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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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2四半期 13,634 △4.0 507 59.7 522 62.0 246 82.6
23年3月期第2四半期 14,197 1.2 318 101.9 322 105.2 135 13.4

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 216百万円 （146.7％） 23年3月期第2四半期 87百万円 （―％）

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2四半期 37.62 ―

23年3月期第2四半期 20.60 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 21,975 8,484 38.6
23年3月期 22,940 8,333 36.3

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  8,484百万円 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 ― 0.00

24年3月期（予想） ― 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、対前期増減率）

（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

通期 29,000 △4.0 850 △25.8 880 △28.7 400 △44.7 61.04



(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2Q 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2Q 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2Q 6,553,584 株 23年3月期2Q 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２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災による停滞から徐々に回復の傾向

が見られたものの、一方で欧米の景気減速や急激な円高の進行による企業業績の悪化が懸念されるな

ど、先行き不透明な状況が続いております。 

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、個人消費が依然

として低調で厳しい状況で推移しており、当社グループにとりましても設備投資需要が伸び悩むなど、

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２四半期連結累計期間の売上高は136億3千4百万円（前年同期比4.0%

減）となりました。利益面では、売上は前年同期比で減少したもののコスト削減等の効率化に努めた結

果、経常利益は5億2千2百万円（前年同期比62.0%増）、四半期純利益は2億4千6百万円（前年同期比

82.6%増）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２四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9億6千5百万円減の219億7千5百万円となりました。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11億1千5百万円減の134億9千万円となりました。純資産は前連結会計年度末比1億5

千万円増の84億8千4百万円となりました。 

  

平成23年11月４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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部 
 流動資産 
  現金及び預金 4,447,686 6,150,052
  受取手形及び売掛金 7,678,296 4,892,593
  商品及び製品 1,751,384 1,965,128
  仕掛品 83,635 80,420
  原材料及び貯蔵品 1,079,732 1,147,372
  その他 735,127 609,866
  貸倒引当金 △38,921 △22,219

  流動資産合計 15,736,942 14,823,212
 固定資産 
  有形固定資産 
   建物及び構築物 2,752,604 2,760,104
    減価償却累計額 △2,084,243 △2,109,016

    建物及び構築物（純額） 668,360 651,088
   機械装置及び運搬具 2,808,354 2,800,071
    減価償却累計額 △2,370,719 △2,389,265

    機械装置及び運搬具（純額） 437,634 410,805
   土地 3,821,848 3,821,848
   その他 1,274,836 1,292,912
    減価償却累計額 △1,169,195 △1,184,438

    その他（純額） 105,640 108,474
   有形固定資産合計 5,033,484 4,992,216
  無形固定資産 26,182 26,008
  投資その他の資産 
   投資有価証券 667,635 716,676
   その他 1,667,193 1,608,151
   貸倒引当金 △191,185 △191,036

   投資その他の資産合計 2,143,643 2,133,791
  固定資産合計 7,203,310 7,152,016
 資産合計 22,940,252 21,975,229
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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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部 
 流動負債 
  支払手形及び買掛金 8,611,675 7,451,546
  1年内返済予定の長期借入金 493,168 490,408
  1年内償還予定の社債 1,000,000 1,000,000
  未払法人税等 233,447 216,674
  賞与引当金 324,859 266,384
  役員賞与引当金 10,402 5,201
  製品保証引当金 76,600 79,000
  受注損失引当金 36,000 －
  その他 1,081,602 1,083,283
  流動負債合計 11,867,755 10,592,497
 固定負債 
  長期借入金 1,015,299 1,114,092
  退職給付引当金 291,363 342,403
  役員退職慰労引当金 289,614 299,188
  その他 1,142,408 1,142,408
  固定負債合計 2,738,685 2,898,092
 負債合計 14,606,441 13,490,590

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 4,836,824
  自己株式 △441,299 △441,299

  株主資本合計 6,834,018 7,015,040
 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 44,649
  土地再評価差額金 1,567,748 1,567,748
  為替換算調整勘定 △83,178 △142,800

  その他の包括利益累計額合計 1,499,792 1,469,597
 純資産合計 8,333,810 8,484,638

負債純資産合計 22,940,252 21,975,229
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四半期連結損益計算書 
第２四半期連結累計期間 

（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２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 14,197,471 13,634,345

売上原価 9,777,656 9,107,593

売上総利益 4,419,815 4,526,752

販売費及び一般管理費 4,101,759 4,018,914

営業利益 318,056 507,837

営業外収益 
 受取利息 3,469 1,182
 受取配当金 7,906 8,100
 受取手数料 26,721 29,287
 受取賃貸料 12,811 8,874
 その他 26,293 35,195
 営業外収益合計 77,201 82,640

営業外費用 
 支払利息 26,024 21,772
 持分法による投資損失 29,325 －
 為替差損 4,802 32,488
 その他 12,301 13,400
 営業外費用合計 72,453 67,661

経常利益 322,804 522,816

特別利益 
 固定資産売却益 156 161
 貸倒引当金戻入額 5,900 －
 移転補償金 10,673 －

 特別利益合計 16,730 161

特別損失 
 退職給付費用 － 66,386
 固定資産除却損 1,460 2,264
 投資有価証券評価損 19,336 758
 関係会社整理損 12,536 －
 その他 12 317
 特別損失合計 33,346 69,726

税金等調整前四半期純利益 306,188 453,252

法人税、住民税及び事業税 125,619 172,657

法人税等調整額 45,548 34,036

法人税等合計 171,167 206,694

少数株主損益調整前四半期純利益 135,021 246,558

四半期純利益 135,021 246,558
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四半期連結包括利益計算書 
第２四半期連結累計期間 

(単位：千円)

  
前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 135,021 246,558

その他の包括利益 
 その他有価証券評価差額金 △11,262 29,427
 繰延ヘッジ損益 28 －
 為替換算調整勘定 △36,072 △59,622

 その他の包括利益合計 △47,305 △30,194

四半期包括利益 87,715 216,363

（内訳） 
 親会社株主に係る四半期包括利益 87,715 216,363
 少数株主に係る四半期包括利益 － －
  

6

㈱フジマック(5965)　平成24年3月期　第2四半期決算短信



  
（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

  
前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30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 306,188 453,252
 減価償却費 133,394 123,156
 受取利息及び受取配当金 △11,375 △9,282
 支払利息 26,024 21,772
 持分法による投資損益（△は益） 29,325 －
 固定資産除売却損益（△は益） 1,316 2,420
 投資有価証券評価損益（△は益） 19,336 758
 移転補償金 △10,673 －
 売上債権の増減額（△は増加） 529,305 2,840,485
 たな卸資産の増減額（△は増加） △287,030 △284,056
 仕入債務の増減額（△は減少） 324,192 △1,206,232
 その他 76,423 39,668
 小計 1,136,427 1,981,942
 利息及び配当金の受取額 10,743 8,577
 利息の支払額 △25,506 △21,871
 法人税等の支払額 △45,550 △189,552
 法人税等の還付額 26 241
 移転補償金の受取額 10,673 －
 移転費用の支払額 △2,050 －

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,084,763 1,779,336

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 △6,000 △6,000
 定期預金の払戻による収入 － 6,000
 有形固定資産の取得による支出 △117,266 △87,601
 投資有価証券の取得による支出 △3,104 △3,133
 非連結子会社に対する貸付による支出 △10,000 －
 その他 △18,953 16,408
 投資活動によるキャッシュ・フロー △155,324 △74,326

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） △600,000 －
 長期借入れによる収入 563,440 365,697
 長期借入金の返済による支出 △256,528 △269,664
 配当金の支払額 △52,428 △65,535

 財務活動によるキャッシュ・フロー △345,516 30,497

現金及び現金同等物に係る換算差額 △19,258 △33,142

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 564,663 1,702,365

現金及び現金同等物の期首残高 4,231,715 4,433,686

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,796,379 6,136,052
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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移行しております。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）を適用しております。 

また、「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第２号）に

従い、本移行に伴う影響額を、当第２四半期連結累計期間の特別損失に「退職給付費用」として

66,386千円計上しております。 

（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

（６）追加情報
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