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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 14,022 △8.6 157 ― 157 ― 119 ―

21年3月期第2四半期 15,347 ― △70 ― △81 ― △207 ―

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 18.17 ―

21年3月期第2四半期 △31.71 ―

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 21,227 7,459 35.1 1,138.22
21年3月期 21,700 7,398 34.1 1,128.99

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  7,459百万円 21年3月期  7,398百万円

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

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 ― 0.00 ― 8.00 8.00

22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 8.00 8.00

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 27,000 △9.8 50 ― 50 ― △50 ― △7.63
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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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(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） 

(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 

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、
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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等について
は、４ページ【定性的情報・財務諸表】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

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2四半期 7,136,000株 21年3月期  7,136,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  582,416株 21年3月期  582,416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 6,553,584株 21年3月期第2四半期 6,553,664株
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（参考）平成22年３月期第２四半期（３か月）の連結業績（平成21年７月１日～平成21年９月30日） 

                                          （百万円未満切捨て） 

  

連結経営成績（３か月） （％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  7,900 △4.2 268 － 268 －  251 － 

21年３月期第２四半期  8,245 － △7 － △8 －  △49 － 

  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 38.31 － 

21年３月期第２四半期 △7.54 － 
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当第２四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、景気後退に底打ちの兆しが見られたものの、引き続き設備投

資は低調に推移し、雇用・所得環境も厳しさを増しております。 

当社グループ最大の得意先であるレストラン・ファストフード等の外食関連産業でも、個人消費の低迷により厳し

い状況が続いており、当社グループの業績につきましても、企業の設備投資の減少や価格競争の激化により、依然と

して厳しい経営環境が続いております。 

このような情勢の下で、当第２四半期連結会計期間の売上高は79億円（前年同四半期比4.2%減）となりました。 

利益面では、売上は前年同四半期比で減少したものの効率化の推進による経費面の圧縮に努めた結果、経常利益は

2億6千8百万円（前年同四半期は経常損失8百万円）、四半期純利益は2億5千1百万円（前年同四半期は四半期純損失4

千9百万円）を計上いたしました。なお、当第２四半期連結会計期間では特別利益として移転補償金1億2千4百万円を

計上しております。 

  平成22年３月期第１四半期に係る連結経営成績に関する定性的情報については、平成22年３月期第１四半期決算短

信（平成21年8月13日開示）をご参照ください。 

  

当第２四半期連結会計期間末の財政状態については、総資産は売上債権の減少等により、前連結会計年度末比4億7

千2百万円減の212億2千7百万円となりました。負債については借入金の減少等により、前連結会計年度末比5億3千3

百万円減の137億6千8百万円となりました。純資産については、前連結会計年度末比6千万円増の74億5千9百万円とな

りました。 

  

 平成21年11月11日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。  

  

 該当事項はありません。 

  

  

①簡便な会計処理  

 （棚卸資産の評価方法） 

当第２四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して、一部実地棚卸を省略し第１四半期連結累計

期間に係る実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法を使用しております。 

また、棚卸資産の簿価切下げに関して収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、

簿価切下げを行う方法、あるいは営業循環過程から外れた滞留又は処分見込等の棚卸資産で前連結会計年度

末において帳簿価額を処分見込価額まで切り下げているものについては、前連結会計年度以降に著しい変化

がないと認められる限り、前連結会計年度末における貸借対照表価額で計上する方法を使用しております。 

  

 （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） 

 法人税等の納付税額の算定に関して、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法を

使用しております。 

 また、繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、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場合に、前連結会計年度決算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、あるいは前連結会計年度末以降に経営環境等、又は、一時差

異等の発生状況に著しい変化が認められた場合に、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測や

タックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法を使用しております。 

  

②四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。  

  

  

 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：千円）

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 4,243,036 3,502,583

受取手形及び売掛金 5,773,313 6,479,508

商品及び製品 1,812,782 1,892,539

仕掛品 70,843 70,311

原材料及び貯蔵品 1,048,461 1,187,981

その他 682,753 746,655

貸倒引当金 △40,167 △45,501

流動資産合計 13,591,023 13,834,078

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,709,538 2,746,160

減価償却累計額 △2,053,708 △2,060,159

建物及び構築物（純額） 655,830 686,000

機械装置及び運搬具 2,756,473 2,774,872

減価償却累計額 △2,210,094 △2,141,352

機械装置及び運搬具（純額） 546,379 633,519

土地 3,764,564 3,764,564

その他 1,354,155 1,323,193

減価償却累計額 △1,192,762 △1,174,923

その他（純額） 161,392 148,269

有形固定資産合計 5,128,167 5,232,354

無形固定資産 46,070 53,363

投資その他の資産   

投資有価証券 766,066 743,589

その他 1,985,623 2,120,680

貸倒引当金 △231,629 △225,825

投資損失引当金 △57,525 △57,525

投資その他の資産合計 2,462,536 2,580,919

固定資産合計 7,636,773 7,866,637

資産合計 21,227,797 21,700,716

㈱フジマック（５９６５）平成22年3月期　第2四半期決算短信

5



（単位：千円）

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 7,419,538 7,472,884

短期借入金 500,000 1,130,000

1年内返済予定の長期借入金 459,232 399,232

未払法人税等 77,701 22,559

賞与引当金 273,857 274,439

役員賞与引当金 5,828 375

製品保証引当金 81,600 89,000

その他 985,050 927,040

流動負債合計 9,802,808 10,315,530

固定負債   

社債 1,000,000 1,000,000

長期借入金 1,236,623 1,196,239

退職給付引当金 311,652 300,860

役員退職慰労引当金 274,413 346,273

その他 1,142,908 1,142,908

固定負債合計 3,965,597 3,986,281

負債合計 13,768,405 14,301,812

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,471,150 1,471,150

資本剰余金 1,148,365 1,148,365

利益剰余金 3,757,736 3,691,095

自己株式 △441,299 △441,299

株主資本合計 5,935,953 5,869,312

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 37,593 25,010

繰延ヘッジ損益 5 △30

土地再評価差額金 1,567,748 1,567,748

為替換算調整勘定 △81,909 △63,136

評価・換算差額等合計 1,523,438 1,529,592

純資産合計 7,459,391 7,398,904

負債純資産合計 21,227,797 21,700,716
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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：千円）

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 15,347,184 14,022,495

売上原価 10,524,125 9,648,331

売上総利益 4,823,058 4,374,163

販売費及び一般管理費 4,893,802 4,216,646

営業利益又は営業損失（△） △70,744 157,517

営業外収益   

受取利息 6,941 3,414

受取配当金 9,664 7,559

受取賃貸料 18,057 16,389

受取手数料 28,394 21,262

保険解約返戻金 － 8,647

その他 24,279 11,312

営業外収益合計 87,337 68,585

営業外費用   

支払利息 22,501 25,834

貸倒引当金繰入額 46,182 7,217

持分法による投資損失 15,244 17,894

その他 14,001 17,881

営業外費用合計 97,930 68,827

経常利益又は経常損失（△） △81,336 157,275

特別利益   

固定資産売却益 8,630 －

貸倒引当金戻入額 3,290 1,965

移転補償金 － 124,774

特別利益合計 11,920 126,739

特別損失   

固定資産売却損 4,008 －

固定資産除却損 2,476 25,804

投資有価証券評価損 2,647 －

特別損失合計 9,132 25,804

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（△）

△78,547 258,210

法人税、住民税及び事業税 125,713 63,701

法人税等調整額 3,559 75,439

法人税等合計 129,273 139,140

四半期純利益又は四半期純損失（△） △207,821 119,069
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 8,245,142 7,900,773

売上原価 5,830,951 5,562,318

売上総利益 2,414,190 2,338,454

販売費及び一般管理費 2,421,652 2,069,751

営業利益又は営業損失（△） △7,461 268,702

営業外収益   

受取利息 4,430 1,723

受取配当金 745 590

受取賃貸料 10,040 8,585

受取手数料 10,280 13,245

保険解約返戻金 － 8,647

その他 12,474 4,124

営業外収益合計 37,972 36,917

営業外費用   

支払利息 11,371 12,317

貸倒引当金繰入額 14,851 2,523

持分法による投資損失 5,146 11,873

その他 7,985 10,345

営業外費用合計 39,356 37,059

経常利益又は経常損失（△） △8,845 268,559

特別利益   

固定資産売却益 1,245 －

貸倒引当金戻入額 － 2,881

移転補償金 － 124,774

特別利益合計 1,245 127,656

特別損失   

固定資産売却損 3,858 －

固定資産除却損 1,778 25,716

投資有価証券評価損 2,591 －

特別損失合計 8,228 25,716

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（△）

△15,829 370,499

法人税、住民税及び事業税 △25,184 38,835

法人税等調整額 58,765 80,615

法人税等合計 33,580 119,450

四半期純利益又は四半期純損失（△） △49,410 251,049
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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 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) 

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（△）

△78,547 258,210

減価償却費 175,718 146,163

退職給付引当金の増減額（△は減少） 45,032 10,791

受取利息及び受取配当金 △16,606 △10,973

支払利息 22,501 25,834

固定資産除売却損益（△は益） △2,145 25,804

投資有価証券評価損益（△は益） 2,647 －

持分法による投資損益（△は益） 15,244 17,894

移転補償金 － △124,774

売上債権の増減額（△は増加） 1,769,235 700,700

たな卸資産の増減額（△は増加） △337,988 215,496

仕入債務の増減額（△は減少） △1,009,642 △45,592

その他 54,864 64,481

小計 640,312 1,284,037

利息及び配当金の受取額 16,110 10,628

利息の支払額 △21,207 △27,028

法人税等の支払額 △237,725 △35,776

法人税等の還付額 7,562 662

移転補償金の受取額 － 124,774

移転費用の支払額 － △10,885

営業活動によるキャッシュ・フロー 405,053 1,346,411

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 △100,000 △72,670

定期預金の払戻による収入 － 6,000

有形固定資産の取得による支出 △87,279 △67,309

有形固定資産の売却による収入 19,852 －

有形固定資産の除却による支出 － △3,862

投資有価証券の取得による支出 △27,853 △4,146

投資有価証券の償還による収入 100,000 －

非連結子会社に対する貸付による支出 △20,000 △12,000

非連結子会社に対する貸付金の回収による収入 6,000 －

従業員に対する貸付けによる支出 △5,000 －

従業員に対する貸付金の回収による収入 － 5,000

その他 9,600 67,625

投資活動によるキャッシュ・フロー △104,680 △81,362
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（単位：千円）

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) 

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） △200,000 △630,000

長期借入れによる収入 200,000 300,000

長期借入金の返済による支出 △116,000 △199,616

自己株式の取得による支出 △27 －

配当金の支払額 △52,429 △52,428

財務活動によるキャッシュ・フロー △168,457 △582,044

現金及び現金同等物に係る換算差額 6,143 △9,222

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 138,058 673,782

現金及び現金同等物の期首残高 3,272,607 3,391,583

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,410,665 4,065,366
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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