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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 59,360 △27.7 1,641 ― 1,361 ― 944 ―

21年3月期第3四半期 82,108 ― △120 ― △1,108 ― △508 ―

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 17.80 ―

21年3月期第3四半期 △9.58 ―

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 56,826 11,190 15.7 168.24
21年3月期 57,908 9,623 13.7 149.61

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  8,927百万円 21年3月期  7,939百万円

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 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 0.00

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  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

通期 79,700 △14.2 2,300 ― 1,700 ― 900 ― 16.96



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、３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 

１．平成22年３月期の業績予想の詳細は、平成22年２月４日に公表いたしました「特別利益及び特別損失の発生並びに業績予想の修正に関するお知ら
せ」をご覧ください。  
２．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条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につい
ては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」をご覧ください。  

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 53,171,286株 21年3月期  53,171,286株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  107,220株 21年3月期  103,770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 53,065,981株 21年3月期第3四半期 53,073,613株
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 当第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年12月31日）におけるわが国経済は、在庫調整の一巡や景

気対策による効果等で一部に持ち直しの動きが見られるようになりましたが、先行きが不透明な状況は続いておりま

す。 

 海外におきましても、回復軌道に乗ってきている中国、インド等新興国を除き、欧米とも経済環境は依然厳しい状

況にあります。 

 当社グループが関連する自動車業界におきましては、国内外とも第３四半期になり操業に回復の兆しが見られるよ

うになりました。 

 このような経営環境下で当社グループの当第３四半期連結累計期間の業績は、第３四半期における需要回復に伴う

売上高の増加がありましたが、第１四半期における得意先各社の世界規模での減産の影響が大きく、売上高は593億

６千万円（前年同期比27.7％減）となりました。 

 損益につきましては、売上高は減少したものの欧米をはじめ各地域とも徹底的な合理化活動を実施したこと等によ

り、第１四半期の欠損を第２四半期及び第３四半期の利益でカバーし、営業利益は16億４千１百万円（前年同期は１

億２千万円の営業損失）となりました。経常利益は持分法による投資利益が１億円あったものの、支払利息が４億３

千１百万円発生したこと等により、13億６千１百万円（前年同期は11億８百万円の経常損失）となり、四半期純利益

は９億４千４百万円（前年同期は５億８百万円の四半期純損失）となりました。  

（資産の部）  

 資産の部は、前連結会計年度末に比べて10億８千２百万円（1.9％）減少し、568億２千６百万円となりました。こ

れは、主に受取手形及び売掛金が６億６千５百万円、有価証券が４億７千万円増加したものの、製品及び仕掛品等の

棚卸資産が６億３千７百万円、有形固定資産が20億２千１百万円減少したこと等によるものであります。  

（負債の部）  

 負債の部は、前連結会計年度末に比べて26億４千９百万円（5.5％）減少し、456億３千６百万円となりました。こ

れは、主に支払手形及び買掛金が27億５千２百万円増加したものの、長期借入金が45億４千６百万円、短期借入金が

５億３千６百万円減少したこと等によるものであります。  

（純資産の部）  

 純資産の部は、前連結会計年度末に比べて15億６千６百万円（16.3％）増加し、111億９千万円となりました。こ

れは、主に利益剰余金が９億４千４百万円、少数株主持分が５億７千８百万円増加したこと等によるものでありま

す。  

 当第３四半期連結累計期間における業績の進捗を勘案し、平成21年11月４日付け「業績予想の修正及び特別利益等

の発生に関するお知らせ」にて発表しました平成22年３月期の業績予想を修正しております。  

 詳細につきまして本日発表の「特別利益及び特別損失の発生並びに業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照く

ださい。  

 該当事項はありません。   

①棚卸資産の評価方法  

 当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略して第２四半期連結会計期間末の実

地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、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も

り、簿価切下げを行う方法によっております。 

②固定資産の減価償却費の算定方法  

 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定する方法によ

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

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

富士機工㈱ (7260) 平成22年３月期　第３四半期決算短信

3



③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に著しい変化がなく、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は、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によっており、前連結会計年度末以降に経営環境等に著

しい変化があるか、または、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は、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

法によっております。 

 該当事項はありません。 

（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 6,535 6,981

受取手形及び売掛金 16,525 15,860

有価証券 470 －

商品及び製品 1,320 1,543

仕掛品 1,948 2,231

原材料及び貯蔵品 2,313 2,445

前渡金 382 102

繰延税金資産 64 109

その他 1,227 871

貸倒引当金 △158 △354

流動資産合計 30,629 29,792

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,142 7,514

機械装置及び運搬具（純額） 10,563 11,894

土地 3,674 3,600

建設仮勘定 627 887

その他（純額） 1,320 1,453

有形固定資産合計 23,330 25,351

無形固定資産   

のれん 63 27

その他 1,077 1,126

無形固定資産合計 1,141 1,153

投資その他の資産   

投資有価証券 1,226 1,127

長期貸付金 30 30

繰延税金資産 64 60

その他 404 393

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 1,725 1,611

固定資産合計 26,197 28,116

資産合計 56,826 57,908
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（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,204 10,451

短期借入金 13,816 14,352

未払法人税等 94 107

未払費用 2,696 2,930

製品保証引当金 493 749

その他 2,194 2,098

流動負債合計 32,499 30,691

固定負債   

長期借入金 10,564 15,110

繰延税金負債 266 249

退職給付引当金 922 836

役員退職慰労引当金 121 136

損害賠償損失引当金 264 257

その他 997 1,002

固定負債合計 13,136 17,593

負債合計 45,636 48,285

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,985 5,985

資本剰余金 4,791 4,791

利益剰余金 △1,792 △2,736

自己株式 △31 △31

株主資本合計 8,953 8,009

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △0 △0

為替換算調整勘定 △25 △69

評価・換算差額等合計 △26 △70

少数株主持分 2,262 1,684

純資産合計 11,190 9,623

負債純資産合計 56,826 57,908
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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 82,108 59,360

売上原価 74,077 51,523

売上総利益 8,031 7,837

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 1,569 1,136

給料及び賃金 3,267 2,507

退職給付費用 148 182

減価償却費 187 232

研究開発費 999 777

その他 1,978 1,360

販売費及び一般管理費合計 8,152 6,196

営業利益又は営業損失（△） △120 1,641

営業外収益   

受取利息 29 17

受取配当金 1 0

持分法による投資利益 147 100

その他 160 260

営業外収益合計 338 377

営業外費用   

支払利息 689 431

為替差損 521 36

その他 115 189

営業外費用合計 1,326 657

経常利益又は経常損失（△） △1,108 1,361

特別利益   

固定資産売却益 543 4

貸倒引当金戻入額 26 －

製品保証引当金戻入額 55 239

退職者医療保険引当金戻入益 986 －

その他 28 44

特別利益合計 1,639 288

特別損失   

固定資産除却損 126 102

損害賠償損失引当金繰入額 150 －

その他 133 26

特別損失合計 410 129

税金等調整前四半期純利益 119 1,520

法人税、住民税及び事業税 111 45

法人税等還付税額 － △27

法人税等調整額 314 59

法人税等合計 425 78

少数株主利益 202 498

四半期純利益又は四半期純損失（△） △508 944
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 該当事項はありません。 

  

 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） 

 （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．各区分の主な製品 

(1）自動車部品事業 

1）ステアリング部品事業 ステアリングコラム、インタミディエイトシャフト 

2）シート部品事業    リクライナー、ハイトアジャスター、シートスライド 

3）シフター部品事業   オートマチックトランスミッションシフター、マニュアルトランスミッション

シフター 

4）機関駆動部品事業   プーリー、ドライブプレート 

5）大型車部品事業    トラック用ロッカーバルブ、トラック用Ｕボルト 

6）その他自動車部品事業 ウィンドレギュレータ、アクセルペダル 

(2）非自動車部品事業    半導体自動試験装置、熱抵抗測定装置、テトラパック製造機 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  自動車部品事業

非自動車
部品事業

計 消去又は
全社 連結

  
ステアリ
ング部品
事業 

シート部
品事業 

シフター
部品事業 

機関駆動
部品事業

大型車部
品事業 

その他自
動車部品
事業 

小計

売上高                      
(1）外部顧客に

対する売上
高(百万円) 

 38,578  28,828  6,135 4,414 1,212 906 80,076 2,032  82,108 －  82,108

(2）セグメント
間の内部売
上高又は振
替高  
（百万円） 

－  －  －  －  －  －  －  －  －  －  － 

計（百万円）  38,578  28,828  6,135 4,414 1,212 906 80,076 2,032  82,108 －  82,108
営業利益又は営
業損失（△） 
（百万円） 

 △801  344  113 79 61 25 △177 56  △120 －  △120

  自動車部品事業

非自動車
部品事業 計 消去又は

全社 連結
  

ステアリ
ング部品
事業 

シート部
品事業 

シフター
部品事業 

機関駆動
部品事業

大型車部
品事業 

その他自
動車部品
事業 

小計

売上高     

(1）外部顧客に
対する売上
高(百万円) 

 28,531  20,428  4,581 3,786 581 518 58,427 933  59,360 － 59,360

(2）セグメント
間の内部売
上高又は振
替高  
（百万円） 

－ － － － － － － － － － －

計（百万円）  28,531  20,428  4,581 3,786 581 518 58,427 933  59,360 － 59,360
営業利益又は営
業損失（△） 
（百万円） 

 985  62  625 181 △56 △20 1,777 △136  1,641 － 1,641
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３．会計処理の方法の変更 

 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） 

 (1）棚卸資産の評価に関する会計基準 

 「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」２．（1）に記載のとおり、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 平成18年７月５

日）を適用しております。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業損益は、機関駆

動部品事業、その他自動車部品事業で営業利益がそれぞれ０百万円、３百万円減少しております。 

 (2）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 

 「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」２．（2）に記載のとおり、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 平成18年５月17日）を適用しております。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業損益は、ステア

リング部品事業で営業損失が16百万円増加しており、また、シフター部品事業、非自動車部品事業で営業

利益がそれぞれ０百万円、５百万円減少しております。 

 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） 

   該当事項はありません。 

４．追加情報 

 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） 

 「追加情報」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、平成20年度の法人税法改正を契機に、第１

四半期連結会計期間より有形固定資産の耐用年数を見直し、機械装置の耐用年数を12年から９年に変更し

ております。 

 この変更に伴い、従来と同様の方法によった場合と比較して、当第３四半期連結累計期間の営業損益

は、ステアリング部品事業で営業損失が12百万円増加しており、また、シート部品事業、シフター部品事

業、機関駆動部品事業、大型車部品事業、その他自動車部品事業で営業利益がそれぞれ158百万円、15百

万円、98百万円、１百万円、１百万円減少しております。  

 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） 

   該当事項はありません。 
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 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） 

 （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 

(1）北米 ……………米国 

(2）ヨーロッパ ……フランス、スウェーデン、チェコ 

(3）その他の地域……中国、インドネシア、タイ 

３．会計処理の方法の変更 

 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） 

 (1）棚卸資産の評価に関する会計基準 

   「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」２．（1）に記載のとおり、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 平成18年７月５日）を

適用しております。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業損益は、日本で営

業利益が４百万円減少しております。   

 (2）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 

   「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」２．（2）に記載のとおり、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 平成18年５月17日）を適用しております。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業損益は、北米、ヨ

ーロッパで営業損失がそれぞれ１百万円、20百万円増加しております。 

 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） 

   該当事項はありません。 

〔所在地別セグメント情報〕

  日本 北米 ヨーロッパ その他の地域 計 消去又は全社 連結

売上高    

(1)外部顧客に対する売

上高（百万円） 
 47,841 10,947 18,157 5,162  82,108     － 82,108

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高

（百万円） 
 3,968 33 3 313  4,318  △4,318     －

計（百万円）  51,809 10,981 18,160 5,475  86,427  △4,318 82,108

営業利益又は営業損失

（△）（百万円） 
 592 △528 △722 487  △171  50 △120

  日本 北米 ヨーロッパ その他の地域 計 消去又は全社 連結

売上高    

(1)外部顧客に対する売

上高（百万円） 
 36,149 5,829 12,042 5,338  59,360  － 59,360

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高

（百万円） 
 3,785 10 － 209  4,005  △4,005 －

計（百万円）  39,935 5,840 12,042 5,548  63,366  △4,005 59,360

営業利益又は営業損失

（△）（百万円） 
 730 △107 294 687  1,605  35 1,641
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４．追加情報 

 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） 

   「追加情報」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、平成20年度の法人税法改正を契機に、第１四

半期連結会計期間より有形固定資産の耐用年数を見直し、機械装置の耐用年数を12年から９年に変更してお

ります。 

 この変更に伴い、従来と同様の方法によった場合に比較して、当第３四半期連結累計期間の営業損益は、

日本で営業利益が287百万円減少しております。 

 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） 

   該当事項はありません。  

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） 

 （注）１．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。 

２．国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1) 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。 

(2) 各区分に属する主な国又は地域 

(イ)北米………………米国、カナダ 

(ロ)ヨーロッパ………フランス、スウェーデン、ドイツ 

(ハ)その他の地域……中国、インドネシア、タイ    

 該当事項はありません。  

  該当事項はありません。   

〔海外売上高〕

  北米 ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ．海外売上高（百万円）  11,332  17,645  6,271  35,249

Ⅱ．連結売上高（百万円）    82,108

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 13.8  21.5  7.6  42.9

  北米 ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ．海外売上高（百万円）  5,912  11,869  6,029  23,811

Ⅱ．連結売上高（百万円）   59,360

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 10.0  20.0  10.1  40.1

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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