
   

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年4月１日～平成22年6月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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  （百万円未満切捨て）

（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３月期第１四半期  12,323  58.4  1,243  －  1,212  －  701  －

22年３月期第１四半期  7,779  △46.5  △132  △120.1  △96  △115.3  △88  △117.1

  
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３月期第１四半期  40  85  40  81

22年３月期第１四半期  △5  17  －      

  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３月期第１四半期  41,881  22,078  50.0  1,219  12

22年３月期    40,361  21,272  50.1  1,178  19

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 20,927百万円 22年３月期 20,225百万円

  
年間配当金

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３月期  －        0 00 －      10 00  10  00

23年３月期  －      

23年３月期（予想）  10 00 －      10 00  20  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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（累計）  22,500  32.9  1,500  437.6  1,500  382.3  900  186.6  52  43

通期  45,000  14.0  3,200  51.2  3,200  51.5  1,900  △6.4  110  68



４．その他（詳細は［添付資料］Ｐ.２「２.その他の情報」をご覧ください。） 

  （１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

新規     －社 （社名            ） 、除外     －社  （社名            ） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：無 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示

時点において、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

  

※  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22年５月14日発表）の見直しは行っておりません。上記予想は、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四半期決算短信（添付資料）２ページ「１.当四半期の連結業績等に

関する定性的情報 （３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。   

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 17,609,130株 22年３月期 17,609,130株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 442,778株 22年３月期 442,582株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 17,166,388株 22年３月期１Ｑ 17,166,732株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、海外経済の回復を背景とした輸出と生産の増加、設備投資の

持ち直し等に見られるように、緩やかな回復を持続しました。しかし回復基調が鮮明になる一方、雇用情勢や消費

意欲の向上は限定的に留まり、材料市況の上昇圧力、ユーロ圏における金融市場混乱、人民元の相場変動の容認、

円高や株価下落への懸念等、今後の不透明感も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産業においては、中国並びに新興国市場の好調、各国政府主導のインセ

ンティブ施策の効果などに助けられ、引き続き回復基調を維持しております。 

 このような状況を反映して、当社グループの売上高は前年同期を58.4％上回る123億23百万円、営業利益は12億

43百万円（前年同期は営業損失１億32百万円）、経常利益は12億12百万円（前年同期は経常損失96百万円）、当四

半期純利益は７億１百万円（前年同期は四半期純損失88百万円）となりました。 

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期末の総資産は、前期末に比べ15億20百万円増加し418億81百万円となりました。 

 流動資産は前期末に比べ15億９百万円増加し、231億60百万円となりました。これは主に、売上の増加に伴う受

取手形及び売掛金の増加等によるものです。 

 固定資産は前期末に比べ11百万円増加し、187億21百万円となりました。これは主に、機械装置及び運搬具の減

少と土地及びその他有形固定資産の増加等によるものです。 

 負債は前期末に比べ７億14百万円増加し198億２百万円となりました。これは主に、仕入の増加に伴う支払手形

及び買掛金の増加等によるものです。 

 純資産は前期末に比べ８億６百万円増加し220億78百万円となりました。これは主に、利益剰余金が増加したこ

と、為替換算調整勘定が減少したこと等によるものです。 

 以上の結果、自己資本比率は前期末に比べ0.1ポイント減少し、50.0％となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当社グループの業績は順調に推移しておりますが、当社では平成22年10月に適格退職年金制度から確定給付企業

年金制度への移行を予定しており、これに関連して第２四半期に発生する過去勤務債務等の金額について、本資料

の発表日現在、算定を進めている状況です。損益に与える影響額が判明し、第２四半期連結累計期間および通期の

業績予想について見直しが必要であると確認できた場合には適時開示いたします。 

  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

   該当事項はありません。   

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

   該当事項はありません。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①資産除去債務に関する会計基準の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適

用しております。 

 これにより、営業利益及び経常利益は３百万円減少し、税金等調整前四半期純利益は13百万円減少しておりま

す。  

②企業結合に関する会計基準等の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「「研究開発費等に係る会計基

準」の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準

第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表分）及

び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月

26日）を適用しております。 

 これによる、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響はありません。  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,481 5,904

受取手形及び売掛金 13,215 12,306

商品及び製品 1,005 994

仕掛品 741 745

原材料及び貯蔵品 888 851

その他 856 875

貸倒引当金 △28 △27

流動資産合計 23,160 21,650

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,616 4,668

機械装置及び運搬具（純額） 6,010 6,244

土地 6,036 5,846

その他（純額） 1,169 1,052

有形固定資産合計 17,832 17,812

無形固定資産   

その他 167 176

無形固定資産合計 167 176

投資その他の資産   

投資有価証券 284 286

その他 447 445

貸倒引当金 △10 △10

投資その他の資産合計 721 721

固定資産合計 18,721 18,710

資産合計 41,881 40,361

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,992 7,107

短期借入金 4,331 4,844

未払法人税等 324 124

賞与引当金 395 577

その他 1,920 1,828

流動負債合計 14,964 14,483

固定負債   

長期借入金 3,204 3,106

退職給付引当金 560 497

役員退職慰労引当金 467 453

負ののれん 29 33

その他 576 513

固定負債合計 4,838 4,605

負債合計 19,802 19,088
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22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 19,132 18,602

自己株式 △236 △236

株主資本合計 21,854 21,325

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 51 57

為替換算調整勘定 △978 △1,157

評価・換算差額等合計 △926 △1,099

新株予約権 15 14

少数株主持分 1,135 1,032

純資産合計 22,078 21,272

負債純資産合計 41,881 40,361
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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：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 7,779 12,323

売上原価 6,545 9,580

売上総利益 1,233 2,742

販売費及び一般管理費 1,366 1,499

営業利益又は営業損失（△） △132 1,243

営業外収益   

受取利息 6 7

受取配当金 1 1

負ののれん償却額 5 4

為替差益 43 －

その他 43 64

営業外収益合計 100 77

営業外費用   

支払利息 55 38

為替差損 － 66

その他 8 4

営業外費用合計 64 108

経常利益又は経常損失（△） △96 1,212

特別利益   

固定資産売却益 － 3

積立保険返戻金 27 －

その他 10 －

特別利益合計 38 3

特別損失   

固定資産除却損 7 4

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 10

その他 1 0

特別損失合計 8 15

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（△）

△66 1,200

法人税、住民税及び事業税 13 312

法人税等調整額 15 117

法人税等合計 29 430

少数株主損益調整前四半期純利益 － 769

少数株主利益又は少数株主損失（△） △7 68

四半期純利益又は四半期純損失（△） △88 701

株式会社フコク（5185）平成23年３月期第１四半期決算短信

- 5 -



 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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