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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） 

 

(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3月期第3四半期 20,656 2.4 448 311.0 477 316.1 203 224.1
22年3月期第3四半期 20,171 △7.9 109 ― 114 ― 62 ―

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 31.10 ―

22年3月期第3四半期 9.60 ―

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 22,228 7,813 35.2 1,192.27
22年3月期 21,563 7,701 35.7 1,175.14

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  7,813百万円 22年3月期  7,701百万円

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  
 

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 ― 8.00 8.00
23年3月期 ― 0.00 ―

23年3月期 
（予想）

8.00 8.00

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）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 28,800 0.2 530 △3.8 560 △4.7 270 △21.9 41.20



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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  有  
（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 

（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、金融商品取引法に基
づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了していません。 

※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、P.2「1.当四半期決算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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「2.その他の情報」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 有

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3月期3Q 7,136,000株 22年3月期  7,136,000株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  582,416株 22年3月期  582,416株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 6,553,584株 22年3月期3Q  6,553,584株



  

1. 当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………2 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 …………………………………………………2 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 …………………………………………………2 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 …………………………………………………2 

2. その他の情報 ……………………………………………………………………………3 

(1) 重要な子会社の異動の概要 …………………………………………………………3 

(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概要 ……3 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ………………………………3 

3. 連結財務諸表等 …………………………………………………………………………4 

(1) 四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………4 

(2) 四半期連結損益計算書 ………………………………………………………………6 

【第３四半期連結累計期間】 …………………………………………………………6 

【第３四半期連結会計期間】 …………………………………………………………7 

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………8 

(4) 継続企業の前提に関する注記 ………………………………………………………9 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ………………………………9 

  

○添付資料の目次

㈱フジマック(5965)　平成23年3月期　第3四半期決算短信

1



  

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、一部で企業業績に改善傾向はみられたものの、

急激な円高や厳しい雇用・所得環境の影響で景気は足踏み状態で推移いたしました。 

当社グループ 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、景気の先行き不

安を反映して個人消費が依然として低迷しており、当社グループにとりましても設備投資の抑制傾向や

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64億5千8百万円（前年同四半期比5.0%

増）を計上いたしました。また利益面では、経常利益は1億4千7百万円（前年同四半期は経常損失4千2

百万円）、四半期純利益は6千8百万円（前年同四半期は四半期純損失5千6百万円）となりました。 

なお、当社及び連結子会社の事業は、業務用厨房機器の製造・販売及び保守修理であり単一のセグメ

ントであります。 

平成23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

23年３月期第１四半期決算短信（平成22年8月12日開示）及び第２四半期決算短信（平成22年11月10日

開示）をご参照ください。 

  

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末の財政状態については、総資産は現預金の増加等により、前連結会計年

度末比6億6千4百万円増の222億2千8百万円となりました。負債については仕入債務の増加等により、前

連結会計年度末比5億5千2百万円増の144億1千4百万円となりました。純資産については、前連結会計年

度末比1億1千2百万円増の78億1千3百万円となりました。 

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

連結業績予想の修正につきましては、本日（平成23年2月9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。 

  

1. 当四半期決算に関する定性的情報
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(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四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の概要 

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。 

  

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。 

  

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

「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。 

 これによる、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。ま

た、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額もありません。 

  

2. その他の情報
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(1) 四半期連結貸借対照表 

3. 連結財務諸表等

（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 5,869,707 4,239,715
  受取手形及び売掛金 5,140,488 6,851,774
  商品及び製品 2,167,073 1,418,053
  仕掛品 75,250 57,150
  原材料及び貯蔵品 1,011,763 985,633
  その他 716,293 594,524
  貸倒引当金 △34,706 △38,015

  流動資産合計 14,945,871 14,108,836
 固定資産 
  有形固定資産 
   建物及び構築物 2,748,958 2,710,121
    減価償却累計額 △2,067,774 △2,036,162

    建物及び構築物（純額） 681,184 673,958
   機械装置及び運搬具 2,800,662 2,766,383
    減価償却累計額 △2,333,811 △2,283,161

    機械装置及び運搬具（純額） 466,851 483,221
   土地 3,821,848 3,764,937
   その他 1,263,921 1,313,719
    減価償却累計額 △1,153,663 △1,179,589

    その他（純額） 110,258 134,129
   有形固定資産合計 5,080,142 5,056,247
  無形固定資産 28,550 38,878
  投資その他の資産 
   投資有価証券 702,728 716,008
   その他 1,670,422 1,825,058
   貸倒引当金 △199,378 △181,504

   投資その他の資産合計 2,173,772 2,359,563
  固定資産合計 7,282,465 7,454,688
 資産合計 22,228,337 21,563,524
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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) 

負債の部 
 流動負債 
  支払手形及び買掛金 8,163,637 7,744,405
  短期借入金 － 600,000
  1年内返済予定の長期借入金 1,034,568 933,932
  未払法人税等 65,511 47,474
  賞与引当金 129,800 266,463
  役員賞与引当金 7,801 175
  製品保証引当金 72,700 80,300
  その他 1,109,152 837,308
  流動負債合計 10,583,170 10,510,058
 固定負債 
  社債 1,000,000 1,000,000
  長期借入金 1,117,591 632,307
  退職給付引当金 284,386 292,763
  役員退職慰労引当金 286,751 284,107
  その他 1,142,782 1,142,908
  固定負債合計 3,831,511 3,352,087
 負債合計 14,414,682 13,862,145

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 4,135,869 3,984,470
  自己株式 △441,299 △441,299

  株主資本合計 6,314,086 6,162,686
 評価・換算差額等 
  その他有価証券評価差額金 37,920 31,974
  繰延ヘッジ損益 20 △29
  土地再評価差額金 1,567,748 1,567,748
  為替換算調整勘定 △106,120 △61,002

  評価・換算差額等合計 1,499,568 1,538,692
 純資産合計 7,813,654 7,701,379

負債純資産合計 22,228,337 21,563,524
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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 20,171,725 20,656,411

売上原価 13,761,812 14,102,252

売上総利益 6,409,913 6,554,158

販売費及び一般管理費 6,300,773 6,105,633

営業利益 109,139 448,525

営業外収益 
 受取利息 5,244 4,936
 受取配当金 10,482 12,069
 受取賃貸料 24,213 17,304
 受取手数料 31,430 37,690
 保険解約返戻金 8,647 －
 その他 22,854 42,048
 営業外収益合計 102,872 114,049

営業外費用 
 支払利息 39,388 38,419
 貸倒引当金繰入額 9,463 －
 持分法による投資損失 24,392 30,181
 その他 24,133 16,949
 営業外費用合計 97,377 85,549

経常利益 114,634 477,025

特別利益 
 投資有価証券売却益 1,661 －
 貸倒引当金戻入額 7,510 5,400
 移転補償金 124,774 10,554
 その他 － 154
 特別利益合計 133,946 16,108

特別損失 
 固定資産売却損 550 －
 固定資産除却損 28,652 4,501
 投資有価証券評価損 24,471 21,829
 関係会社整理損 － 12,536
 その他 － 12
 特別損失合計 53,673 38,880

税金等調整前四半期純利益 194,907 454,253

法人税、住民税及び事業税 71,769 118,165

法人税等調整額 60,256 132,260

法人税等合計 132,025 250,425

少数株主損益調整前四半期純利益 － 203,828

四半期純利益 62,882 203,828
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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21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 6,149,230 6,458,940

売上原価 4,113,480 4,324,596

売上総利益 2,035,750 2,134,343

販売費及び一般管理費 2,084,127 2,010,844

営業利益又は営業損失（△） △48,377 123,498

営業外収益 
 受取利息 1,830 1,466
 受取配当金 2,922 4,163
 受取賃貸料 7,824 4,492
 受取手数料 10,167 10,969
 その他 11,541 18,189
 営業外収益合計 34,287 39,282

営業外費用 
 支払利息 13,554 12,394
 貸倒引当金繰入額 2,246 －
 持分法による投資損失 6,497 856
 その他 6,252 2,280
 営業外費用合計 28,549 15,531

経常利益又は経常損失（△） △42,640 147,249

特別利益 
 投資有価証券売却益 1,661 －
 貸倒引当金戻入額 5,545 6,971
 特別利益合計 7,207 6,971

特別損失 
 固定資産売却損 550 －
 固定資産除却損 2,847 3,041
 投資有価証券評価損 24,471 2,492
 その他 － 621
 特別損失合計 27,869 6,155

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（△） 

△63,302 148,064

法人税、住民税及び事業税 8,067 △7,453

法人税等調整額 △15,183 86,712

法人税等合計 △7,115 79,258

少数株主損益調整前四半期純利益 － 68,806

四半期純利益又は四半期純損失（△） △56,187 68,806
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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 194,907 454,253
 減価償却費 223,398 206,524
 退職給付引当金の増減額（△は減少） 16,895 △8,377
 受取利息及び受取配当金 △15,726 △17,005
 支払利息 39,388 38,419
 持分法による投資損益（△は益） 24,392 30,181
 固定資産除売却損益（△は益） 29,202 4,359
 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） 24,471 21,829
 移転補償金 △124,774 △10,554
 売上債権の増減額（△は増加） 2,048,032 2,002,547
 たな卸資産の増減額（△は増加） 35,790 △799,557
 仕入債務の増減額（△は減少） △445,277 321,266
 その他 △70,447 △142,889

 小計 1,978,591 2,100,997
 利息及び配当金の受取額 14,938 16,366
 利息の支払額 △35,475 △35,119
 法人税等の支払額 △148,354 △115,962
 法人税等の還付額 672 624
 移転補償金の受取額 124,774 10,554
 移転費用の支払額 △10,885 △2,027

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,924,261 1,975,432

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 △77,520 △9,000
 定期預金の払戻による収入 6,000 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 △135,299 △214,840
 有形固定資産の売却による収入 － 499
 投資有価証券の取得による支出 △15,883 △5,581
 投資有価証券の売却による収入 5,245 －
 非連結子会社に対する貸付による支出 △35,000 △10,000
 非連結子会社に対する貸付金の回収による収入 － 4,364
 従業員に対する貸付金の回収による収入 5,000 －
 その他 50,483 △27,945

 投資活動によるキャッシュ・フロー △200,837 △256,502

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） △730,000 △600,000
 長期借入れによる収入 300,000 963,440
 長期借入金の返済による支出 △314,424 △377,520
 配当金の支払額 △52,428 △52,428

 財務活動によるキャッシュ・フロー △796,852 △66,508

現金及び現金同等物に係る換算差額 △560 △25,429

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 926,011 1,626,992

現金及び現金同等物の期首残高 3,391,583 4,231,715

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,317,595 5,858,707
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

  

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。  
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