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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 20,171 △7.9 109 ― 114 ― 62 ―

21年3月期第3四半期 21,908 ― △273 ― △263 ― △394 ―

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 9.60 ―

21年3月期第3四半期 △60.23 ―

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3四半期 20,345 7,405 36.4 1,129.96
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3四半期  7,405百万円 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・財務諸表等】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3四半期 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3四半期  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3四半期 6,553,584株 21年3月期第3四半期 6,553,644株
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（参考）平成22年３月期第３四半期（３か月）の連結業績（平成21年10月１日～平成21年12月31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３四半期  6,149 △6.3 △48 － △42 － △56 － 

21年３月期第３四半期  6,561 － △202 － △181 － △186 － 

  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 △8.57 － 

21年３月期第３四半期 △28.51 － 
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当第３四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、輸出や生産の持ち直しなど回復の兆しは見えてきたものの、

設備投資は引き続き低調で、雇用・所得環境も悪化局面が続いております。 

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も、個人消費の低迷やデフレの進

行により厳しい状況で推移し、当社グループの業績につきましても、依然として企業の設備投資の減少や価格競争の

激化といった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３四半期連結会計期間の売上高は61億4千9百万円（前年同四半期比6.3%減）となりま

した。 

利益面では、売上の伸び悩みによる売上総利益の減少等のため、経常損失は4千2百万円（前年同四半期は経常損失

1億8千1百万円）、四半期純損失は5千6百万円（前年同四半期は四半期純損失1億8千6百万円）でありました。 

平成22年３月期第１四半期及び第２四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）及び第２四半期決算短信（平成21年11月12日開示）をご参照ください。 

  

  

当第３四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13億

5千5百万円減の203億4千5百万円となりました。負債については借入金、仕入債務の減少等により、前連結会計年度

末比13億6千1百万円減の129億4千万円となりました。純資産については、前連結会計年度末比6百万円増の74億5百万

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３四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２四半期連結累

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。 

  

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
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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。  

  

（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

㈱フジマック（５９６５）平成22年3月期　第3四半期決算短信

5



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 4,500,115 3,502,583

受取手形及び売掛金 4,519,911 6,479,508

商品及び製品 2,075,116 1,892,539

仕掛品 73,404 70,311

原材料及び貯蔵品 966,649 1,187,981

その他 636,128 746,655

貸倒引当金 △34,622 △45,501

流動資産合計 12,736,703 13,834,078

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,703,267 2,746,160

減価償却累計額 △2,054,688 △2,060,159

建物及び構築物（純額） 648,579 686,000

機械装置及び運搬具 2,756,965 2,774,872

減価償却累計額 △2,246,557 △2,141,352

機械装置及び運搬具（純額） 510,408 633,519

土地 3,764,937 3,764,564

その他 1,402,426 1,323,193

減価償却累計額 △1,203,371 △1,174,923

その他（純額） 199,054 148,269

有形固定資産合計 5,122,980 5,232,354

無形固定資産 42,443 53,363

投資その他の資産   

投資有価証券 729,792 743,589

その他 2,003,288 2,120,680

貸倒引当金 △232,096 △225,825

投資損失引当金 △57,525 △57,525

投資その他の資産合計 2,443,459 2,580,919

固定資産合計 7,608,883 7,866,637

資産合計 20,345,586 21,700,716
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（単位：千円）

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 7,023,816 7,472,884

短期借入金 400,000 1,130,000

1年内返済予定の長期借入金 429,232 399,232

未払法人税等 29,982 22,559

賞与引当金 105,800 274,439

役員賞与引当金 7,754 375

製品保証引当金 78,800 89,000

その他 972,729 927,040

流動負債合計 9,048,114 10,315,530

固定負債   

社債 1,000,000 1,000,000

長期借入金 1,151,815 1,196,239

退職給付引当金 317,756 300,860

役員退職慰労引当金 279,678 346,273

その他 1,142,908 1,142,908

固定負債合計 3,892,158 3,986,281

負債合計 12,940,273 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 3,701,549 3,691,095

自己株式 △441,299 △441,299

株主資本合計 5,879,765 5,869,312

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 25,428 25,010

繰延ヘッジ損益 △8 △30

土地再評価差額金 1,567,748 1,567,748

為替換算調整勘定 △67,621 △63,136

評価・換算差額等合計 1,525,547 1,529,592

純資産合計 7,405,313 7,398,904

負債純資産合計 20,345,586 21,700,716
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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：千円）

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 21,908,477 20,171,725

売上原価 15,058,448 13,761,812

売上総利益 6,850,029 6,409,913

販売費及び一般管理費 7,123,438 6,300,773

営業利益又は営業損失（△） △273,409 109,139

営業外収益   

受取利息 9,547 5,244

受取配当金 12,523 10,482

受取賃貸料 26,664 24,213

受取手数料 51,825 31,430

保険解約返戻金 － 8,647

その他 27,579 22,854

営業外収益合計 128,140 102,872

営業外費用   

支払利息 34,426 39,388

貸倒引当金繰入額 49,063 9,463

持分法による投資損失 13,886 24,392

その他 20,368 24,133

営業外費用合計 117,744 97,377

経常利益又は経常損失（△） △263,013 114,634

特別利益   

固定資産売却益 9,352 －

投資有価証券売却益 － 1,661

貸倒引当金戻入額 10,208 7,510

移転補償金 － 124,774

特別利益合計 19,561 133,946

特別損失   

固定資産売却損 4,043 550

固定資産除却損 6,624 28,652

投資有価証券評価損 2,647 24,471

特別損失合計 13,315 53,673

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（△）

△256,767 194,907

法人税、住民税及び事業税 97,443 71,769

法人税等調整額 40,485 60,256

法人税等合計 137,929 132,025

四半期純利益又は四半期純損失（△） △394,696 62,882
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 6,561,293 6,149,230

売上原価 4,534,323 4,113,480

売上総利益 2,026,970 2,035,750

販売費及び一般管理費 2,229,636 2,084,127

営業損失（△） △202,665 △48,377

営業外収益   

受取利息 2,605 1,830

受取配当金 2,859 2,922

受取賃貸料 8,607 7,824

受取手数料 23,430 10,167

持分法による投資利益 1,357 －

その他 3,862 11,541

営業外収益合計 42,723 34,287

営業外費用   

支払利息 11,925 13,554

貸倒引当金繰入額 2,880 2,246

持分法による投資損失 － 6,497

その他 6,930 6,252

営業外費用合計 21,735 28,549

経常損失（△） △181,677 △42,640

特別利益   

固定資産売却益 722 －

投資有価証券売却益 － 1,661

貸倒引当金戻入額 6,918 5,545

特別利益合計 7,640 7,207

特別損失   

固定資産売却損 35 550

固定資産除却損 4,147 2,847

投資有価証券評価損 － 24,471

特別損失合計 4,182 27,869

税金等調整前四半期純損失（△） △178,219 △63,302

法人税、住民税及び事業税 △28,270 8,067

法人税等調整額 36,925 △15,183

法人税等合計 8,655 △7,115

四半期純損失（△） △186,874 △56,187
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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) 

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（△）

△256,767 194,907

減価償却費 266,463 223,398

退職給付引当金の増減額（△は減少） 66,493 16,895

受取利息及び受取配当金 △22,071 △15,726

支払利息 34,426 39,388

固定資産除売却損益（△は益） 1,314 29,202

投資有価証券売却損益（△は益） － △1,661

投資有価証券評価損益（△は益） 2,647 24,471

持分法による投資損益（△は益） 13,886 24,392

移転補償金 － △124,774

売上債権の増減額（△は増加） 2,658,810 2,048,032

たな卸資産の増減額（△は増加） △70,461 35,790

仕入債務の増減額（△は減少） △2,041,867 △445,277

その他 △365,231 △70,447

小計 287,645 1,978,591

利息及び配当金の受取額 21,445 14,938

利息の支払額 △29,358 △35,475

法人税等の支払額 △315,300 △148,354

法人税等の還付額 8,071 672

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 △27,496 1,924,261

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 △77,520

定期預金の払戻による収入 － 6,000

有形固定資産の除却による支出 － △3,862

有形固定資産の取得による支出 △115,578 △135,299

有形固定資産の売却による収入 21,328 －

投資有価証券の取得による支出 △32,371 △15,883

投資有価証券の売却による収入 － 5,245

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 △30,000 △35,000

非連結子会社に対する貸付金の回収による収入 9,000 －

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 50,483

投資活動によるキャッシュ・フロー △143,021 △200,837
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（単位：千円）

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) 

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） △150,000 △730,000

長期借入れによる収入 400,000 300,000

長期借入金の返済による支出 △230,000 △314,424

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 △32,457 △796,852

現金及び現金同等物に係る換算差額 △39,285 △560

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △242,261 926,011

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 3,030,346 4,317,595
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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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