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(百万円未満四捨五入)

１．平成24年３月期第１四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23年６月30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 ％

24年３月期第１四半期 3,731 △3.9 201 △49.0 263 △40.5 158 △42.7

23年３月期第１四半期 3,884 34.1 394 ― 442 ― 275 ―

(注) 包括利益 24年３月期第１四半期 198百万円(△38.2％) 23年３月期第１四半期 321百万円(－％)

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

24年３月期第１四半期 7 68 ―

23年３月期第１四半期 13 40 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

24年３月期第１四半期 22,257 19,561 86.7

23年３月期 22,742 19,465 84.5

(参考) 自己資本 24年３月期第１四半期 19,301百万円 23年３月期 19,207百万円

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

23年３月期 ― 5 00 ― 5 00 10 00

24年３月期 ―

24年３月期(予想) 5 00 ― 5 00 10 00

３．平成24年３月期の連結業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日）
(％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) 7,200 △10.3 400 △59.2 550 △48.8 250 △62.3 12 17

通期 15,200 △5.4 1,200 △33.5 1,450 △17.8 800 △14.6 38 93



  

 

 

 
  

    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。業績予想の前提となる条件等については、四半期決算短信（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「サマリー情報（その他）に関する事項」をご覧ください。）

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
 

 ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

 ② ①以外の会計方針の変更 ： 無

 ③ 会計上の見積りの変更 ： 無

 ④ 修正再表示 ： 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) 24年３月期１Ｑ 20,559,500株 23年３月期 20,559,500株

② 期末自己株式数 24年３月期１Ｑ 11,079株 23年３月期 11,079株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期１Ｑ 20,548,421株 23年３月期１Ｑ 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1四半期連結会計期間におけるわが国経済情勢は、3月に発生した東日本大震災により、鉱工業生

産は大幅に落込み、消費マインドが冷え込む等、厳しい環境となりました。 

 自動車業界については、震災による顧客の生産調整、サプライチェーンの回復の遅れや電力供給問題

等の影響により、当社グループの需要についても顧客の生産調整の影響を受ける形で前年を割り込んで

おります。 

 今後については、国内生産は、サプライチェーンの回復による復興需要と堅調な海外輸出を背景とし

た受注に支えられ、全体として回復傾向にあるものの、自動車販売台数の減少、及び円高の定着等、先

行きが不透明な状態が継続するものと考えられます。 

 このような状況のなか、当グループでは生産性の向上や固定費の削減等、徹底したコスト改善を継続

してまいりました。これにより総売上高は3,731百万円（前年同期 3,884百万円）、営業利益201百万

円（前年同期 394百万円）、経常利益263百万円（前年同期 442百万円）、四半期純利益は158百万円

（前年同期275百万円）となりました。 

   なお、セグメント別の売上高は、自動車部品製造3,547百万円、流通184百万円となりました。 

  

当第1四半期連結会期間末の総資産は、22,257百万円と前連結会計年度末に比べ485百万円減少しまし

た。 

(流動資産)  

当第1四半期連結会期間末の流動資産は13,644百万円と前連結会計年度末に比べ508百万円の減少とな

りました。 

 主な要因は以下のとおりであります。 

 ・配当金の支払、設備投資等により現金及び預金が463百万円減少しております。 

 ・売上高の減少により受取手形及び売掛金が34百万円減少しております。 

 ・商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品などの資産圧縮活動を行った結果、たな卸資産   

  を113百万円圧縮しております。 

  

(固定資産) 

当第1四半期連結会計期間末の固定資産は、8,613百万円と前連結会計年度末に比べ23百万円の増加と

なりました。 

 主な要因は以下のとおりであります。 

 ・設備投資を実施した結果、有形固定資産が80百万円増加しております。 

 ・投資その他の資産（その他）に含まれている子会社・関係会社株式が46百万円増加しており 

  ます。 

 ・前連結会計年度より繰り延べられていた子会社清算損の解消等により投資その他の資産（その 

    他）に含まれている繰延税金資産が111百万円減少しております。 

１．当四半期決算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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(流動負債) 

当第1四半期連結会計期間末の流動負債は、2,556百万円と前連結会計年度末に比べ555百万円の減少

となりました。 

 主な要因は以下のとおりであります。 

 ・受注の減少に伴う生産量減少により支払手形及び買掛金が246百万円減少しております。 

 ・売上高の減少、子会社清算損の解消等により未払法人税等が583万円減少しております。 

 ・その他に含まれている未払費用が285万円増加しております。 

  

(固定負債) 

当第1四半期連結会計期間末の固定負債は、140百万円と前連結会計年度末に比べ26百万円の減少とな

りました。 

 主な要因は以下のとおりであります。 

 ・役員退職慰労引当金制度廃止に伴う打ち切り支給による長期未払金への科目振替、退任取 

  締役への慰労金支給により前連結会計年度末に比べ役員退職慰労引当金が83百万円減少し 

  ております。 

  ・役員退職慰労引当金からの科目振替により、その他に含まれている長期未払金が60百万円 

  増加しております。 

  

(純資産) 

当第1四半期連結会計期間末の純資産の残高は19,561百万円と前連結会計年度末に比べ96百万円増加

しております。 

  

平成23年6月22日に公表いたしました「業績予想及び配当予想に関するお知らせ」からの変更はあり

ません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（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。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,964,607 6,501,375

受取手形及び売掛金 3,796,720 3,762,553

商品及び製品 589,834 466,690

仕掛品 410,815 415,613

原材料及び貯蔵品 543,777 549,541

その他 1,851,683 1,953,907

貸倒引当金 △6,000 △6,000

流動資産合計 14,151,435 13,643,679

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,641,133 2,603,954

機械装置及び運搬具（純額） 1,379,010 1,382,095

土地 2,332,257 2,332,257

その他（純額） 552,859 666,927

有形固定資産合計 6,905,259 6,985,233

無形固定資産 28,238 27,121

投資その他の資産

その他 1,684,293 1,628,474

貸倒引当金 △27,523 △27,623

投資その他の資産合計 1,656,769 1,600,851

固定資産合計 8,590,266 8,613,205

資産合計 22,741,701 22,256,884

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,766,174 1,520,611

未払法人税等 595,209 12,607

賞与引当金 47,875 66,280

その他 702,185 956,977

流動負債合計 3,111,443 2,556,474

固定負債

退職給付引当金 44,988 42,573

役員退職慰労引当金 83,579 719

環境対策引当金 24,499 24,499

その他 12,181 71,716

固定負債合計 165,247 139,507

負債合計 3,276,690 2,695,981
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30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 14,062,358 14,117,675

自己株式 △5,672 △5,672

株主資本合計 19,844,787 19,900,103

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 △637,696 △598,734

その他の包括利益累計額合計 △637,696 △598,734

少数株主持分 257,920 259,534

純資産合計 19,465,012 19,560,903

負債純資産合計 22,741,701 22,256,884

フジオーゼックス㈱ （7299） 平成24年3月期第1四半期決算短信

－6－



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

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22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

売上高 3,883,635 3,731,229

売上原価 3,070,758 3,134,070

売上総利益 812,877 597,159

販売費及び一般管理費

報酬及び給料手当 139,109 131,003

賞与引当金繰入額 4,374 5,849

退職給付費用 28,359 11,679

役員退職慰労引当金繰入額 5,332 4,938

その他 241,297 242,730

販売費及び一般管理費合計 418,470 396,198

営業利益 394,407 200,961

営業外収益

受取利息 1,731 1,545

受取配当金 480 1,680

持分法による投資利益 54,837 75,659

その他 20,250 14,735

営業外収益合計 77,298 93,619

営業外費用

支払利息 4 －

固定資産除却損 3,261 2,554

為替差損 17,572 18,055

賃貸収入原価 6,198 6,263

その他 2,307 4,355

営業外費用合計 29,342 31,227

経常利益 442,363 263,353

特別損失

投資有価証券評価損 － 3,010

特別損失合計 － 3,010

税金等調整前四半期純利益 442,363 260,343

法人税、住民税及び事業税 147,839 8,216

法人税等調整額 19,254 100,886

法人税等合計 167,094 109,102

少数株主損益調整前四半期純利益 275,269 151,241

少数株主損失（△） － △6,572

四半期純利益 275,269 157,813
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四半期連結包括利益計算書

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22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 275,269 151,241

その他の包括利益

為替換算調整勘定 5,354 24,805

持分法適用会社に対する持分相当額 40,480 22,342

その他の包括利益合計 45,834 47,147

四半期包括利益 321,103 198,388

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 321,103 183,630

少数株主に係る四半期包括利益 － 14,757
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 当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

  該当事項はありません。 

  

  

  

 当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日）  

  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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