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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 13,799 △30.4 199 △53.3 172 △46.7 115 △74.8

21年3月期第2四半期 19,841 ― 427 ― 324 ― 459 ―

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2四半期 5.25 ―

21年3月期第2四半期 20.84 ―

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2四半期 32,659 9,029 24.5 362.72
21年3月期 31,746 8,665 24.4 351.22

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  7,993百万円 21年3月期  7,739百万円

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  

22年３月期(予想)の期末配当予想につきましては、現時点で未定とさせていただきます。 

1株当たり配当金

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

21年3月期 ― ― ― 7.00 7.00
22年3月期 ― ―

22年3月期 
（予想）

― ― ―

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 29,800 △12.5 900 ― 700 ― 600 ― 27.23
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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  有  
（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(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） 

(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．業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づくものであり、将来の予測が含まれております。今後の事業運営や為 
替の変動等内外の状況の変化により、実際の業績が記載の予想数値と大幅に異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項は４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。 
２．平成22年３月期の配当予想につきましては、経営環境の先行きが不透明であることから、現時点では未定とし業績の進捗等を見きわめた上で配当予 
想が固まり次第、速やかに開示いたします。 

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2四半期 22,100,000株 21年3月期  22,100,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  63,285株 21年3月期  62,852株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 22,036,848株 21年3月期第2四半期 22,042,013株
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㈱ファインシンター（5994）平成 22 年３月期 第２四半期決算短信 

 

「参考」個別業績予想 

平成 22 年３月期の個別業績予想（自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 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 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 25,400 △10.1 200     ― 100     ― 100    ―   4   54 

（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無
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【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 

   当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年度の世界的な金融危機による影響

を受けながらも、内外の在庫調整の進展や海外経済の改善を背景とした輸出、生産の増加な

どから、緩やかに回復してまいりました。自動車産業におきましては、エコカー減税や、新

車購入補助金の効果でハイブリッド車等に人気が出ましたが、減税や補助金の額が小さい軽

自動車では不振が続いており、市場の本格的な回復には結びついておりません。 

当社グループの受注量は増加の兆しが見えてきたものの前年同四半期までの回復には至

らず、当第２四半期連結累計期間の売上高は 13,799 百万円と前年同四半期連結累計期間に

対し 6,041 百万円、30.4％の大幅な減収となりました。その結果、利益面では徹底したコス

ト低減活動に取り組んだものの、営業利益 199 百万円（前年同四半期連結累計期間比 228

百万円減）、経常利益 172 百万円（前年同四半期連結累計期間比 151 百万円減）、四半期純利

益 115 百万円（前年同四半期連結累計期間比 343 百万円減）となりました。 

 

２． 連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末における流動資産は、たな卸資産の減少に対し現金及び預

金の増加、生産の増加による受取手形及び売掛金の増加等により、13,057 百万円となりま

した。固定資産につきましては新規の設備投資を必要 小限にとどめたことによる有形固

定資産の減少等により、19,601 百万円となりました。以上により、資産合計は 32,659 百万

円（前連結会計年度末比 913 百万円増）となりました。 

流動負債につきましては新規設備投資の抑制による設備関係支払手形の減少、借入金の

返済による減少等に対し仕入の増加による支払手形及び買掛金の増加等により、17,342 百

万円となりました。固定負債につきましてはリース債務の増加等により、6,287 百万円とな

りました。以上により、負債合計は 23,629 百万円（前連結会計年度末比 549 百万円増）と

なりました。 

純資産の合計は、前連結会計年度末に比べ利益剰余金が 38 百万円減少、その他有価証券

評価差額金・為替換算調整勘定が 291 百万円増加したことにより、少数株主持分を除くと

7,993 百万円（自己資本比率 24.5％）となりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

今後の自動車産業の先行きは不透明であり、引き続き厳しい状況が続くと予想されており

ます。このような状況を踏まえ、通期の連結業績予想につきましては、売上高 29,800 百万

円、営業利益 900 百万円、経常利益 700 百万円、当期純利益 600 百万円を予想しております。 

なお、通期の個別業績予想につきましては、売上高 25,400 百万円、営業利益 200 百万円、

経常利益 100 百万円、当期純利益 100 百万円を予想しております。 
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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） 

  該当事項はありません。 

 

(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   

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四半期連結会計期間末の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、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を

算定しております。 

② 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、

一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用

した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

③ 固定資産の減価償却の算定方法 

   定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分し

て算出する方法によっております。 

 ④ 経過勘定項目の算定方法 

   合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 

 ⑤ 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行税率を合理的に見

積り、税引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。 

 

(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 

  該当事項はありません。 

-5-



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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 3,707 3,346 

受取手形及び売掛金 6,584 5,176 

商品及び製品 535 620 

仕掛品 1,174 1,227 

原材料及び貯蔵品 905 1,096 

繰延税金資産 28 27 

その他 123 370 

貸倒引当金 △2 △2 

流動資産合計 13,057 11,863 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 9,832 9,749 

減価償却累計額 △4,799 △4,609 

建物及び構築物（純額） 5,033 5,139 

機械装置及び運搬具 31,337 31,520 

減価償却累計額 △24,110 △23,220 

機械装置及び運搬具（純額） 7,226 8,299 

工具、器具及び備品 7,321 7,028 

減価償却累計額 △6,425 △6,057 

工具、器具及び備品（純額） 895 970 

土地 3,183 3,175 

リース資産 816 360 

減価償却累計額 △31 △11 

リース資産（純額） 785 348 

建設仮勘定 711 602 

有形固定資産合計 17,835 18,536 

無形固定資産   

のれん 66 75 

電話加入権 11 11 

リース資産 85 91 

その他 74 71 

無形固定資産合計 237 250 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,206 949 

長期貸付金 227 29 

繰延税金資産 38 39 

その他 72 96 

貸倒引当金 △15 △18 

投資その他の資産合計 1,528 1,095 

固定資産合計 19,601 19,883 

資産合計 32,659 31,746 

(株)ファインシンター (5994) 平成22年３月期 第２四半期決算短信
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,270 3,778 

短期借入金 10,284 10,891 

1年内返済予定の長期借入金 1,058 957 

リース債務 112 71 

未払法人税等 28 3 

未払消費税等 169 4 

未払費用 391 314 

繰延税金負債 6 6 

賞与引当金 587 570 

役員賞与引当金 8 15 

設備関係支払手形 75 433 

その他 348 295 

流動負債合計 17,342 17,343 

固定負債   

長期借入金 2,310 2,324 

リース債務 770 382 

繰延税金負債 280 164 

退職給付引当金 2,392 2,319 

役員退職慰労引当金 88 89 

その他 446 456 

固定負債合計 6,287 5,736 

負債合計 23,629 23,080 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,203 2,203 

資本剰余金 1,722 1,722 

利益剰余金 4,222 4,260 

自己株式 △20 △20 

株主資本合計 8,127 8,166 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 316 167 

為替換算調整勘定 △450 △594 

評価・換算差額等合計 △134 △426 

少数株主持分 1,036 926 

純資産合計 9,029 8,665 

負債純資産合計 32,659 31,746 

(株)ファインシンター (5994) 平成22年３月期 第２四半期決算短信
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 19,841 13,799 

売上原価 17,594 12,136 

売上総利益 2,246 1,662 

販売費及び一般管理費 1,818 1,463 

営業利益 427 199 

営業外収益   

受取利息 4 5 

受取配当金 18 8 

為替差益 － 37 

助成金収入 － 31 

作業くず売却収入 49 8 

雑収入 38 53 

営業外収益合計 111 145 

営業外費用   

支払利息 144 134 

固定資産除却損 12 23 

為替差損 26 － 

雑支出 32 14 

営業外費用合計 214 171 

経常利益 324 172 

特別利益   

固定資産処分益 164 － 

補助金収入 109 － 

特別利益合計 273 － 

特別損失   

固定資産処分損 21 － 

特別損失合計 21 － 

税金等調整前四半期純利益 576 172 

法人税等 22 6 

過年度法人税等戻入額 △23 － 

少数株主利益 118 50 

四半期純利益 459 115 

(株)ファインシンター (5994) 平成22年３月期 第２四半期決算短信
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(4)セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第２四半期連結累計期間（自 平成 20 年４月１日 至 平成 20 年９月 30 日） 

（単位：百万円） 

 粉末冶金

製品事業

油圧機器

製品事業
計 

消去又 

は全社 
連結 

売上高 

（1）外部顧客に対する売上高 

（2）セグメント間の内部 

売上高又は振替高 

18,892

―

948

―

19,841

―

―

―

 

19,841 

― 

計 18,892 948 19,841 ― 19,841 

営業利益 1,056 262 1,319 (891) 427 

(注)  1. 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております 

2. 各事業の主な製品 

       (1) 粉末冶金製品事業…… 自動車用部品、鉄道車両用部品、産業機器用部品 

        (2) 油圧機器製品事業…… モーターポンプ 

 

 

当第２四半期連結累計期間（自 平成 21 年４月１日 至 平成 21 年９月 30 日） 

（単位：百万円） 

 粉末冶金

製品事業

油圧機器

製品事業
計 

消去又 

は全社 
連結 

売上高 

（1）外部顧客に対する売上高 

（2）セグメント間の内部 

売上高又は振替高 

13,122

―

677

―

13,799

―

―

―

 

13,799 

― 

計 13,122 677 13,799 ― 13,799 

営業利益 773 170 944 (744) 199 

(注)  1. 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております 

2. 各事業の主な製品 

       (1) 粉末冶金製品事業…… 自動車用部品、鉄道車両用部品、産業機器用部品 

        (2) 油圧機器製品事業…… モーターポンプ 
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【所在地別セグメント情報】 

前第２四半期連結累計期間（自 平成 20 年４月１日 至 平成 20 年９月 30 日） 

（単位：百万円） 

 日本 アジア 北米 計 消去又は全社 連結 

売上高 

（1）外部顧客に対する売上高 

（2）セグメント間の内部 

売上高又は振替高 

16,392

571

2,391

―

1,057

―

19,841

571

 

― 

(571) 

19,841

―

計 16,964 2,391 1,057 20,413 (571) 19,841

営業利益又は営業損失(△) △229 515 140 426 1 427

(注)  1.国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

2.本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

       アジア：タイ・中国 

       北  米：米国  

 

 

当第２四半期連結累計期間（自 平成 21 年４月１日 至 平成 21 年９月 30 日） 

（単位：百万円） 

 日本 アジア 北米 計 消去又は全社 連結 

売上高 

（1）外部顧客に対する売上高 

（2）セグメント間の内部 

売上高又は振替高 

11,847

489

1,445

―

506

―

13,799

489

 

― 

(489) 

13,799

―

計 12,336 1,445 506 14,288 (489) 13,799

営業利益又は営業損失(△) 177 122 △102 197 1 199

(注)  1.国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

2.本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

       アジア：タイ・中国 

       北  米：米国  
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【海外売上高情報】 

前第２四半期連結累計期間（自 平成 20 年４月１日 至 平成 20 年９月 30 日） 

（単位：百万円） 

 アジア 北米 計 

Ⅰ 海 外 売 上 高 2,409 1,258 3,668

Ⅱ 連 結 売 上 高 ― ― 19,841

Ⅲ 連 結 売 上 高 に 占 め る 

海 外 売 上 高 の 割 合(％) 

12.1 6.3 18.5

(注)  1.国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

2.本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

       アジア：タイ・中国 

       北  米：米国  

   3.海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 

当第２四半期連結累計期間（自 平成 21 年４月１日 至 平成 21 年９月 30 日） 

   （単位：百万円） 

 アジア 北米 計 

Ⅰ 海 外 売 上 高 1,464 624 2,089

Ⅱ 連 結 売 上 高 ― ― 13,799

Ⅲ 連 結 売 上 高 に 占 め る 

海 外 売 上 高 の 割 合(％) 

10.6 4.5 15.1

(注)  1.国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

2.本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

       アジア：タイ・中国 

       北  米：米国  

   3.海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 

 

（5）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。   
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「参考」四半期個別財務諸表 

１.（要約）四半期貸借対照表 

（単位：百万円） 

 当第２四半期会計期間末 

 

（平成 21 年９月 30 日） 

前事業年度末に係る 

要約貸借対照表 

（平成 21 年３月 31 日） 

資産の部 

  流動資産 10,654 9,978

  固定資産 17,676 18,181

資産合計 28,330 28,160

負債の部 

  流動負債 14,669 14,674

  固定負債 5,255 5,132

 負債合計 19,925 19,806

純資産の部 

  株主資本 8,089 8,185

  評価・換算差額等 315 167

 純資産合計 8,405 8,353

負債純資産合計 28,330 28,160

 

 

２．（要約）四半期損益計算書 

       （単位：百万円） 

 前第２四半期累計期間 

（自 平成 20 年４月１日 

  至 平成 20 年９月 30 日）  

当第２四半期累計期間 

（自 平成 21 年４月１日 

  至 平成 21 年９月 30 日）  

売上高 16,706 12,126

営業利益又は営業損失（△） △225 98

経常利益又は経常損失（△） △197 62

四半期純利益 64 58

 

（注）上記の四半期個別財務諸表は、「四半期財務諸表の用語様式及び作成方法に関する規則」 

（平成 19 年内閣府令第 63 号）に基づいて作成した四半期財務諸表の一部科目を集約して表示し

ており、法定開示におけるレビュー対象ではありません。 
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