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配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 7,779 △46.5 △132 △120.1 △96 △115.3 △88 △117.1

21年3月期第1四半期 14,532 ― 659 ― 629 ― 519 ―

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3月期第1四半期 △5.17 ―

21年3月期第1四半期 30.24 30.23

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3月期第1四半期 37,788 18,866 47.7 1,049.10
21年3月期 38,676 18,817 46.5 1,046.98

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  18,009百万円 21年3月期  17,973百万円

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  無  
 

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3月期 ― 10.00 ― 5.00 15.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 5.00 5.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31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  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

第2四半期 
連結累計期間

15,000 △49.0 △700 ― △750 ― △750 ― △43.69

通期 34,000 △34.6 400 7.2 300 426.3 250 ― 14.56
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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  無  

(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） 

(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 

業績予想（平成21年５月14日発表）の見直しは行っておりません。上記予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであ
り、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。なお、上記予想数値に関する事項は、３ページ【定性的情報・
財務諸表等】「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

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3月期第1四半期 17,609,130株 21年3月期  17,609,130株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  442,431株 21年3月期  442,381株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 17,166,732株 21年3月期第1四半期 17,166,171株
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当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、昨年秋以降の米国金融危機に端を発した世界同時不況の影響下

において、かつてない急速な景気後退局面を迎えることとなりました。当初の予想よりも円高の進展が穏やかだった

こと、株価が戻したこと等により、 悪の状況を脱している感がある一方で、雇用情勢の悪化と消費意欲の減退、原

油価格の振幅など、不安要素に悩まされる環境に終始しました。 

当社グループの主要顧客先である自動車業界では、グローバル市場の急激な縮小の中、ほとんどの地域及び車種に

関して極端な生産調整を強いられる形となりました。日本国内でも、市場の冷え込みや所得の伸び悩み等によって総

需要が急減すると同時に、海外輸出が縮小しました。また建設機械業界も低迷しており、引き続き大幅な需要減のま

ま推移しました。 

このような状況は当社グループの受注にも大きく影を落とすこととなり、売上高は前年同期を46.5％下回る77億79

百万円となりました。 

損益面については、諸々の経営対策を講じているものの受注のマイナスをカバーしきれず、営業損失は１億32百万

円（前年同期は営業利益６億59百万円）、経常損失は96百万円（前年同期は経常利益６億29百万円）、当期純損失は

88百万円（前年同期は純利益５億19百万円）となりました。 

   

当第１四半期末の総資産は、売上の減少に伴う受取手形及び売掛金の減少、設備投資の抑制による固定資産の減少

等により、前期末比８億88百万円減の377億88百万円となりました。 

負債は仕入の減少に伴う支払手形及び買掛金の減少等により前期末比９億38百万円減の189億21百万円となりまし

た。 

純資産は利益剰余金が減少したこと、為替換算調整勘定が増加したこと等により前期末比49百万円増の188億66百

万円となりました。以上の結果、自己資本比率は前期末に比べ1.2ポイント増加し47.7％となりました。 

  

国内では景気の下げ止まり感が語られ、自動車業界各所においても徐々に生産が戻りつつあるように見受けられま

すが、極端な在庫調整後の反動と評価する向きもあり、また雇用・所得環境の厳しさも当面緩む気配がないなど、依

然として事業環境の不透明感は拭えません。当社グループにおきましても、現時点で好転・悪化それぞれのファクタ

ーが混在し、引き続き予断を許さない状況にありますため、第２四半期連結累計期間及び通期の業績につきましては

平成21年５月14日発表の予想を見直すべきではないと判断いたします。 

今後も状況の精査に注力し、業績予想について見直しが必要となった場合には、適時開示いたします。  

  

 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。 

  

  該当事項はありません。 

  

  

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

３．連結業績予想に関する定性的情報

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：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,991 5,668

受取手形及び売掛金 8,476 9,402

商品及び製品 974 1,061

仕掛品 657 651

原材料及び貯蔵品 926 1,047

その他 782 801

貸倒引当金 △32 △40

流動資産合計 17,776 18,591

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,881 4,842

機械装置及び運搬具（純額） 7,111 7,223

土地 5,773 5,771

その他（純額） 1,343 1,376

有形固定資産合計 19,110 19,213

無形固定資産   

その他 199 180

無形固定資産合計 199 180

投資その他の資産   

投資有価証券 246 211

その他 460 485

貸倒引当金 △5 △5

投資その他の資産合計 700 691

固定資産合計 20,011 20,085

資産合計 37,788 38,676

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,610 6,035

短期借入金 7,148 6,450

未払法人税等 90 100

賞与引当金 195 355

その他 1,581 1,632

流動負債合計 13,627 14,575

固定負債   

長期借入金 3,819 3,785

退職給付引当金 469 450

役員退職慰労引当金 419 502

負ののれん 50 55

その他 535 490

固定負債合計 5,294 5,284

負債合計 18,921 19,859

株式会社フコク（5185）平成22年３月期　第１四半期決算短信

-　4　-



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30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３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,395 1,395

資本剰余金 1,563 1,563

利益剰余金 16,483 16,658

自己株式 △236 △236

株主資本合計 19,205 19,380

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 44 25

為替換算調整勘定 △1,241 △1,433

評価・換算差額等合計 △1,196 △1,407

新株予約権 11 9

少数株主持分 845 834

純資産合計 18,866 18,817

負債純資産合計 37,788 38,676
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 14,532 7,779

売上原価 12,037 6,545

売上総利益 2,495 1,233

販売費及び一般管理費 1,835 1,366

営業利益又は営業損失（△） 659 △132

営業外収益   

受取利息 4 6

受取配当金 2 1

負ののれん償却額 4 5

為替差益 － 43

その他 53 43

営業外収益合計 65 100

営業外費用   

支払利息 63 55

為替差損 25 －

その他 5 8

営業外費用合計 95 64

経常利益又は経常損失（△） 629 △96

特別利益   

固定資産売却益 9 －

投資有価証券売却益 174 －

積立保険返戻金 － 27

その他 7 10

特別利益合計 191 38

特別損失   

固定資産除却損 14 7

その他 1 1

特別損失合計 15 8

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（△）

805 △66

法人税、住民税及び事業税 187 13

法人税等調整額 72 15

法人税等合計 259 29

少数株主利益又は少数株主損失（△） 26 △7

四半期純利益又は四半期純損失（△） 519 △88
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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）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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