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（百万円未満四捨五入） 

１．平成25年３月期第２四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年９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２四半期 7,976 3.7 715 23.4 736 14.8 443 127.4 
24年３月期第２四半期 7,692 △4.2 579 △40.9 641 △40.3 195 △70.6 
（注）包括利益  25年３月期第２四半期  451百万円（168.8％）  24年３月期第２四半期168百万円（△71.6％） 

 

 
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２四半期 21.55 － 
24年３月期第２四半期 9.48 － 
 
(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２四半期 23,254 20,189 86.2 
24年３月期 22,973 19,935 85.8 
（参考）自己資本    25年３月期第２四半期  20,043百万円  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 － 5.00    
25年３月期(予想)   － 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、対前期増減率） 

 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 

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２Ｑ 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２Ｑ 11,765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２Ｑ 20,547,926株 24年３月期２Ｑ 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
ておりません。 

 
※ 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２四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、領土問題から端を発した日本製品の不買運動や円高の長期化、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に支えられ、概ね順調に推移しまし

た。 

これにより、総売上高は7,976百万円（前年同期 7,692百万円）、営業利益は715百万円（前年同

期579百万円）、経常利益は736百万円（前年同期641百万円）、四半期純利益は443百万円（前年同

期195百万円）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7,541百万円、流通436百万円となりました。 

 

 (2)  連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ281百万円増加し、23,254百万
円となりました。 

 

（流動資産） 
当第２四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べ350百万円増加し、15,058百

万円となりました。 
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854百万円増加しております。 
・受取手形及び売掛金が416百万円減少しております。 
・仕掛品等のたな卸資産が114百万円増加しております。 
・法人税の未収還付金の回収等により流動資産（その他）に含まれている未収入金が220百万円減少
しております。 
 

（固定資産） 
当第２四半期連結会計期間末の固定資産は、前連結会計年度末に比べ70百万円減少し、8,196百万

円となりました。 
 
（流動負債） 
当第２四半期連結会計期間末の流動負債は、前連結会計年度末に比べ50百万円増加し、2,846百万

円となりました。 
主な要因は以下のとおりであります。 

・買掛金が321百万円減少しております。 
・未払法人税等が313百万円増加しております。 
・流動負債（その他）に含まれる未払費用が65百万円増加しております。 

 
（固定負債） 
当第２四半期連結会計期間末の固定負債は、前連結会計年度末に比べ24百万円減少し、219百万円

となりました。 
 

（純資産） 
当第２四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ254百万円増加し、20,189百万

円となりました。 



フジオーゼックス株式会社（7299）平成25年3月期第2四半期決算短信 
 

- 3 - 
 

 

（キャッシュ・フローの状況の分析） 

当第２四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」と言う。）は、前連結
会計年度末に比べ843百万円増加し、8,992百万円となりました。 

各キャッシュフローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
営業活動の結果、得られた資金は1,238百万円（前年同期 354百万円の支出）となりました。収

入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益736百万円（前年同期 350百万円）、減価償却費289百
万円（前年同期 301百万円）、売上債権の減少417百万円（前年同期 582百万円の増加）であり、
支出の主な内訳は、仕入債務の減少322百万円（前年同期 74百万円）であります。 

 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
投資活動の結果、使用した資金は249百万円（前年同期 438百万円）となりました。これは主に

有形固定資産の取得による支出229百万円（前年同期 383百万円）であります。 
 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
財務活動の結果、使用した資金は144百万円（前年同期 103百万円）となりました。これは主に

配当金の支払いによるものであります。 
 

(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、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。 
これによる損益に与える影響は軽微であります。 
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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２四半期連結会計期間 

(平成24年９月30日) 

資産の部         

  流動資産         

    現金及び預金   6,591,692   7,445,740 

    受取手形及び売掛金   4,347,143   3,930,897 

    商品及び製品   593,398   646,712 

    仕掛品   573,412   614,526 

    原材料及び貯蔵品   482,524   502,183 

    その他   2,130,564   1,923,906 

    貸倒引当金   △11,219   △6,000 

    流動資産合計   14,707,513   15,057,962 

  固定資産         

    有形固定資産         

      建物及び構築物（純額）   2,765,778   2,705,664 

      機械装置及び運搬具（純額）   1,551,227   1,475,741 

      土地   2,332,257   2,332,257 

      その他（純額）   240,622   263,762 

      有形固定資産合計   6,889,884   6,777,425 

    無形固定資産   25,918   34,458 

    投資その他の資産         

      その他   1,377,792   1,411,997 

      貸倒引当金   △27,912   △28,105 

      投資その他の資産合計   1,349,879   1,383,892 

    固定資産合計   8,265,681   8,195,775 

  資産合計   22,973,194   23,253,737 

負債の部         

  流動負債         

    買掛金   1,981,412   1,660,228 

    未払法人税等   47,052   360,281 

    賞与引当金   51,864   148,774 

    役員賞与引当金   27,440   － 

    その他   687,925   676,748 

    流動負債合計   2,795,693   2,846,031 

  固定負債         

    退職給付引当金   43,912   35,019 

    役員退職慰労引当金   1,997   2,525 

    環境対策引当金   24,499   24,499 

    その他   172,561   156,858 

    固定負債合計   242,969   218,900 

  負債合計   3,038,662   3,064,931 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



フジオーゼックス株式会社（7299）平成25年3月期第2四半期決算短信 
 

- 6 - 
 

  (単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 

(平成24年９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   14,936,509 

    自己株式   △5,807   △5,896 

    株主資本合計   20,419,787   20,718,713 

  その他の包括利益累計額         

    為替換算調整勘定   △698,806   △675,438 

    その他の包括利益累計額合計   △698,806   △675,438 

  少数株主持分   213,551   145,531 

  純資産合計   19,934,532   20,188,806 

負債純資産合計   22,973,194   23,253,737 

 



フジオーゼックス株式会社（7299）平成25年3月期第2四半期決算短信 
 

- 7 - 
 

(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23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

売上高   7,691,698   7,976,240 

売上原価   6,252,307   6,295,592 

売上総利益   1,439,390   1,680,649 

販売費及び一般管理費         

  報酬及び給料手当   269,113   301,073 

  賞与引当金繰入額   11,825   19,068 

  退職給付費用   21,901   36,923 

  その他   557,530   608,831 

  販売費及び一般管理費合計   860,370   965,894 

営業利益   579,021   714,754 

営業外収益         

  受取利息   3,054   2,864 

  受取配当金   1,680   1,080 

  持分法による投資利益   100,123   38,386 

  受取賃貸料   25,320   25,220 

  その他   2,483   16,409 

  営業外収益合計   132,659   83,959 

営業外費用         

  支払利息   －   1 

  固定資産除却損   8,923   3,751 

  為替差損   41,945   35,043 

  その他   20,055   24,048 

  営業外費用合計   70,923   62,843 

経常利益   640,757   735,870 

特別損失         

  退職給付制度改定損   290,733   － 

  特別損失合計   290,733   － 

税金等調整前四半期純利益   350,025   735,870 

法人税、住民税及び事業税   38,684   366,653 

法人税等調整額   132,846   △55,280 

法人税等合計   171,531   311,373 

少数株主損益調整前四半期純利益   178,494   424,497 

少数株主損失（△）   △16,211   △18,354 

四半期純利益   194,705   442,850 
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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23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益   178,494   424,497 

その他の包括利益         

  為替換算調整勘定   11,448   8,071 

  持分法適用会社に対する持分相当額   △21,974   18,856 

  その他の包括利益合計   △10,526   26,927 

四半期包括利益   167,968   451,423 

（内訳）         

  親会社株主に係る四半期包括利益   147,979   466,218 

  少数株主に係る四半期包括利益   19,989   △14,795 
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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) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24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   350,025   735,870 

  減価償却費   300,807   289,236 

  貸倒引当金の増減額（△は減少）   1,100   △5,090 

  賞与引当金の増減額（△は減少）   85,301   96,886 

  役員賞与引当金の増減額（△は減少）   △26,800   △27,440 

  退職給付引当金の増減額（△は減少）   △1,920   △8,893 

  前払年金費用の増減額（△は増加）   117,867   3,747 

  役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）   △82,434   528 

  受取利息及び受取配当金   △4,734   △3,944 

  支払利息   －   1 

  持分法による投資損益（△は益）   △100,123   △38,386 

  有形固定資産処分損益（△は益）   8,323   2,749 

  売上債権の増減額（△は増加）   △582,482   416,944 

  たな卸資産の増減額（△は増加）   149,504   △112,801 

  仕入債務の増減額（△は減少）   △73,921   △322,279 

  その他   37,038   △19,849 

  小計   177,550   1,007,279 

  利息及び配当金の受取額   37,341   39,248 

  利息の支払額   －   △1 

  法人税等の還付額   7,232   229,793 

  法人税等の支払額   △576,384   △38,560 

  営業活動によるキャッシュ・フロー   △354,260   1,237,759 

投資活動によるキャッシュ・フロー         

  有形固定資産の取得による支出   △382,568   △228,835 

  有形固定資産の売却による収入   3,230   1,018 

  その他   △58,822   △21,418 

  投資活動によるキャッシュ・フロー   △438,159   △249,236 

財務活動によるキャッシュ・フロー         

  配当金の支払額   △102,742   △143,836 

  自己株式の取得による支出   －   △88 

  財務活動によるキャッシュ・フロー   △102,742   △143,924 

現金及び現金同等物に係る換算差額   9,703   △1,554 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）   △885,459   843,045 

現金及び現金同等物の期首残高   8,548,295   8,149,390 

現金及び現金同等物の四半期末残高   7,662,836   8,992,435 
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

       当第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日） 

       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 

       当第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日） 

       該当事項はありません。 


