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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）

(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 ％

25年3月期第2四半期 17,998 14.5 975 89.6 959 69.9 642 68.8
24年3月期第2四半期 15,717 △10.7 514 △67.5 564 △61.2 380 △37.0

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 572百万円 （110.0％） 24年3月期第2四半期 272百万円 （△57.3％）

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 29.15 ―
24年3月期第2四半期 17.27 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

25年3月期第2四半期 32,737 13,029 36.4 540.50
24年3月期 32,797 12,666 35.5 527.81
（参考） 自己資本 25年3月期第2四半期 11,906百万円 24年3月期 11,628百万円

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
25年３月期（予想）の配当予想につきましては、現時点で未定とさせていただきます。

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 ― ― ― 9.00 9.00
25年3月期 ― ―
25年3月期（予想） ― ― ―

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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

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 35,400 6.1 1,600 30.2 1,600 26.8 1,000 △53.2 45.40



(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） ： 有

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

(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、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。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
１．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及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期
決算短信【添付資料】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。
２．平成25年３月期の配当予想につきましては、経営環境の先行きが不透明であることから、現時点では未定とし業績の進捗等を見きわめた上で配当予想が固
まり次第、速やかに開示いたします。

※  注記事項

新規 1社 （社名） ファインシンターインドネシア(株) 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 22,100,000 株 24年3月期 22,100,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 71,960 株 24年3月期 68,876 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 22,029,793 株 24年3月期2Q 22,032,711 株



 
 
 
 
 
 

 

（参考）個別業績予想 

平成 25 年３月期の個別業績予想（自 平成 24 年４月１日 至 平成 25 年３月 31 日） 
（％表示は、通期は対前期増減率） 

 
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    28,600  1.4 580  58.0 940   25.8 560  △69.9 25  42 

      

注）直近に公表されている個別業績予想からの修正の有無 ： 有
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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、欧州金融不安の持続、中国の景気の減速、中東情

勢不安等により、成長が鈍化いたしました。 

わが国の経済におきましては、東日本大震災の復興需要等があったものの、円の高止まりによる輸

出産業の低迷に加え、日中関係の悪化等により、主に外需を中心に景気回復には不安となる材料が多

く、先行きの不透明感が強まりました。 

当社製品の主要な需要先である自動車産業におきましては、当第２四半期の国内新車販売台数は 161

万台で前年同期比 129％と増加しました。 

このような状況のもと、当社グループは需要の増加に応じた総工数管理を実施しながら、生産効率

を高める改善事例を全社レベルで展開するなどし、収益確保に努めました。 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は 17,998 百万円と前年同四半期と比べ 2,280 百

万円（14.5%）の増収となり、営業利益は 975 百万円と前年同四半期と比べ 460 百万円（89.6%）の増

益、経常利益は 959 百万円と前年同四半期と比べ 394 百万円（69.9％）の増益、四半期純利益は 642

百万円と前年同四半期と比べ 261 百万円（68.8％）の増益となりました。 

 

 

(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における流動資産は、現金及び預金の増加（前連結会計年度末比 308

百万円増）等により、15,711 百万円（前連結会計年度末比 286 百万円増）となりました。固定資産に

つきましては、株価の下落により投資有価証券の評価額が減少（前連結会計年度末比 357 百万円減）

したこと等により、17,026 百万円（前連結会計年度末比 346 百万円減）となりました。 

以上により、資産合計は 32,737 百万円（前連結会計年度末比 60 百万円減）となりました。 

流動負債につきましては、短期借入金の減少（前連結会計年度末比 111 百万円減）等により、

13,803 百万円（前連結会計年度比 218 百万円減）となりました。固定負債につきましては長期借入金

の減少（前連結会計年度末比 282 百万円減）等により、5,904 百万円（前連結会計年度末比 205 百万円

減）となりました。 

この結果、負債合計は 19,707 百万円（前連結会計年度末比 424 百万円減）となりました。 

純資産の合計は、前連結会計年度末に比べ利益剰余金が 443 百万円増加、その他の包括利益累計額

が 165 百万円減少したことにより、少数株主持分を除くと 11,906 百万円（自己資本比率 36.4％）とな

りました。 

 

 
(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

通期の業績予想につきましては、平成 24 年５月 14 日に公表いたしました業績予想から修正して

おります。詳細につきましては、本日（平成 24 年 11 月６日）公表いたしました「業績予想の修正

に関するお知らせ」をご参照ください。 
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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 

当第２四半期連結累計期間において、ファインシンターインドネシア㈱を新たに設立したため、

連結の範囲に含めております。 

 
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

① 税金費用の計算 

  当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、

税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

 

(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。 

      なお、この変更に伴う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 4,018,757 4,326,830

  受取手形及び売掛金 7,785,651 7,850,710

電子記録債権 303,700 396,500

  商品及び製品 525,988 467,670

  仕掛品 1,256,910 1,150,236

  原材料及び貯蔵品 919,838 948,513

  繰延税金資産 438,275 405,977

  その他 176,347 165,311

  貸倒引当金 △700 △700

  流動資産合計 15,424,769 15,711,050

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物及び構築物 10,150,682 10,406,280

    減価償却累計額 △5,569,276 △5,729,484

    建物及び構築物（純額） 4,581,406 4,676,795

   機械装置及び運搬具 30,235,942 30,622,118

    減価償却累計額 △25,549,209 △25,937,828

    機械装置及び運搬具（純額） 4,686,733 4,684,290

   工具、器具及び備品 6,547,092 6,977,855

    減価償却累計額 △5,823,800 △6,162,954

    工具、器具及び備品（純額） 723,291 814,901

   土地 3,169,215 3,170,146

   リース資産 830,674 868,922

    減価償却累計額 △242,664 △284,956

    リース資産（純額） 588,009 583,966

   建設仮勘定 989,807 704,321

   有形固定資産合計 14,738,463 14,634,420

  無形固定資産 

   のれん 19,079 9,649

   電話加入権 11,407 11,407

   リース資産 123,651 132,596

   その他 69,839 80,777

   無形固定資産合計 223,978 234,431

  投資その他の資産 

   投資有価証券 1,493,943 1,136,635

   長期貸付金 123,009 97,749

   繰延税金資産 697,628 828,498

   その他 106,543 105,088

   貸倒引当金 △10,380 △10,287

   投資その他の資産合計 2,410,744 2,157,684

  固定資産合計 17,373,186 17,026,536

 資産合計 32,797,955 32,737,587
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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２四半期連結会計期間

(平成 24 年９月 30 日) 

負債の部 

 流動負債 

  支払手形及び買掛金 5,910,140 5,939,105

  短期借入金 4,005,871 3,893,969

  1 年内返済予定の長期借入金 1,247,738 1,247,868

  リース債務 137,141 146,197

  未払法人税等 278,715 217,572

  未払消費税等 86,193 81,465

  未払費用 446,948 498,184

  繰延税金負債 5,822 5,022

  賞与引当金 815,542 839,855

  役員賞与引当金 31,920 16,573

  設備関係支払手形 315,793 415,527

  その他 739,625 501,661

  流動負債合計 14,021,453 13,803,003

 固定負債 

  長期借入金 2,037,108 1,754,472

  リース債務 688,107 684,355

  繰延税金負債 1,546 944

  退職給付引当金 2,778,954 2,861,899

  役員退職慰労引当金 99,083 95,067

  資産除去債務 288,078 290,493

  その他 217,539 217,539

  固定負債合計 6,110,419 5,904,770

 負債合計 20,131,872 19,707,774

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 2,203,000 2,203,000

  資本剰余金 1,722,945 1,722,945

  利益剰余金 8,013,844 8,457,729

  自己株式 △21,793 △22,666

  株主資本合計 11,917,997 12,361,008

 その他の包括利益累計額 

  その他有価証券評価差額金 500,146 262,586

  為替換算調整勘定 △789,865 △717,372

  その他の包括利益累計額合計 △289,718 △454,785

 少数株主持分 1,037,804 1,123,590

 純資産合計 12,666,082 13,029,813

負債純資産合計 32,797,955 32,737,587
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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 15,717,885  17,998,639

売上原価 13,627,347  15,358,980

売上総利益 2,090,537  2,639,659

販売費及び一般管理費 1,576,126  1,664,421

営業利益 514,411  975,238

営業外収益  

 受取利息 15,694  14,962

 受取配当金 15,082  17,735

 助成金収入 50,020  714

 作業くず売却収入 21,147  12,454

  保険金収入 13,529  34,425

 雑収入 59,702  54,621

 営業外収益合計 175,178  134,914

営業外費用  

 支払利息 77,370  68,854

 固定資産除却損 18,843  27,717

 為替差損 19,140  21,571

 雑支出 9,361  32,143

 営業外費用合計 124,716  150,287

経常利益 564,873  959,865

特別損失  

環境対策費 -  40,304

   特別損失合計 -  40,304

税金等調整前四半期純利益 564,873  919,561

法人税等 156,620  217,485

少数株主損益調整前四半期純利益 408,252  702,075

少数株主利益 27,828  59,911

四半期純利益 380,423  642,164
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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 408,252  702,075

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 △102,793  △237,560

為替換算調整勘定 △32,774  108,041

 その他の包括利益合計 △135,568  △129,518

四半期包括利益 272,683  572,556

（内訳）  

 親会社株主に係る四半期包括利益 239,982  477,097

 少数株主に係る四半期包括利益 32,701  95,459
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

 

 

(4)セグメント情報 

 

１.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） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

                                （単位：千円） 

 報告セグメント 
調整額 
（注１） 

四半期連結

損益計算書

計上額 
（注２） 

粉末冶金 
製品事業 

油圧機器

製品事業 
計 

売上高 
外部顧客への売上高 
セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

 

14,749,593 

― 

968,291

―

15,717,885

―

 

― 

― 

 

15,717,885 

― 

計 14,749,593 968,291 15,717,885 ― 15,717,885 

セグメント利益 1,019,402 284,032 1,303,435 △789,024 514,411 

（注）１．セグメント利益の調整額△789,024 千円は、全社費用であります。全社費用は主に報告セグメ

ントに帰属しない一般管理費であります。 

   ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 

 

 

２.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） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

                                （単位：千円） 

 報告セグメント 
調整額 
（注１） 

四半期連結

損益計算書

計上額 
（注２） 

粉末冶金 
製品事業 

油圧機器

製品事業 
計 

売上高 
外部顧客への売上高 
セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

 

17,040,503 

― 

958,136

―

17,998,639

―

 

― 

― 

 

17,998,639 

― 

計 17,040,503 958,136 17,998,639 ― 17,998,639 

セグメント利益 1,539,697 252,957 1,792,654 △817,416 975,238 

（注）１．セグメント利益の調整額△817,416 千円は、全社費用であります。全社費用は主に報告セグメ

ントに帰属しない一般管理費であります。 

   ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 

 

 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

    該当事項はありません。
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４．(参考)四半期財務諸表 (個別) 

 

（1）. (要約) 四半期個別貸借対照表 

                                                         （単位：千円） 

 
前事業年度 

（平成 24 年３月 31 日） 

当第２四半期会計期間 

（平成 24 年９月 30 日） 

資産の部  

  流動資産             12,502,644             11,972,482 

  固定資産             15,706,601             15,536,842 

資産合計             28,209,245             27,509,324 

負債の部  

  流動負債             11,914,566             11,586,351 

  固定負債              5,153,053              5,002,782 

 負債合計             17,067,620             16,589,133 

純資産の部  

  株主資本             10,642,059             10,657,300 

  評価・換算差額等                499,566                262,890 

 純資産合計             11,141,625             10,920,190 

負債純資産合計             28,209,245             27,509,324 

 

 

（2）．(要約) 四半期個別損益計算書 

                                                         （単位：千円） 

 前第２四半期累計期間 

（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          13,247,152              14,713,055 

営業利益                 120,156                  260,106 

経常利益                  180,878                 313,825 

四半期純利益                  130,869                 214,394 

 

（注）上記の四半期個別財務諸表は、「四半期財務諸表の用語様式及び作成方法に関する規則」 （平

成 19 年内閣府令第 63 号）に基づいて作成した四半期財務諸表の一部科目を集約して表示しており、法

定開示におけるレビュー対象ではありません。 
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