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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12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3月期第3四半期 27,692 △35.3 1,293 9.7 1,336 27.1 1,224 66.2
21年3月期第3四半期 42,799 2.1 1,179 △49.4 1,051 △53.4 736 △43.0

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3四半期 71.34 71.34
21年3月期第3四半期 42.91 42.90

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3四半期 39,371 20,188 48.9 1,121.60
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3四半期  19,254百万円 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

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 ― 10.00 ― 5.00 15.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

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 37,000 △28.9 1,600 328.0 1,600 ― 1,300 ― 75.73
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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10月23日発表）の見直しは行っておりません。上記の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3四半期 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3四半期  442,493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3四半期 17,166,679株 21年3月期第3四半期 17,166,669株
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     当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、一昨年秋以来の世界同時不況の中で急激な景気後退に直面す

  ることとなりましたが、円高の進展が穏やかだったこと、株価が戻したこと、新興国向けの輸出が回復してきたこ

  と等により、最悪の状況を脱した感があります。しかし一方では国内需要が低迷し、デフレ基調に陥っており、雇

  用情勢と消費意欲にも改善が見られず、円高懸念が再燃するなど、引き続き不透明感は払拭されないままです。 

     当社グループの主要顧客先である自動車業界も、あらゆる地域において極端な生産調整を強いられた形となり、

   その後は中国並びに新興国市場の堅調、各国政府主導のインセンティブ施策の効果等によって当初の想定より回復

   が早まりましたが、前年同期の総需要には及ばない水準にとどまっております。また建設機械業界もさらに厳しい

   状況が続き、中国で若干の回復が見られたものの、全体的には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35.3％下回る276 

   億92百万円となりました。 

     損益面については、逆風の中で諸々の経営対策を講じたことが奏効し、営業利益は前年同期を9.7％上回る12億 

   93百万円、経常利益は同27.1％上回る13億36百万円、当期純利益は同66.2％上回る12億24百万円となりました。 

  

  

   当第３四半期末の総資産は、前期末に比べ６億95百万円増加し393億71百万円となりました。 

     流動資産は前期末に比べ18億57百万円増加し204億48百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が 

   増加したことによるものです。 

     固定資産は前期末に比べ11億62百万円減少し189億22百万円となりました。これは主に、有形固定資産が減価償 

   却により減少したことによるものです。 

     負債は前期末に比べ６億75百万円減少し191億83百万円となりました。これは主に、長短借入金の減少によるも 

   のです。 

     純資産は前期末に比べ13億70百万円増加し201億88百万円となりました。これは主に、四半期純利益の計上によ 

   り利益剰余金が増加したことによるものです。 

     以上の結果、自己資本比率は前期末に比べ2.4ポイント増加し48.9％となりました。 

  

  

     平成22年３月期通期の業績予想については、概ね順調な進捗に鑑み、平成21年10月23日発表の数字を変更してお

   りません。 

  

  

 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３四半期連結会計期間末
(平成21年12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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,207 5,668

受取手形及び売掛金 11,309 9,402

商品及び製品 844 1,061

仕掛品 693 651

原材料及び貯蔵品 804 1,047

その他 627 801

貸倒引当金 △36 △40

流動資産合計 20,448 18,591

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,674 4,842

機械装置及び運搬具（純額） 6,223 7,223

土地 5,816 5,771

その他（純額） 1,238 1,376

有形固定資産合計 17,953 19,213

無形固定資産   

その他 177 180

無形固定資産合計 177 180

投資その他の資産   

投資有価証券 319 211

その他 478 485

貸倒引当金 △5 △5

投資その他の資産合計 792 691

固定資産合計 18,922 20,085

資産合計 39,371 38,676

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,733 6,035

短期借入金 6,157 6,450

未払法人税等 104 100

賞与引当金 349 355

その他 1,535 1,632

流動負債合計 14,880 14,575

固定負債   

長期借入金 2,859 3,785

退職給付引当金 454 450

役員退職慰労引当金 444 502

負ののれん 39 55

その他 505 490

固定負債合計 4,303 5,284

負債合計 19,183 19,859

株式会社フコク （5185） 平成22年３月期 第３四半期決算短信

-　4　-



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12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 17,796 16,658

自己株式 △236 △236

株主資本合計 20,519 19,380

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 48 25

為替換算調整勘定 △1,313 △1,433

評価・換算差額等合計 △1,265 △1,407

新株予約権 13 9

少数株主持分 920 834

純資産合計 20,188 18,817

負債純資産合計 39,371 38,676
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 42,799 27,692

売上原価 36,127 22,301

売上総利益 6,671 5,390

販売費及び一般管理費 5,492 4,097

営業利益 1,179 1,293

営業外収益   

受取利息 17 15

受取配当金 5 2

負ののれん償却額 13 16

為替差益 － 40

その他 161 146

営業外収益合計 197 220

営業外費用   

支払利息 197 160

為替差損 113 －

その他 13 17

営業外費用合計 324 177

経常利益 1,051 1,336

特別利益   

投資有価証券売却益 174 －

積立保険返戻金 － 47

その他 37 23

特別利益合計 212 70

特別損失   

固定資産売却損 － 17

固定資産除却損 42 16

その他 14 0

特別損失合計 57 33

税金等調整前四半期純利益 1,206 1,373

法人税、住民税及び事業税 270 94

法人税等調整額 121 1

法人税等合計 392 95

少数株主利益 77 52

四半期純利益 736 1,224
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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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