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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31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3四半期 43,023 7.0 2,605 3.9 2,689 4.2 1,684 2.4
24年3月期第3四半期 40,202 2.6 2,507 △20.0 2,581 △18.1 1,645 △9.1

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 1,893百万円 （74.5％） 24年3月期第3四半期 1,084百万円 （△36.0％）

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3四半期 98.10 98.01
24年3月期第3四半期 95.86 95.77

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 47,624 24,698 49.5
24年3月期 47,731 23,302 46.4

（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  23,573百万円 24年3月期  22,133百万円

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

24年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00
25年3月期 ― 10.00 ―

25年3月期（予想） 10.00 20.00

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  ：  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 57,000 4.6 2,800 △11.8 2,800 △14.3 1,600 △31.1 93.21



(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  

（注）詳細は、添付資料２ページ「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」をご覧ください。 

(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 

（注）「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」に該当するものであります。詳細は、添付資料２ページ「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） 

※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、四半期財務諸表に対する四
半期レビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果とな
る可能性があります。 
２．上記予想に関する事項は四半期決算短信（添付資料）２ページ「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。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 1社 （社名） フコクゴム（上海）有限公司

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3Q 17,609,130 株 24年3月期 17,609,130 株

② 期末自己株式数 25年3月期3Q 420,941 株 24年3月期 442,848 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 17,174,098 株 24年3月期3Q 17,166,282 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間における経済情勢を見ますと、震災からの復興に向けた動きやエコカー購入支援策に

よる自動車販売の好調などを受け、内需は概ね堅調な滑り出しとなりましたが、一方で欧州債務問題による海外景

況の停滞、新興国の成長鈍化が影を落とし、秋口には領土問題の緊張に起因する中国の不買運動が発生するなど、

第３四半期を境にして景気後退への懸念が増す状況となりました。 

 当社グループの主要顧客先である自動車産業におきましても、長期化する円高、空洞化傾向などの影響から海外

シフトが進行する中、当初は国内生産の回復が追い風となっておりましたが、経済情勢の減速感、中国の不買運動

の煽りなどを受けて、厳しい経営環境に直面することとなりました。 

 このような状況下、当社グループの業績は期の前半を中心に概ね順調な推移を示し、前年同期が震災の影響を被

ったこともあって、連結売上高は前年同期比7.0％増の430億23百万円、営業利益は同3.9％増の26億５百万円、経

常利益は同4.2％増の26億89百万円、四半期純利益は同2.4％増の16億84百万円となりました。 

   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期末の総資産は、前期末に比べ１億７百万円減少し476億24百万円となりました。 

 流動資産は前期末に比べ17億38百万円減少し、265億72百万円となりました。これは主に、現金及び預金、受取

手形及び売掛金の減少等によるものです。 

 固定資産は前期末に比べ16億30百万円増加し、210億52百万円となりました。これは主に、新工場建設に伴う建

物及び構築物、土地の増加等によるものです。 

 負債は前期末に比べ15億３百万円減少し、229億26百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金、未

払法人税等の減少等によるものです。 

 純資産は前期末に比べ13億95百万円増加し、246億98百万円となりました。これは主に、利益剰余金が増加した

こと等によるものです。 

 以上の結果、自己資本比率は前期末に比べ3.1ポイント増加し49.5％となりました。 

   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年３月期通期の業績予想につきましては、平成24年12月25日に公表いたしました連結業績予想から変更は

ございません。 

   

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 第２四半期連結会計期間において、フコクゴム（上海）有限公司は清算したため、連結の範囲から除外しており

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 

  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） 

 当社及び一部の国内連結子会社は、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、改正後の法人税法に基づく減価償却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３四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12百万円増加しております。 

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,262 7,359

受取手形及び売掛金 15,328 14,511

商品及び製品 1,528 1,706

仕掛品 828 799

原材料及び貯蔵品 1,180 1,156

その他 1,189 1,044

貸倒引当金 △7 △6

流動資産合計 28,310 26,572

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,108 5,211

機械装置及び運搬具（純額） 5,720 5,804

土地 5,738 5,997

その他（純額） 1,830 2,786

有形固定資産合計 18,396 19,799

無形固定資産   

その他 232 296

無形固定資産合計 232 296

投資その他の資産   

投資有価証券 376 527

その他 422 429

貸倒引当金 △5 △1

投資その他の資産合計 793 956

固定資産合計 19,421 21,052

資産合計 47,731 47,624

株式会社フコク（5185）平成25年３月期第３四半期決算短信

-　3　-



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,135 9,315

短期借入金 5,036 4,619

未払法人税等 768 98

賞与引当金 687 387

その他 2,890 3,643

流動負債合計 19,518 18,065

固定負債   

長期借入金 3,230 3,099

退職給付引当金 869 792

役員退職慰労引当金 515 551

負ののれん 0 0

その他 294 417

固定負債合計 4,910 4,860

負債合計 24,429 22,926

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,395 1,395

資本剰余金 1,563 1,564

利益剰余金 21,398 22,740

自己株式 △236 △225

株主資本合計 24,121 25,475

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 64 56

為替換算調整勘定 △2,052 △1,957

その他の包括利益累計額合計 △1,987 △1,901

新株予約権 17 16

少数株主持分 1,151 1,107

純資産合計 23,302 24,698

負債純資産合計 47,731 47,624
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 40,202 43,023

売上原価 32,347 34,708

売上総利益 7,855 8,314

販売費及び一般管理費 5,347 5,709

営業利益 2,507 2,605

営業外収益   

受取利息 37 31

受取配当金 4 4

負ののれん償却額 12 0

持分法による投資利益 － 13

その他 247 202

営業外収益合計 301 251

営業外費用   

支払利息 122 97

為替差損 98 32

その他 6 37

営業外費用合計 227 167

経常利益 2,581 2,689

特別利益   

固定資産売却益 13 7

特別利益合計 13 7

特別損失   

固定資産売却損 5 10

固定資産除却損 20 30

その他 6 0

特別損失合計 31 41

税金等調整前四半期純利益 2,563 2,656

法人税、住民税及び事業税 677 545

法人税等調整額 145 304

法人税等合計 823 850

少数株主損益調整前四半期純利益 1,740 1,805

少数株主利益 94 120

四半期純利益 1,645 1,684
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,740 1,805

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △12 △7

為替換算調整勘定 △640 96

持分法適用会社に対する持分相当額 △1 △0

その他の包括利益合計 △655 88

四半期包括利益 1,084 1,893

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,075 1,771

少数株主に係る四半期包括利益 9 122
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 該当事項はありません。 

   

   

 該当事項はありません。 

   

   

（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
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