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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） 

 

(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 ％

24年3月期第1四半期 6,346 5.8 91 ― 118 ― 42 ―

23年3月期第1四半期 5,998 △2.0 △70 ― △69 ― △66 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 52百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △110百万円 （―％）

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 6.48 ―

23年3月期第1四半期 △10.13 ―

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 22,025 8,321 37.8
23年3月期 22,940 8,333 36.3

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  8,321百万円 23年3月期  8,333百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 10.00 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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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(累計) 13,500 △4.9 120 △62.3 140 △56.6 70 △48.2 10.68
通期 29,000 △4.0 550 △52.0 600 △51.4 300 △58.5 45.78



(1) 当四半期連結累計期間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) 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 

(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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 7,136,000 株 23年3月期 7,136,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 582,416 株 23年3月期 582,416 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 6,553,584 株 23年3月期1Q 6,553,584 株
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１．当四半期決算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わが国の経済は、平成23年3月11日に発生した東日本大震災とそ

の後の電力供給問題、円高傾向の長期化などの影響で景気の先行きに対する不透明感が強まっておりま

す。 

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、消費マインドの

冷え込みで経営環境は一層厳しさを増しており、当社グループにとりましても引き続き厳しい状況が続

いております。 

このような情勢の下で、当第１四半期連結累計期間の売上高は63億4千6百万円（前年同四半期比5.8%

増）を計上いたしました。また利益面では、経常利益は1億1千8百万円（前年同四半期は経常損失6千9

百万円）、四半期純利益は4千2百万円（前年同四半期は四半期純損失6千6百万円）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。 

  

当第１四半期連結会計期間末の財政状態については、総資産は売上債権の減少等により、前連結会計

年度末比9億1千4百万円減の220億2千5百万円となりました。負債については仕入債務の減少等により、

前連結会計年度末比9億1百万円減の137億4百万円となりました。純資産は前連結会計年度末比1千2百万

円減の83億2千1百万円となりました。 

  

 平成23年5月20日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項 

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。  

  

（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

（３）連結業績予想に関する定性的情報

（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 4,447,686 6,441,450
  受取手形及び売掛金 7,678,296 4,691,287
  商品及び製品 1,751,384 1,704,652
  仕掛品 83,635 104,732
  原材料及び貯蔵品 1,079,732 1,059,804
  その他 735,127 849,492
  貸倒引当金 △38,921 △29,350

  流動資産合計 15,736,942 14,822,069
 固定資産 
  有形固定資産 
   建物及び構築物 2,752,604 2,762,188
    減価償却累計額 △2,084,243 △2,099,314

    建物及び構築物（純額） 668,360 662,874
   機械装置及び運搬具 2,808,354 2,803,831
    減価償却累計額 △2,370,719 △2,378,917

    機械装置及び運搬具（純額） 437,634 424,913
   土地 3,821,848 3,821,848
   その他 1,274,836 1,284,236
    減価償却累計額 △1,169,195 △1,178,702

    その他（純額） 105,640 105,534
   有形固定資産合計 5,033,484 5,015,171
  無形固定資産 26,182 26,012
  投資その他の資産 
   投資有価証券 667,635 694,732
   その他 1,667,193 1,660,347
   貸倒引当金 △191,185 △192,379

   投資その他の資産合計 2,143,643 2,162,700
  固定資産合計 7,203,310 7,203,883
 資産合計 22,940,252 22,025,953
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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) 

負債の部 
 流動負債 
  支払手形及び買掛金 8,611,675 7,653,068
  1年内返済予定の長期借入金 493,168 456,408
  1年内償還予定の社債 1,000,000 1,000,000
  未払法人税等 233,447 201,609
  賞与引当金 324,859 151,407
  役員賞与引当金 10,402 2,600
  製品保証引当金 76,600 77,100
  受注損失引当金 36,000 32,000
  その他 1,081,602 1,464,112
  流動負債合計 11,867,755 11,038,307
 固定負債 
  長期借入金 1,015,299 937,194
  退職給付引当金 291,363 292,507
  役員退職慰労引当金 289,614 294,401
  その他 1,142,408 1,142,408
  固定負債合計 2,738,685 2,666,511
 負債合計 14,606,441 13,704,819

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 4,655,802 4,632,742
  自己株式 △441,299 △441,299

  株主資本合計 6,834,018 6,810,958
 その他の包括利益累計額 
  その他有価証券評価差額金 15,222 32,394
  土地再評価差額金 1,567,748 1,567,748
  為替換算調整勘定 △83,178 △89,968

  その他の包括利益累計額合計 1,499,792 1,510,175
 純資産合計 8,333,810 8,321,133

負債純資産合計 22,940,252 22,025,953
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四半期連結損益計算書 

 第１四半期連結累計期間 

（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

(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 5,998,522 6,346,402

売上原価 4,013,191 4,191,481

売上総利益 1,985,330 2,154,920

販売費及び一般管理費 2,056,142 2,063,778

営業利益又は営業損失（△） △70,811 91,142

営業外収益 
 受取利息 1,575 461
 受取配当金 7,694 7,455
 受取手数料 10,100 17,620
 受取賃貸料 7,656 4,006
 その他 18,153 19,830
 営業外収益合計 45,180 49,374

営業外費用 
 支払利息 13,341 10,875
 持分法による投資損失 21,750 －
 為替差損 － 5,624
 その他 8,487 5,378
 営業外費用合計 43,579 21,879

経常利益又は経常損失（△） △69,210 118,637

特別利益 
 固定資産売却益 164 161
 貸倒引当金戻入額 5,900 －
 移転補償金 11,237 －

 特別利益合計 17,302 161

特別損失 
 固定資産除却損 489 432
 投資有価証券評価損 7,545 758
 関係会社整理損 13,565 －
 その他 12 137
 特別損失合計 21,612 1,328

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（△） 

△73,521 117,471

法人税、住民税及び事業税 39,167 124,776

法人税等調整額 △46,282 △49,781

法人税等合計 △7,115 74,995

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△） 

△66,406 42,475

四半期純利益又は四半期純損失（△） △66,406 42,475
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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又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△） 

△66,406 42,475

その他の包括利益 
 その他有価証券評価差額金 △14,480 17,172
 繰延ヘッジ損益 50 －
 為替換算調整勘定 △29,739 △6,789

 その他の包括利益合計 △44,169 10,382

四半期包括利益 △110,575 52,858

（内訳） 
 親会社株主に係る四半期包括利益 △110,575 52,858
 少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

当社は、平成23年７月15日の労使合意により、平成23年10月２日に現行の税制適格退職年金制度から

確定拠出年金制度及び前払退職金制度への移行を予定しております。移行に当たっては、「退職給付制

度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号）を適用する予定であります。 

なお、本制度変更に伴う当連結会計年度の損益に与える影響額は、現在算定中であります。 

  

（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

（５）重要な後発事象

7

㈱フジマック(5965)　平成24年3月期　第1四半期決算短信


	aaaaaaaa
	平成24年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）(全文)
	20110809短信さまりー
	20110809短信




