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」
（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年2月期第1四半期 21,533,891株 21年2月期  21,533,891株

② 期末自己株式数 22年2月期第1四半期  2,606,881株 21年2月期  2,472,966株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年2月期第1四半期 19,013,602株 21年2月期第1四半期 19,831,139株

- 2 -



当第１四半期連結累計期間におきまして、わが国の経済、世界経済ともに、米国の金融危機に端を発した世界同時不況

の影響により、景気は後退局面のまま推移いたしました。 

当社グループの主要な取引先であります自動車産業界におきましては、日系自動車メーカーを中心に、在庫調整をとも

なう大幅減産が一段落したことや新型ハイブリッド車が市場投入されるなど、明るい材料も一部に出てきております。し

かしながらその一方で、膨張した生産能力に強い過剰感が残されていることや、これにともない設備投資の意欲も極めて

低いこと、さらには米系自動車メーカーの経営破たんにより、関係取引先の事業活動に甚大な影響が及ぶ懸念があること

など、自動車産業界全体では依然として予断を許さない厳しい状況であります。 

こうした厳しい経営環境のもと、当社グループといたしましては、受注の確保及び限られた受注の中でも一定の収益を

維持できる体制づくりを緊急課題と認識し、当第１四半期連結累計期間より次のような取り組みを行っております。 

（営業販売活動の強化策） 

・継続的な受注の確保のため、切削工具を中心とした新製品販売、５Ｒビジネス（修理、再生、再研磨、転用・改造、省

資源）を積極的に展開する。 

・産業機械や農業機械分野等、自動車産業界以外の市場、あるいはいち早い回復の兆しを見せる中国地域等において、工

具類の一括受注（フルターンキー）を積極的に展開する。 

（経営体質の強化策） 

・スリムで効率的な事業運営のため、主要部門・重点部門への人材再配置などを進める。 

・従来外製してきた製商品の内製化促進などにより、工場稼働率を向上させる。 

・受注の大幅減少への対応として、国内工場を中心に生産調整を行う。 

・各種コストの抜本的な見直しにより、固定費のさらなる圧縮を図る。 

しかしながら、取引先における自動車生産台数の大幅な減少とこれにともなう資材品の在庫調整、さらには専用工作機

械の投資計画中止・凍結などにより、工具類の需要減退に歯止めがかからず、当第１四半期連結累計期間の業績につきま

しては、売上高19億３千６百万円（前第１四半期連結累計期間比59.1％減）、営業損失６億４千６百万円（前第１四半期

連結累計期間は１億９千万円の営業利益）、経常損失５億３百万円（前第１四半期連結累計期間は１億７千８百万円の経

常利益）、四半期純損失５億７千７百万円（前第１四半期連結累計期間は５千８百万円の四半期純利益）となりました。
  
  

当第１四半期連結会計期間末の財政状態は、前連結会計年度末と比較して、総資産は５億５千５百万円減少して194億
１千４百万円となりました。 
資産の主な減少要因は、受取手形及び売掛金が13億９千３百万円減少したことによるものであります。 
また、負債は前連結会計年度末と比較して、２億７千１百万円減少して67億９千９百万円となりました。 
負債の主な減少要因は、支払手形及び買掛金が２億３千４百万円減少したことによるものであります。  
なお、純資産は、大幅な四半期純損失を計上したため、主に利益剰余金が５億７千７百万円減少したことにより126億
１千４百万円となり、自己資本比率は60.4％となっております。 

  
  

  

定性的情報・財務諸表等
１．連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態に関する定性的情報

                           富士精工㈱(6142) 平成22年２月期第１四半期決算短信

- 3 -



第２四半期及び通期の連結業績予想につきましては、受注環境の回復は見られず、海外を含め依然として厳しい状況で

推移するものと予想しております。このような現状に鑑みて再検討しました結果、当初業績予想を下回る見込みとなりま

したので下記のとおり業績予想を修正いたしました。 

  
 ①連結業績予想 

第２四半期（平成21年３月１日～平成21年８月31日）                （単位：百万円） 

  
  通期（平成21年３月１日～平成22年２月28日）                   （単位：百万円） 

   
 ②個別業績予想 

第２四半期（平成21年３月１日～平成21年８月31日）                （単位：百万円） 

  
  通期（平成21年３月１日～平成22年２月28日）                   （単位：百万円） 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

前回発表予想（Ａ）  4,220  △1,240  △1,170  △1,300

今回修正予想（Ｂ）  3,990  △1,530  △1,320  △1,500

増減額 （Ｂ－Ａ）  △230  △290  △150  △200

増減率   （％）  △5.5  △23.4  △12.8  △15.4

(参考)前期第２四半期実績 
(平成21年２月期第２四半期)  10,148  380  526  199

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想（Ａ）  10,130  △1,800  △1,810  △1,980

今回修正予想（Ｂ）  10,500  △2,150  △1,970  △2,080

増減額 （Ｂ－Ａ）  370  △350  △160  △100

増減率   （％）  3.7  △19.4  △8.8  △5.1

(参考)前期実績 
(平成21年２月期)  16,762  △73  21  △1,184

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

前回発表予想（Ａ）  2,760  △1,230  △1,200  △1,370

今回修正予想（Ｂ）  2,270  △1,490  △1,270  △1,410

増減額 （Ｂ－Ａ）  △490  △260  △70  △40

増減率   （％）  △17.8  △21.1  △5.8  △2.9

(参考)前期第２四半期実績 
(平成21年２月期第２四半期)  7,248  154  379  195

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想（Ａ）  7,130  △1,830  △1,780  △2,060

今回修正予想（Ｂ）  6,630  △2,170  △1,910  △2,150

増減額 （Ｂ－Ａ）  △500  △340  △130  △90

増減率   （％）  △7.0  △18.6  △7.3  △4.4

(参考)前期実績 
(平成21年２月期)  12,593  △318  △97  △1,528
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該当事項はありません。   
   

（簡便な会計処理）  
①一般債権の貸倒見積高の算定方法 
 一般債権の貸倒見積高の算定方法は、貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな
いと認められるため、前連結会計年度決算において算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して貸倒見
積高を算定する方法によっております。 
②棚卸資産の評価方法  
 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し前連結会計年度末の実地棚卸
高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 
③固定資産の減価償却費の算定方法 
 固定資産の減価償却費の算定方法は、年度予算に基づく年間償却予定額を期間按分する方法によっており
ます。  

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 
 該当事項はありません。  

  

（四半期財務諸表に関する会計基準の適用）  
 当第１四半期連結会計期間より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財
務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連
結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用） 
 当第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」
（実務対応報告第18号）を適用しております。 
 なお、これによる損益に与える影響はありません。 
（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用） 
 当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号）を適用しており
ます。 
 なお、これによる損益に与える影響は、営業損失、経常損失、税金等調整前四半期純損失がそれぞれ14,427千
円増加しております。 
（リース取引に関する会計基準の適用） 
 当第１四半期連結会計期間より「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）及び「リース取引に
関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号）を適用しております。 
 なお、これによる損益に与える影響はありません。 

  
（追加情報） 
①有形固定資産の耐用年数の変更 
当社は、法人税法改正（減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令（平成20年４月30日
財務省令第32号））にともない、当第１四半期連結会計期間より、機械装置について耐用年数の変更を行って
おります。この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業損失、経常損失、税金等調整前四半期純損失が
それぞれ10,726千円増加しております。 
②役員退職慰労金制度の廃止 
 当社は、平成21年５月21日開催の定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止したため、当該
総会までの期間に対応する役員退職慰労引当金は、長期未払金として固定負債のその他に149,772千円計上し
ております。  

４．その他
（１）期中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）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成21年５月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年２月28日) 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 2,052,053 2,082,716 
受取手形及び売掛金 2,787,147 4,181,076 
商品 422,748 316,581 
製品 631,434 742,549 
原材料 254,269 253,459 
仕掛品 320,620 255,041 
その他 430,444 391,044 
貸倒引当金 △20,952 △23,589 

流動資産合計 6,877,765 8,198,879 

固定資産   
有形固定資産   
建物及び構築物（純額） 2,602,133 2,543,718 
機械装置及び運搬具（純額） 3,925,132 4,038,861 
土地 1,298,265 1,281,742 
その他（純額） 287,540 295,623 
有形固定資産合計 8,113,072 8,159,945 

無形固定資産   
その他 178,216 172,845 
無形固定資産合計 178,216 172,845 

投資その他の資産   
投資有価証券 3,772,520 2,966,332 
その他 515,648 514,834 
貸倒引当金 △42,581 △42,581 

投資その他の資産合計 4,245,587 3,438,585 

固定資産合計 12,536,876 11,771,375 

資産合計 19,414,641 19,970,255 
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成21年５月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年２月28日) 

負債の部   
流動負債   
支払手形及び買掛金 468,121 702,170 
短期借入金 1,325,000 1,336,630 
1年内返済予定の長期借入金 414,018 405,705 
賞与引当金 202,451 73,099 
その他 744,467 949,864 
流動負債合計 3,154,058 3,467,469 

固定負債   
長期借入金 1,734,263 1,485,491 
退職給付引当金 1,617,512 1,550,390 
役員退職慰労引当金 － 470,216 
その他 294,096 98,199 
固定負債合計 3,645,872 3,604,297 

負債合計 6,799,931 7,071,767 
純資産の部   
株主資本   
資本金 2,882,016 2,882,016 
資本剰余金 4,165,595 4,165,662 
利益剰余金 6,255,022 6,832,135 
自己株式 △732,104 △708,186 

株主資本合計 12,570,529 13,171,628 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 122,409 △543 
為替換算調整勘定 △975,785 △1,083,193 

評価・換算差額等合計 △853,376 △1,083,736 

少数株主持分 897,557 810,596 
純資産合計 12,614,710 12,898,487 

負債純資産合計 19,414,641 19,970,255 

                           富士精工㈱(6142) 平成22年２月期第１四半期決算短信

- 7 -



（２）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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

売上高 1,936,212 
売上原価 1,868,440 
売上総利益 67,772 

販売費及び一般管理費  
販売費及び一般管理費合計 713,982 

営業損失（△） △646,210 

営業外収益  
為替差益 77,560 
その他 103,515 
営業外収益合計 181,075 

営業外費用  
支払利息 18,760 
その他 19,632 
営業外費用合計 38,393 

経常損失（△） △503,527 

特別利益  
その他 3,005 
特別利益合計 3,005 

特別損失  
固定資産除売却損 475 
特別損失合計 475 

税金等調整前四半期純損失（△） △500,997 

法人税、住民税及び事業税 43,071 
法人税等調整額 3,049 
法人税等合計 46,120 
少数株主利益 29,994 

四半期純損失（△） △577,113 
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 当第１四半期連結会計期間より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸
表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸
表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  
 
  

 該当事項はありません。 
  

 該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 
（要約）四半期連結損益計算書 

前第１四半期連結累計期間（平成20年３月１日～平成20年５月31日） 

  

科目 

前年同四半期 
（平成21年２月期 
第１四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  4,731,469

Ⅱ 売上原価  3,665,342

売上総利益  1,066,126

Ⅲ 販売費及び一般管理費  875,326

営業利益  190,799

Ⅳ 営業外収益  98,922

 受取利息  13,085

 受取配当金   1,522

 持分法による投資利益   54,419

 仕入割引  9,457

 その他  20,436

Ⅴ 営業外費用  110,973

 支払利息  6,686

 売上割引  6,044

 為替差損  95,942

 その他  2,299

経常利益  178,748

Ⅵ 特別利益  1,693

 固定資産売却益  1,680

 その他  12

Ⅶ 特別損失  24,158

 固定資産売却及び除却損  24,053

 貸倒引当金繰入額  105

税金等調整前四半期純利益  156,282

法人税、住民税及び事業税  100,400

法人税等調整額  12,574

少数株主損失(△)  △14,787

四半期純利益  58,095
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