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（百万円未満四捨五入） 

１．平成25年３月期第１四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24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 ％ 

25年３月期第１四半期 4,029 8.0 353 75.8 401 52.2 248 57.2 
24年３月期第１四半期 3,731 △3.9 201 △49.0 263 △40.5 158 △42.7 
（注）包括利益  25年３月期第１四半期  378百万円（90.7％）  24年３月期第１四半期198百万円（△38.2％） 

 

 
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 

25年３月期第１四半期 12.07 － 
24年３月期第１四半期 7.68 － 
 
(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 ％ 

25年３月期第１四半期 23,346 20,116 85.5 
24年３月期 22,973 19,935 85.8 
（参考）自己資本    25年３月期第１四半期  19,950百万円  24年３月期  19,721百万円 

 
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 

24年３月期 － 5.00 － 7.00 12.00 
25年３月期 －     
25年３月期(予想)  5.0055.5.00 -*- － 5.00 10.00 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：無 
 
 
３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期、四半期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) 

8,000 4.0 650 12.3 800 24.9 450 131.1 21.90 

通      期 16,400 1.2 1,600 10.2 1,850 16.0 1,150 47.3 55.97 
（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：無 

 



※ 注記事項 
 
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

（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 

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ：有 
②  ①以外の会計方針の変更 ：無 
③  会計上の見積りの変更 ：有 
④  修正再表示 ：無 

(注)第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と
区別することが困難な場合」に該当しております。詳細は、添付資料Ｐ４「２.サマリー情報（注
記事項）に関する事項」（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示をご覧くだ
さい。 

(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) 25年３月期１Ｑ 20,559,500株 24年３月期 20,559,500株 
②  期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 11,497株 24年３月期 11,497株 
③  期中平均株式数(四半期累計) 25年３月期１Ｑ 20,548,003株 24年３月期１Ｑ 20,548,421株 

 
 
※ 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連結財務諸表のレビュー手続は終了し
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。業績の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」をご覧下さい。 
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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 

       当第１四半期連結累計期間における世界経済は、高い成長率を維持してきた中国経済の成長性

鈍化や欧州の債務問題、またそれらをきっかけにした世界経済の減速懸念など、依然として先行

きが不透明な状況で推移しております。 

一方、わが国の経済におきましては、東日本大震災の復興需要などにより穏やかな回復基調が

見られるものの、海外経済の低迷や円高の長期化、電力供給問題、エコカー補助金の打切りなど

景気回復を鈍らせる要因も顕在化しており、先行きは不透明な状況であります。 

このような状況下で、当社グループの業績は、震災後の復興需要及びエコカー補助金などによ

る国内需要の増加、更には新興国を中心とした海外の旺盛な需要増に対して、より効率的な生産

対応に取り組む等により概ね順調に推移しました。 

これにより、当第１四半期連結累計期間における総売上高は4,029百万円（前年同期3,731百万

円）、営業利益は353百万円（前年同期201百万円）、経常利益は401百万円（前年同期263百万

円）、四半期純利益は248百万円（前年同期158百万円）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3,809百万円、流通220百万円となりました。 

 

(2)  連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は23,346百万円と前連結会計年度末に比べ372百万円 

増加しました。 

（流動資産） 

   当第１四半期連結会計期間末における流動資産は15,019百万円と前連結会計年度末に比べ31 

2百万円増加となりました。 

    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292百万円増加しております。 

・生産の増加により仕掛品等のたな卸資産が84百万円増加しております。 

・受取手形及び売掛金が47百万円減少しております。 

 

（固定資産） 

    当第１四半期連結会計期間末における固定資産は8,326百万円と前連結会計年度末に比べ61

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。 

・持分法投資利益の発生により投資その他の資産（その他）に含まれている関係会社株式が75 

百万円増加しております。 

 

（流動負債） 

    当第１四半期連結会計期間末における流動負債は3,012百万円と前連結会計年度末に比べ216 

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。 

・その他に含まれている未払費用が274百万円増加しております。 
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（固定負債） 

    当第１四半期連結会計期間末における固定負債は218百万円と前連結会計年度末に比べ25百

万円の減少となりました。 

 
 
（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は20,116百万円と前連結会計年度末に比

べ181百万円の増加となりました。 

 

(3)  連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年４月27日に公表いたしました業績予想からの変更はありません。 
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２．サマリー情報（注記事項）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 

該当事項はありません。 
 

(2)  四半期連結財務諸表の作成に特有の会計方針 

該当事項はありません。 
 

(3)  会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

   （会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 
    当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24

年４月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方
法に変更しております。 

     これにより、従来の方法に比べて、当第１四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はそれぞれ652千円増加しております。 
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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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 

(平成24年６月30日) 

資産の部         

  流動資産         

    現金及び預金   6,591,692   6,884,039 

    受取手形及び売掛金   4,347,143   4,299,708 

    商品及び製品   593,398   604,386 

    仕掛品   573,412   620,789 

    原材料及び貯蔵品   482,524   507,917 

    その他   2,130,564   2,114,030 

    貸倒引当金   △11,219   △11,533 

    流動資産合計   14,707,513   15,019,335 

  固定資産         

    有形固定資産         

      建物及び構築物（純額）   2,765,778   2,755,323 

      機械装置及び運搬具（純額）   1,551,227   1,482,342 

      土地   2,332,257   2,332,257 

      その他（純額）   240,622   265,337 

      有形固定資産合計   6,889,884   6,835,260 

    無形固定資産   25,918   35,138 

    投資その他の資産         

      その他   1,377,792   1,483,998 

      貸倒引当金   △27,912   △28,212 

      投資その他の資産合計   1,349,879   1,455,785 

    固定資産合計   8,265,681   8,326,183 

  資産合計   22,973,194   23,345,518 

負債の部         

  流動負債         

    買掛金   1,981,412   1,834,988 

    未払法人税等   47,052   164,585 

    賞与引当金   51,864   73,327 

    その他   715,365   938,791 

    流動負債合計   2,795,693   3,011,690 

  固定負債         

    退職給付引当金   43,912   35,766 

    役員退職慰労引当金   1,997   2,100 

    環境対策引当金   24,499   24,499 

    その他   172,561   155,577 

    固定負債合計   242,969   217,941 

  負債合計   3,038,662   3,229,631 
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  (単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 

(平成24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   14,637,495   14,741,752 

    自己株式   △5,807   △5,807 

    株主資本合計   20,419,787   20,524,045 

  その他の包括利益累計額         

    為替換算調整勘定   △698,806   △574,459 

    その他の包括利益累計額合計   △698,806   △574,459 

  少数株主持分   213,551   166,300 

  純資産合計   19,934,532   20,115,887 

負債純資産合計   22,973,194   23,345,518 
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(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23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

売上高   3,731,229   4,028,793 

売上原価   3,134,070   3,156,624 

売上総利益   597,159   872,169 

販売費及び一般管理費         

  報酬及び給料手当   131,003   154,273 

  賞与引当金繰入額   5,849   9,255 

  退職給付費用   11,679   26,174 

  その他   247,668   329,255 

  販売費及び一般管理費合計   396,198   518,957 

営業利益   200,961   353,212 

営業外収益         

  受取利息   1,545   4,528 

  受取配当金   1,680   1,080 

  持分法による投資利益   75,659   51,908 

  その他   14,735   21,216 

  営業外収益合計   93,619   78,733 

営業外費用         

  固定資産除却損   2,554   3,664 

  為替差損   18,055   16,424 

  賃貸収入原価   6,263   6,263 

  その他   4,355   4,649 

  営業外費用合計   31,227   30,999 

経常利益   263,353   400,946 

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   260,343   400,946 

法人税、住民税及び事業税   8,216   165,021 

法人税等調整額   100,886   △92 

法人税等合計   109,102   164,928 

少数株主損益調整前四半期純利益   151,241   236,018 

少数株主損失（△）   △6,572   △12,076 

四半期純利益   157,813   248,094 

 



フジオーゼックス株式会社（7299） 平成25年3月期第1四半期決算短信 

-8- 
 

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23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益   151,241   236,018 

その他の包括利益         

  為替換算調整勘定   24,805   54,701 

  持分法適用会社に対する持分相当額   22,342   87,698 

  その他の包括利益合計   47,147   142,399 

四半期包括利益   198,388   378,416 

（内訳）         

  親会社株主に係る四半期包括利益   183,630   372,441 

  少数株主に係る四半期包括利益   14,757   5,975 
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

       当第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日） 

        該当事項はありません。 

 

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合 

       当第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日） 

        該当事項はありません。 


