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1.  平成23年2月期第1四半期の連結業績（平成22年3月1日～平成22年5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 ％

23年2月期第1四半期 3,427 77.0 △23 ― 24 ― △24 ―

22年2月期第1四半期 1,936 △59.1 △741 ― △599 ― △672 ―

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

23年2月期第1四半期 △1.29 ―

22年2月期第1四半期 △35.38 ―

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

23年2月期第1四半期 19,194 11,631 55.9 567.21
22年2月期 19,467 11,453 54.4 559.74

（参考） 自己資本   23年2月期第1四半期  10,733百万円 22年2月期  10,592百万円

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  

※平成23年２月期の期末配当金予想につきましては、現時点においては未定であります。 

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

22年2月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

23年2月期 ―

23年2月期 
（予想）

0.00 ― ― ―

3.  平成23年2月期の連結業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率） 

（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

第2四半期 
連結累計期間

6,910 70.7 △70 ― △50 ― △200 ― △10.57

通期 14,830 50.4 380 ― 340 ― 10 ― 0.53
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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 (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」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 

 本資料に掲載されている業績予想等の将来に関する事項は、当社が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。 
 なお、平成23年２月期の期末配当金予想につきましては、現時点で判断する業績予想を鑑み、未定とさせていただきます。本件につきましては開示可能
となった時点で速やかに開示する予定であります。 

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） 23年2月期第1四半期 21,533,891株 22年2月期  21,533,891株

② 期末自己株式数 23年2月期第1四半期  2,610,944株 22年2月期  2,609,339株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 23年2月期第1四半期 18,923,577株 22年2月期第1四半期 19,013,602株
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当第１四半期連結累計期間における世界経済は、欧州発の金融危機といった新たな不安要素も発生いたしました
が、新興国の旺盛な需要にけん引されて、回復基調に転じております。また、わが国の経済は、政府による景気刺激
策等が功を奏し、緩やかな上昇局面にありますが、為替の円高基調による企業の警戒感や低調な雇用情勢等がネック
となり、本格的に回復したとは言いがたい状況のまま推移いたしました。 
当社グループの主要な取引先であります自動車産業界におきましては、各国の政府支援策や新興国の旺盛な需要と
いった下支えのもと、生産・販売ともに回復の傾向を見せております。しかしその一方で、特に日系自動車メーカー
等においては生産設備の過剰感や先行きの不透明感は依然として払拭されておらず、新規設備投資や臨時工員雇用の
手控えが継続するなど、予断を許さない厳しい状況が続きました。 
こうした経営環境のもと、当社グループといたしましては、「切削工具を中心とした新製品の拡販」「５Ｒビジネ
ス（修理、再生、再研磨、転用・改造、省資源）の取り込み」「他社ＯＥＭ製品の取り込み」「自動車部品生産ライ
ンの集約・改善に対応する高付加価値製品（複合加工工具、高能率加工工具等）の提案」「中国地域等における工具
類の一括受注（フルターンキー受注）の積極展開」などのテーマに取り組み、受注確保に努めてまいりました。  
この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高につきましては、34億２千７百万円（前年同四半期比77.0％増）と
なりました。 
しかしながら利益面におきましては、「工場を中心とした原価低減の推進」「労務費の適正化」「各種コストのさ
らなる圧縮」等のスリム化策に努めましたものの、営業損失２千３百万円（前年同四半期は７億４千１百万円の営業
損失）、経常利益２千４百万円（前年同四半期は５億９千９百万円の経常損失）、四半期純損失２千４百万円（前年
同四半期は６億７千２百万円の四半期純損失）となりました。 

  
事業の種類別セグメントの業績につきましては、次のとおりであります。 
（超硬工具関連事業） 
当事業につきましては、自動車産業界における設備投資の手控えが続き、工具保持具の受注は低迷いたしました
が、回復基調にある自動車生産の影響を受けて、切削工具の需要が若干回復いたしました。その結果、売上高は26億
９千７百万円（前年同四半期比77.2％増）、営業利益は９千５百万円（前年同四半期は５億２千４百万円の営業損
失）となりました。 
（自動車部品関連事業） 
当事業につきましては、自動車産業界における設備投資の手控えが続き、自動車試作部品、治具の受注ともに低迷
いたしました。その結果、売上高は２億６千３百万円（前年同四半期比86.8％増）、営業利益は６千１百万円（前年
同四半期は２千８百万円の営業損失）となりました。 
（包装資材関連事業） 
当事業につきましては、豪州を市場とし、住宅用断熱資材、バブルバック製品（クッション封筒等）を販売してお
りますが、主要な取引先であります建築業界、梱包資材業界向けの受注が回復に転じてまいりました。その結果、売
上高は３億６千８百万円（前年同四半期比40.8％増）、営業利益は２千９百万円（前年同四半期比7.4％増）となり
ました。 
（その他事業） 
当事業につきましては、売上高は９千７百万円（前年同四半期比776.7％増）、営業損失は１千５百万円（前年同
四半期は８百万円の営業損失）となりました。 
なお、セグメント全体の業績につきましては、各セグメント間における内部取引が増大し、必要に応じた消去を行
った結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は34億２千７百万円、営業損失は２千３百万円となりました。 
  
所在地別セグメントの業績につきましては、次のとおりであります。 
（日本） 
当地域におきましては、自動車産業界における設備投資の手控えが続き、工具保持具や治具の受注は低迷いたしま
したが、回復基調にある自動車生産の影響を受けて、切削工具の需要が若干回復いたしました。その結果、売上高は
20億７千万円（前年同四半期比106.7％増）となりましたが、利益面につきましては、コスト管理の徹底を進めまし
たものの、これを受注量で補うことができず、営業損失は１億６百万円（前年同四半期は５億３千９百万円の営業損
失）となりました。 
（アジア） 
当地域におきましては、中国の自動車産業界の旺盛な設備投資意欲等にけん引され、工具類の受注が急回復いたし
ました。その結果、売上高は６億９千８百万円（前年同四半期比35.8％増）、営業利益は７千６百万円（前年同四半
期比152.2％増）となりました。 

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
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（北米） 
当地域におきましては、自動車産業界における自動車生産の回復を受け、工具類の受注が回復に転じてまいりまし
た。その結果、売上高は２億６百万円（前年同四半期比117.0％増）、営業利益は0.5百万円（前年同四半期は５千４
百万円の営業損失）となりました。 
（オセアニア） 
当地域におきましては、住宅用断熱資材、バブルバック製品（クッション封筒等）を販売しておりますが、主要な
取引先であります建築業界、梱包資材業界向けの受注が回復に転じてまいりました。その結果、売上高は３億６千８
百万円（前年同四半期比40.8％増）、営業利益は２千９百万円（前年同四半期比7.4％増）となりました。 
（その他の地域） 
その他の地域におきましては、売上高は８千３百万円（前年同四半期比33.1％増）、営業損失は３百万円（前年同
四半期は２百万円の営業損失）となりました。 
  

当第１四半期連結会計期間末の財政状態は、前連結会計年度末と比較して、総資産２億７千３百万円減少して191
億９千４百万円となりました。これは主に、現金及び預金が４億９千３百万円減少したことなどによるものでありま
す。 
また、負債は前連結会計年度末と比較して、４億５千１百万円減少して75億６千２百万円となりました。これは主
に、支払手形及び買掛金が２億４千万円、短期借入金が１億５千万円減少したことなどによるものであります。 
なお、純資産は前連結会計年度末と比較して、主に為替換算調整勘定の増加により１億７千８百万円増加して116
億３千１百万円となり、当第１四半期連結会計期間の自己資本比率は55.9％となっております。 

  
キャッシュ・フローの状況につきましては、次のとおりであります。  
当第１四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前連結会計
年度末と比較して、４億９千３百万円減少し、36億８千１百万円となりました。 
当第１四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
営業活動の結果、使用した資金は３億１千万円（前年同四半期は５億８千６百万円の資金を取得）となりました。
これは主に、売上債権の増加額２億９千６百万円、仕入債務の減少額２億５千１百万円などによるものであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
投資活動の結果、得られた資金は４千８百万円（前年同四半期は８億４千９百万円の資金を使用）となりました。
これは主に、有価証券の売却による収入６億１千万円、有価証券の取得による支出５億６千６百万円などによるもの
であります。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
財務活動の結果、使用した資金は２億６千３百万円（前年同四半期は１億９千６百万円の資金を取得）となりまし
た。これは主に、短期借入金の純増減額１億５千万円の支出、長期借入金の返済による支出１億１千万円などによる
ものであります。 

  

 連結業績予想につきましては、現時点では、平成22年４月14日に公表いたしました数値から変更ありません。 

  

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
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該当事項はありません。  

  

（簡便な会計処理）  
 ①棚卸資産の評価方法 

当第１四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、前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する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 
減価償却費の方法として定率法を採用している固定資産については、当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。 

（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。 

  

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１四半期連結会計期間末 
(平成22年５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22年２月28日) 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 3,681,437 4,175,433 
受取手形及び売掛金 3,608,040 3,265,128 
有価証券 35 33 
商品及び製品 1,065,088 1,045,338 
仕掛品 368,922 353,421 
原材料及び貯蔵品 285,111 276,216 
繰延税金資産 27,969 23,827 
その他 135,237 251,489 
貸倒引当金 △20,875 △24,402 

流動資産合計 9,150,967 9,366,486 
固定資産   
有形固定資産   
建物及び構築物（純額） 2,682,600 2,663,280 
機械装置及び運搬具（純額） 3,589,092 3,715,880 
土地 1,368,572 1,356,279 
建設仮勘定 20,105 10,544 
その他（純額） 148,418 150,105 
有形固定資産合計 7,808,788 7,896,089 

無形固定資産   
その他 151,845 148,270 
無形固定資産合計 151,845 148,270 

投資その他の資産   
投資有価証券 1,684,855 1,654,796 
長期貸付金 6,977 7,469 
繰延税金資産 25,949 29,435 
その他 393,552 393,410 
貸倒引当金 △28,876 △28,876 

投資その他の資産合計 2,082,458 2,056,235 

固定資産合計 10,043,093 10,100,594 

資産合計 19,194,061 19,467,081 
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成22年５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22年２月28日) 

負債の部   
流動負債   
支払手形及び買掛金 917,784 1,158,163 
短期借入金 600,000 750,000 
1年内返済予定の長期借入金 597,417 602,663 
未払法人税等 30,297 86,939 
賞与引当金 68,189 33,815 
その他 705,077 670,484 
流動負債合計 2,918,766 3,302,066 

固定負債   
長期借入金 2,548,061 2,636,187 
繰延税金負債 48,755 42,137 
退職給付引当金 1,821,464 1,804,461 
その他 225,277 228,763 
固定負債合計 4,643,558 4,711,551 

負債合計 7,562,324 8,013,617 

純資産の部   
株主資本   
資本金 2,882,016 2,882,016 
資本剰余金 4,165,447 4,165,447 
利益剰余金 4,759,974 4,784,293 
自己株式 △732,737 △732,465 

株主資本合計 11,074,700 11,099,292 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 144,793 118,643 
為替換算調整勘定 △486,223 △625,189 

評価・換算差額等合計 △341,429 △506,546 

少数株主持分 898,465 860,717 
純資産合計 11,631,736 11,453,463 

負債純資産合計 19,194,061 19,467,081 
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年５月31日) 

売上高 1,936,212 3,427,924 
売上原価 1,963,839 2,800,771 

売上総利益又は売上総損失（△） △27,627 627,153 

販売費及び一般管理費 714,127 651,030 

営業損失（△） △741,754 △23,877 

営業外収益   
受取利息 － 15,471 
受取配当金 － 1,445 
持分法による投資利益 － 19,400 
為替差益 77,560 13,662 
その他 103,515 42,335 
営業外収益合計 181,075 92,315 

営業外費用   
支払利息 18,760 22,892 
デリバティブ評価損 － 15,096 
その他 19,632 6,195 
営業外費用合計 38,393 44,184 

経常利益又は経常損失（△） △599,072 24,253 

特別利益   
固定資産売却益 － 7,779 
貸倒引当金戻入額 2,447 4,287 
その他 557 － 

特別利益合計 3,005 12,067 

特別損失   
固定資産除売却損 475 9 
投資有価証券評価損 － 1,247 
その他 － 1 
特別損失合計 475 1,258 

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（△） △596,542 35,062 

法人税、住民税及び事業税 43,071 35,831 
法人税等調整額 3,049 △7,036 

法人税等合計 46,121 28,795 

少数株主利益 29,994 30,586 

四半期純損失（△） △672,658 △24,319 
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年５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（△） △596,542 35,062 

減価償却費 253,954 212,261 
のれん償却額 542 542 
負ののれん償却額 △242 △242 
デリバティブ評価損益（△は益） － 15,096 
持分法による投資損益（△は益） 2,580 △19,400 
退職給付引当金の増減額（△は減少） 67,299 15,139 
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △470,216 － 
賞与引当金の増減額（△は減少） 129,351 34,374 
貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,610 △3,993 
受取利息及び受取配当金 △10,497 △16,917 
支払利息 18,760 22,892 
有形固定資産除売却損益（△は益） 290 △7,770 
投資有価証券売却損益（△は益） △372 1 
投資有価証券評価損益（△は益） － 1,247 
売上債権の増減額（△は増加） 1,471,653 △296,737 
たな卸資産の増減額（△は増加） 92,163 △29,247 
仕入債務の増減額（△は減少） △273,959 △251,711 
その他 △51,861 58,300 

小計 629,293 △231,101 

利息及び配当金の受取額 15,377 14,936 
利息の支払額 △18,387 △12,789 
法人税等の支払額 △42,007 △81,771 
法人税等の還付額 2,093 － 

営業活動によるキャッシュ・フロー 586,367 △310,726 

投資活動によるキャッシュ・フロー   
有価証券の取得による支出 △2,228,231 △566,988 
有価証券の売却による収入 1,570,955 610,046 
有形固定資産の取得による支出 △194,149 △2,876 
有形固定資産の売却による収入 1,095 21,397 
貸付けによる支出 △1,019 △633 
貸付金の回収による収入 1,580 1,356 
その他 119 △13,792 

投資活動によるキャッシュ・フロー △849,650 48,508 
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年５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） 1,072 △150,000 
長期借入れによる収入 300,000 － 
長期借入金の返済による支出 △79,398 △110,803 
自己株式の売却による収入 97 － 
自己株式の取得による支出 △24,082 △272 
配当金の支払額 △138 △36 
少数株主への配当金の支払額 △732 △2,805 

財務活動によるキャッシュ・フロー 196,817 △263,918 

現金及び現金同等物に係る換算差額 35,801 32,139 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △30,663 △493,996 

現金及び現金同等物の期首残高 2,082,716 4,175,433 
現金及び現金同等物の四半期末残高 2,052,053 3,681,437 

富士精工㈱(6142) 平成23年２月期 第１四半期決算短信

- 10 -



 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自平成21年３月１日 至平成21年５月31日） 

  
当第１四半期連結累計期間（自平成22年３月１日 至平成22年５月31日） 

  

前第１四半期連結累計期間（自平成21年３月１日 至平成21年５月31日） 

  
当第１四半期連結累計期間（自平成22年３月１日 至平成22年５月31日） 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報
〔事業の種類別セグメント情報〕

  
超硬工具 
関連事業 
(千円) 

自動車部品
関連事業 
(千円) 

包装資材 
関連事業 
(千円) 

その他事業 
(千円) 

計 
(千円) 

消去又は 
全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高  1,522,023  141,080  261,936  11,172  1,936,212         －  1,936,212

(2）セグメント間の内部売上高又
は振替高  1,093  －  －  24,917  26,010    ( )26,010  －

計  1,523,116  141,080  261,936  36,090  1,962,223     ( )26,010  1,936,212

営業利益又は営業損失（△）  △524,969  △28,334  27,636  △8,764  △534,431     ( )207,323  △741,754

  
超硬工具 
関連事業 
(千円) 

自動車部品
関連事業 
(千円) 

包装資材 
関連事業 
(千円) 

その他事業 
(千円) 

計 
(千円) 

消去又は 
全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高  2,697,736  263,545  368,690  97,952  3,427,924         －  3,427,924

(2）セグメント間の内部売上高又
は振替高  3,184  －  －  32,428  35,612    ( )35,612  －

計  2,700,920  263,545  368,690  130,380  3,463,537     ( )35,612  3,427,924

営業利益又は営業損失（△）  95,902  61,285  29,690  △15,992  170,886     ( )194,764  △23,877

〔所在地別セグメント情報〕

  日本 
(千円) 

アジア 
(千円) 

北米 
(千円) 

オセアニア 
(千円) 

その他の地域 
(千円) 

計 
(千円) 

消去又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

売上高                 

(1）外部顧客に対する売上高  1,002,042  514,328  95,335  261,936  62,569  1,936,212     －  1,936,212

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 124,666  48,798  110  －  －  173,574    ( )173,574  －

計  1,126,708  563,127  95,445  261,936  62,569  2,109,787    ( )173,574  1,936,212

営業利益又は営業損失（△）  △539,095  30,343  △54,464  27,636  △2,605  △538,185    ( )203,569  △741,754

  日本 
(千円) 

アジア 
(千円) 

北米 
(千円) 

オセアニア 
(千円) 

その他の地域 
(千円) 

計 
(千円) 

消去又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

売上高                 

(1）外部顧客に対する売上高  2,070,808  698,248  206,909  368,690  83,267  3,427,924     －  3,427,924

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 244,830  83,269  －  －  1,748  329,848    ( )329,848  －

計  2,315,639  781,518  206,909  368,690  85,015  3,757,773    ( )329,848  3,427,924

営業利益又は営業損失（△）  △106,411  76,533  591  29,690  △3,638  △3,235    ( )20,642  △23,877
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前第１四半期連結累計期間（自平成21年３月１日 至平成21年５月31日） 

  
当第１四半期連結累計期間（自平成22年３月１日 至平成22年５月31日） 

  

 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〕

  アジア  北米 オセアニア その他の地域 計 

海外売上高（千円）  518,207  95,335  261,936  62,569  938,048

連結売上高（千円）  －  －  －  －  1,936,212

連結売上高に占める海外売上
高の割合（％） 

 26.8  4.9  13.5  3.2  48.4

  アジア  北米 オセアニア その他の地域 計 

海外売上高（千円）  711,096  206,909  368,690  83,458  1,370,154

連結売上高（千円）  －  －  －  －  3,427,924

連結売上高に占める海外売上
高の割合（％） 

 20.8  6.0  10.8  2.4  40.0

（６）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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