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(百万円未満四捨五入)

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）

（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 28,804 3.9 1,039 28.8 1,191 23.6 655 21.0

24年３月期第３四半期 27,728 0.5 807 △4.8 964 △2.9 542 △20.0

(注) 包括利益 25年３月期第３四半期 741百万円(128.7％) 24年３月期第３四半期 324百万円(△39.4％)

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 31 78 ― ―

24年３月期第３四半期 26 26 ― ―

（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３四半期 41,259 24,497 58.4

24年３月期 41,466 24,098 57.1

(参考) 自己資本 25年３月期第３四半期 24,091百万円 24年３月期 23,671百万円

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 ― 7 50 ― 7 50 15 00

25年３月期 ― 7 50 ―

25年３月期(予想) 7 50 15 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)

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 38,500 2.7 1,400 25.2 1,550 20.2 950 63.3 46 08

m.oda
スタンプ



  

 

 
 （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４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。  

 
  

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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了しておりませ

ん。 

  

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、当社としてその実現を約束する趣旨のものではあ

りません。また、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

となる仮定等については、添付資料３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

※ 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 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規 ― 社 (社名)          、除外 ― 社 (社名)

（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

（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３Ｑ 20,688,425株 24年３月期 20,688,425株

② 期末自己株式数 25年３月期３Ｑ 70,613株 24年３月期 70,118株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期３Ｑ 20,618,197株 24年３月期３Ｑ 20,620,022株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界経済の減速等を背景に弱い動きになっていま

したが、貿易収支は統計開始以来 大の赤字となりました。輸入は原発停止に伴う火力用の液化天然ガ

ス（ＬＮＧ）が高水準を持続する一方、輸出は欧州債務危機や中国の成長減速と円高が大きく影響しま

した。政権交代に伴い、輸出環境の改善や経済対策の見直しなどから再び景気回復の兆しも見え始めて

います。 

住宅業界におきましては、平成24年度４～12月の新設住宅着工は、戸数683千戸（前年同期比6.5％

増）、床面積60,842千㎡（同4.6％増）となり、特に貸家着工248千戸（同13.1％増）に牽引され、全体

として緩やかに回復しつつあります。 

このような環境下、当社グループでは、自然エネルギーを活用した住宅システムの普及促進に取り組

むとともに、新素材を活用した生産技術の確立や環境配慮型製品を中心とする新製品の開発並びに拡販

に努めてまいりました。 

以上により、当第３四半期連結累計期間の経営成績は、売上高28,804百万円（前年同期比3.9％

増）、営業利益1,039百万円（同28.8％増）、経常利益1,191百万円（同23.6％増）、四半期純利益655

百万円（同21.0％増）となりました。 

事業別の売上状況は、以下のとおりであります。 

〔建築資材事業〕 

主力の建築資材事業の売上は、21,593百万円（前年同期比1.8％増）で、売上高全体では75.0％を

占めました。 

うち外装建材は、5,001百万円（同4.9％減）でした。樹脂製耐候性外装材・外装装飾部材が伸び悩

みましたが、土台パッキン・樹脂製瓦桟は順調に推移しました。 

内装建材は、8,231百万円（同7.1％増）でした。防音遮音材が伸び悩みましたが、断熱材・内装下

地材は堅調に売上げを伸ばすことができました。 

床関連材は、5,748百万円（同4.2％増）でした。乾式遮音二重床システムが低調に推移しました

が、OAフロア・床タイル・床支持具が好調に推移しました。 

システム建材は、2,613百万円（同4.9％減）でした。リフォーム用システム建材が低調に推移しま

したが、空気循環式断熱システム部材・木粉入り樹脂建材が堅調に推移しました。 

〔産業資材事業〕 

産業資材事業の売上は、7,211百万円（前年同期比11.4％増）で、売上高全体の25.0％を占めまし

た。窓枠が伸び悩みましたが、精密化工品・車輌部材は堅調な伸びを示しました。 

  

資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ207百万円(前期末比

0.5％)減少し、41,259百万円となりました。主な減少要因としましては、流動資産では、現金及び預

金が531百万円減少したことや、商品及び製品が275百万円減少したことなどにより、475百万円(同

1.6％)の減少となりました。固定資産では、有形固定資産が30百万円増加し、また、投資その他の資

産が191百万円増加するなど、268百万円(同2.4％)の増加となりました。 

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

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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（負債） 

負債は、前連結会計年度末に比べ606百万円(前期末比3.5％)減少し、16,762百万円となりました。

主な減少要因としましては、流動負債では、未払費用が121百万円減少したことや、１年内返済の長

期借入金が100百万円減少したことなどにより、439百万円(同2.8％)の減少となりました。固定負債

では、長期借入金が200百万円減少したことなどにより、167百万円(同10.9％)の減少となりました。

  

（純資産） 

純資産は、前連結会計年度末に比べ399百万円(前期末比1.7％)増加し、24,497百万円となりまし

た。主な純資産の増減は、少数株主持分が21百万円減少する一方、その他有価証券評価差額金が67百

万円増加し、為替換算調整勘定が7百万円増加しました。株主資本合計は、利益剰余金が346百万円増

加し、24,332百万円となりました。この結果、自己資本は24,091百万円となり、自己資本比率は

58.4％となりました。 

  

今後の経営環境につきましては依然として不透明な状況が続くものと予想されますが、現時点におい

て平成24年５月14日公表の通期連結業績予想に変更はありません。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場合があります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報

フクビ化学工業株式会社（7871）　平成25年３月期　第３四半期決算短信

3



該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

(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11百万円増加しております。 

  

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

（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：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 7,062 6,531

受取手形及び売掛金 16,889 17,302

商品及び製品 3,132 2,856

仕掛品 719 834

原材料及び貯蔵品 943 937

未収入金 1,010 1,035

繰延税金資産 502 264

その他 79 103

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 30,337 29,861

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,434 3,589

機械装置及び運搬具（純額） 1,636 1,548

工具、器具及び備品（純額） 247 271

土地 1,856 1,856

リース資産（純額） 419 474

建設仮勘定 151 35

有形固定資産合計 7,743 7,773

無形固定資産 239 287

投資その他の資産

投資有価証券 2,143 2,220

長期前払費用 6 45

前払年金費用 636 755

繰延税金資産 164 114

その他 199 205

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 3,147 3,338

固定資産合計 11,129 11,397

資産合計 41,466 41,259
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（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 12,399 12,388

短期借入金 178 178

1年内返済予定の長期借入金 300 200

未払金 300 380

未払法人税等 111 150

未払費用 1,129 1,009

賞与引当金 469 274

その他 945 815

流動負債合計 15,832 15,393

固定負債

長期借入金 800 600

リース債務 426 496

長期未払金 58 －

退職給付引当金 41 41

役員退職慰労引当金 200 220

環境対策引当金 12 12

固定負債合計 1,536 1,369

負債合計 17,368 16,762

純資産の部

株主資本

資本金 2,194 2,194

資本剰余金 1,511 1,511

利益剰余金 20,316 20,662

自己株式 △35 △35

株主資本合計 23,986 24,332

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △6 61

為替換算調整勘定 △309 △302

その他の包括利益累計額合計 △315 △241

少数株主持分 427 406

純資産合計 24,098 24,497

負債純資産合計 41,466 41,259
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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 27,728 28,804

売上原価 20,742 21,473

売上総利益 6,986 7,331

販売費及び一般管理費

運送費及び保管費 1,618 1,661

広告宣伝費 200 194

役員報酬 126 127

従業員給料 1,422 1,413

賞与引当金繰入額 387 431

減価償却費 217 238

賃借料 460 444

その他 1,749 1,782

販売費及び一般管理費合計 6,179 6,292

営業利益 807 1,039

営業外収益

受取利息 1 1

受取配当金 47 49

為替差益 0 －

持分法による投資利益 60 33

その他 160 146

営業外収益合計 269 229

営業外費用

支払利息 5 7

その他 106 71

営業外費用合計 111 78

経常利益 964 1,191

特別利益

抱合せ株式消滅差益 28 －

その他 0 0

特別利益合計 28 0

特別損失

固定資産除却損 18 5

投資有価証券評価損 － 106

役員退職慰労金 0 －

その他 0 －

特別損失合計 19 111

税金等調整前四半期純利益 973 1,080

法人税、住民税及び事業税 90 160

法人税等調整額 328 253

法人税等合計 418 412

少数株主損益調整前四半期純利益 555 668

少数株主利益 13 12

四半期純利益 542 655
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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 555 668

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △178 67

為替換算調整勘定 △30 △1

持分法適用会社に対する持分相当額 △23 8

その他の包括利益合計 △231 73

四半期包括利益 324 741

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 318 729

少数株主に係る四半期包括利益 6 12
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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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