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(百万円未満四捨五入)

1. 平成23年３月期第３四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年12月31日）

 (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３四半期 12,304 26.2 1,524 303.7 1,645 259.7 1,004 318.2

22年３月期第３四半期 9,753 ─ 377 ─ 457 ─ 240 ─

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３四半期 48 .87 ─

22年３月期第３四半期 11 .69 ─

 (2) 連結財政状態

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３四半期 22,613 19,378 84.5 930 .05

22年３月期 21,070 18,454 87.6 898 .06

(参考) 自己資本 23年３月期第３四半期 19,111百万円  22年３月期 18,454百万円

2. 配当の状況

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   ─ 4 .00    ─ 5 .00 9 .00

 23年３月期   ─ 5 .00    ─

 23年３月期(予想) 5 .00 10 .00

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）
(％表示は、対前期増減率)

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

通期 15,400 13.3 1,600 114.4 1,800 105.9 1,050 114.9 51 10



  

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

 
(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。 

 
(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。 

 
  

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、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

  

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。業績の予想の前提となる条件等については、決算短信（添付資料）３ページ「連結

業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は、【添付資料】P.４ 「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 ： 有

  新規  １社 (富士气門（広東）有限公司)

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(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

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期３Ｑ 20,559,500株 22年３月期 20,559,500株

② 期末自己株式数 23年３月期３Ｑ 10,837株 22年３月期 10,837株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期３Ｑ 20,548,663株 22年３月期３Ｑ 20,548,663株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済情勢は、エコカー補助金等の政府の経済政策効果が一

巡し、景気は足踏み状態となっています。 

  このような情勢の中、わが国の自動車業界は国内自動車販売台数は頭打ちの状況ではあるものの、中

国、インド等の海外需要向けの増に支えられております。 

 しかしながら今後については、国内自動車販売台数の更なる減少、及び円高等、先行きの不透明感が

強まっています。 

  このような状況のなか、当グループでは徹底したコスト改善を推進してまいりました。 

  これにより総売上高は12,304百万円（前年同四半期9,753百万円）、営業利益1,524百万円（前年同四

半期377百万円）、経常利益1,645百万円（前年同四半期457百万円）、四半期純利益は1,004百万（前年

同四半期240百万円）となりました。 

  

(流動資産)  

当第３四半期連結会計期間末の流動資産は14,091百万円と前連結会計年度末に比べ1,787百万円の

増加となりました。 

 主な要因は以下のとおりであります。 

・売掛金の回収、経費の削減等により現金及び預金が1,349百万円増加しております。 

・売上高の増加により受取手形及び売掛金が302百万円増加しております。 

  

(固定資産)  

当第３四半期連結会計期間末の固定資産は、8,522百万円と前連結会計年度末に比べ244百万円の減

少となりました。 

 主な要因は以下のとおりであります。 

・設備投資を抑制した結果、有形固定資産が221百万円減少しております。 

  

(流動負債) 

当第３四半期連結会計期間末の流動負債は、3,074百万円と前連結会計年度末に比べ673百万円の増

加となりました。 

 主な要因は以下のとおりであります。 

・受注増加に伴う生産量増加により支払手形及び買掛金が355百万円増加しております。 

・未払法人税等が75百万円増加しております。 

・その他に含まれている未払費用が75百万円増加しております。 

  

(固定負債) 

当第３四半期連結会計期間末の固定負債は、160百万円と前連結会計年度末に比べ55百万円の減少

となりました。 

 主な要因は以下のとおりであります。 

・その他に含まれている繰延税金負債が44百万円減少しております。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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
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(純資産) 

当第３四半期連結会計期間末の純資産の残高は19,378百万円と前連結会計年度末に比べ924百万円

増加しております。 

  

平成22年10月27日に公表いたしました業績予想を修正いたしました。 

 詳細につきましては、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 （注）上記の業績予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の実績は今後 

     様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 

  

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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 当第３四半期連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となりました。 

  

 
  

《簡便な会計処理》 

○たな卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、第２四半期連結

会計期間末の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 

  

《会計処理基準に関する事項の変更》 

1.「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適

用 

第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３

月10日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24

号 平成20年３月10日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

なお、これによる当第３四半期連結累計期間の経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影

響はありません。 

  

 2.「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

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。 

 なお、これによる当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利

益に与える影響はありません。 

  

《表示方法の変更》 

（四半期連結損益計算書関係） 

 「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）に基づく財務諸表

等規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用により、当第３

四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 

  

  

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

名称 住所
資本金又は 

出資金
主要な事業

の内容

議決権の所有
(被所有)割合

関係内容

所有割合
（％）

被所有割合 

（％）
役員の
兼務等

事実上の関係

(連結子会社)

富士气門（広東）有限公司
中華人民共和国 
広東省佛山市

64,500千元 製品 67.0 ー 兼任３人
機械設備・治工
具等の販売、一
部製品の販売

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,522,715 5,173,620

受取手形及び売掛金 4,174,821 3,872,968

商品及び製品 465,567 438,838

仕掛品 387,363 387,520

原材料及び貯蔵品 530,657 585,278

その他 2,015,563 1,853,350

貸倒引当金 △6,000 △7,577

流動資産合計 14,090,685 12,303,997

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,668,237 2,850,163

機械装置及び運搬具（純額） 1,464,663 1,746,372

土地 2,332,257 2,303,727

その他（純額） 302,274 88,354

有形固定資産合計 6,767,432 6,988,616

無形固定資産 25,395 29,232

投資その他の資産

その他 1,757,995 1,777,005

貸倒引当金 △28,734 △28,734

投資その他の資産合計 1,729,260 1,748,271

固定資産合計 8,522,087 8,766,119

資産合計 22,612,772 21,070,115

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,764,071 1,408,631

未払法人税等 443,059 368,494

賞与引当金 165,488 37,266

その他 701,432 586,777

流動負債合計 3,074,050 2,401,169

固定負債

退職給付引当金 43,564 45,729

役員退職慰労引当金 77,924 85,234

環境対策引当金 24,499 24,499

その他 14,427 59,464

固定負債合計 160,413 214,926

負債合計 3,234,463 2,616,095
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,018,648 3,018,648

資本剰余金 2,769,453 2,769,453

利益剰余金 14,114,550 13,330,916

自己株式 △5,576 △5,576

株主資本合計 19,897,074 19,113,440

評価・換算差額等

為替換算調整勘定 △785,890 △659,420

評価・換算差額等合計 △785,890 △659,420

少数株主持分 267,127 －

純資産合計 19,378,310 18,454,020

負債純資産合計 22,612,772 21,070,115
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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21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 9,752,614 12,304,274

売上原価 8,345,586 9,518,577

売上総利益 1,407,028 2,785,697

販売費及び一般管理費

報酬及び給料手当 351,515 402,834

賞与引当金繰入額 2,487 17,222

退職給付費用 40,561 59,218

役員退職慰労引当金繰入額 16,352 15,099

その他 618,644 767,665

販売費及び一般管理費合計 1,029,559 1,262,037

営業利益 377,469 1,523,660

営業外収益

受取利息 5,397 5,314

受取配当金 1,440 1,080

持分法による投資利益 － 132,833

受取賃貸料 41,820 38,649

助成金収入 132,018 41,236

その他 22,973 10,872

営業外収益合計 203,649 229,984

営業外費用

支払利息 52 20

持分法による投資損失 73,316 －

固定資産除却損 17,254 19,897

為替差損 － 65,973

その他 33,201 23,064

営業外費用合計 123,824 108,955

経常利益 457,295 1,644,688

特別利益

固定資産売却益 7,759 －

特別利益合計 7,759 －

特別損失

関係会社株式売却損 49,124 －

特別損失合計 49,124 －

税金等調整前四半期純利益 415,929 1,644,688

法人税、住民税及び事業税 260,338 701,865

法人税等還付税額 △16,199 －

法人税等調整額 △68,343 △61,312

法人税等合計 175,796 640,553

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,004,135

少数株主利益 － －

四半期純利益 240,133 1,004,135
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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21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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 415,929 1,644,688

減価償却費 548,935 489,267

貸倒引当金の増減額（△は減少） 815 △1,577

賞与引当金の増減額（△は減少） 5,451 128,222

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △14,225

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,087 △2,166

前払年金費用の増減額（△は増加） 26,374 15,833

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △12,200 △7,310

受取利息及び受取配当金 △6,837 △6,394

支払利息 52 20

持分法による投資損益（△は益） 73,316 △132,833

関係会社株式売却損益（△は益） 49,124 －

有形固定資産処分損益（△は益） 7,109 18,106

売上債権の増減額（△は増加） △278,822 △301,853

たな卸資産の増減額（△は増加） 461,526 28,049

仕入債務の増減額（△は減少） 81,368 355,702

その他 △87,794 41,358

小計 1,283,260 2,254,888

利息及び配当金の受取額 47,892 53,635

利息の支払額 △52 △20

法人税等の還付額 75,686 －

法人税等の支払額 △133,582 △640,323

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,273,204 1,668,179

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入 71,483 －

有形固定資産の取得による支出 △155,875 △385,502

有形固定資産の売却による収入 10,843 7,579

その他 5,182 1,544

投資活動によるキャッシュ・フロー △68,368 △376,378

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △143,841 △205,487

少数株主からの払込みによる収入 － 267,127

財務活動によるキャッシュ・フロー △143,841 61,640

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,718 △22,526

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,059,279 1,330,916

現金及び現金同等物の期首残高 4,987,321 6,755,180

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,046,599 8,086,096
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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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