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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 10,699 28.4 1,125 ― 1,259 ― 439 200.0
24年3月期第3四半期 8,332 83.7 39 ― 36 ― 146 ―

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 417百万円 （242.6％） 24年3月期第3四半期 121百万円 （―％）

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 40.11 26.88
24年3月期第3四半期 37.00 8.96

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3四半期 19,106 4,141 21.7 181.51
24年3月期 20,514 3,778 18.2 143.40
（参考） 自己資本 25年3月期第3四半期 4,141百万円 24年3月期 3,724百万円

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
上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類株式（非上場）の配当状況については、後述の「種
類株式の配当の状況」をご覧ください。

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年3月期 ― 0.00 ―
25年3月期（予想） 0.00 0.00

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 ： 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 13,000 2.6 900 665.8 1,000 319.6 200 ― 18.27



(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

(4) 発行済株式数（普通株式）

（注）期中平均株式数の算定において、Ｂ種優先株式は剰余金の配当請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、普通株式と同等の株式と
しております。

※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報告書の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
基づく四半期報告書のレビュー手続は終了しています。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、添付資料２ページ 「連結業績予想に関する
定性的情報」をご覧下さい。

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 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3Q 10,946,007 株 24年3月期 10,946,007 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 1,636 株 24年3月期 1,606 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 10,944,381 株 24年3月期3Q 3,954,704 株



種類株式の配当の状況

普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳及び配当金総額は以下のとおりであります。

0.000.00

第３四半期末
円　銭

年間第２四半期末
円　銭

-

円　銭円　銭

0.00 0.00

期末

期末発行済株式数： 25年３月期第３四半期

0.00

発行済株式数（Ａ種優先株式）

-25年３月期

25年３月期（予想）

299,255株

24年３月期 0.00

第１四半期末

-

-

（基準日）

Ａ種優先株式 円　銭

１株当たり配当金
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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世界経済は、新興国において景気の減速感がみられ、また欧州での金融・債

務問題の拡大、米国での雇用環境の改善の遅れなど、先行きは不透明な状況にあります。一方、わが国経済は、東

日本大震災からの復興需要等もあり緩やかながら景気回復の兆しが見られ、また、わが国の政権交代による政策期

待からの円安、株高の進展があったものの、不安定な海外経済情勢、電力不足懸念など、依然として厳しい状況が

続いております。

このような状況の中、当社グループにおきましては、管理体制をより一層強化することにより個別案件の採算性

向上に努めたほか、全社挙げての更なる固定費の削減、製造工程見直し等による原価低減を進めるとともに、生産

性および品質の更なる向上に努めてまいりました。

その結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は10,699百万円（前年同期比28.4％増）、営業利益は

1,125百万円（前年同期営業利益39百万円）となりました。営業外損益においては、海外関連会社における持分法

による投資利益118百万円を計上した結果、経常利益は1,259百万円（前年同期経常利益36百万円）となりました

が、特別損益において、当社連結子会社の株式会社富士アセンブリシステムの当社所有全株式の譲渡および同社に

対する債権の一部放棄にかかる事業分離における移転損失935百万円等を計上した結果、四半期純利益は439百万円

（前年同期比200.0％増）となりました。

セグメントの業績は次のとおりであります。

①自動車用プレス金型事業

当事業におきましては、当第３四半期連結累計期間において、海外案件の出荷増加により、売上高は10,333百万

円(前年同期比66.2％増)となりました。また、固定費削減や原価低減等により、セグメント利益は1,151百万円

（前年同期セグメント損失49百万円）となりました。

②自動車用溶接治具事業

当事業におきましては、第２四半期連結会計期間において、当社連結子会社であり自動車用溶接治具事業を営ん

でいた株式会社富士アセンブリシステムの当社所有の全株式を譲渡しており、当第３四半期連結累計期間（第１四

半期連結会計期間のみ連結）の売上高は365百万円、セグメント損失は５百万円となりました。

なお、第２四半期連結会計期間以降においては、自動車用溶接治具事業にかかる事業活動は発生しておりませ

ん。

（２）連結財政状態に関する定性的情報

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して1,407百万円減少の19,106百万円と

なりました。これは主として、仕掛品が1,278百万円減少したことによるものであります。負債については、前連

結会計年度末に比して1,770百万円減少の14,965百万円となりました。これは主として、前受金が1,310百万円減少

したことによるものであります。純資産については、前連結会計年度末に比して362百万円増加の4,141百万円とな

り、自己資本比率は前連結会計年度末に比して3.5ポイント増加の21.7％となりました。

（３）連結業績予想に関する定性的情報

連結業績予想につきましては、 近の業績動向を踏まえ、平成24年８月10日付当社「平成25年３月期第１四半期

決算短信」にて発表いたしました平成25年３月期通期（連結）の業績予想を修正いたしました。

詳細につきましては、本日（平成25年２月８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。

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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、当社は、当社連結子会社であり自動車用溶接治具事業を営んでいた株式会社

富士アセンブリシステムの当社所有の全株式を譲渡しました。

（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。これによる損益へ

の影響は軽微であります。

該当事項はありません。

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期連結財務諸表
（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 4,091 4,976

受取手形及び売掛金 3,290 2,876

仕掛品 5,673 4,395

その他 408 145

貸倒引当金 △195 △13

流動資産合計 13,268 12,380

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,673 1,518

機械装置及び運搬具（純額） 398 287

土地 1,940 1,901

その他（純額） 159 126

有形固定資産合計 4,172 3,833

無形固定資産

のれん 801 769

その他 230 264

無形固定資産合計 1,031 1,033

投資その他の資産

投資有価証券 928 943

関係会社出資金 990 896

その他 122 320

貸倒引当金 － △300

投資その他の資産合計 2,042 1,859

固定資産合計 7,246 6,726

資産合計 20,514 19,106

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,208 1,795

短期借入金 － 6,856

未払法人税等 12 13

前受金 2,961 1,651

賞与引当金 51 505

工事損失引当金 476 345

事業構造改善引当金 368 220

その他の引当金 18 －

その他 516 601

流動負債合計 6,615 11,990

固定負債

長期借入金 8,199 1,153

退職給付引当金 1,641 1,628

繰延税金負債 104 110

その他 175 83

固定負債合計 10,120 2,975

負債合計 16,735 14,965
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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)

純資産の部

株主資本

資本金 3,081 3,081

資本剰余金 13 13

利益剰余金 762 1,201

自己株式 △13 △13

株主資本合計 3,843 4,282

その他の包括利益累計額

繰延ヘッジ損益 △30 －

為替換算調整勘定 △89 △141

その他の包括利益累計額合計 △119 △141

新株予約権 54 －

純資産合計 3,778 4,141

負債純資産合計 20,514 19,106
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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 8,332 10,699

売上原価 7,329 8,836

売上総利益 1,002 1,862

販売費及び一般管理費 962 736

営業利益 39 1,125

営業外収益

持分法による投資利益 124 118

その他 154 173

営業外収益合計 278 291

営業外費用

支払利息 134 130

為替差損 115 －

その他 32 27

営業外費用合計 282 157

経常利益 36 1,259

特別利益

固定資産売却益 111 72

投資有価証券売却益 5 －

新株予約権戻入益 － 54

特別利益合計 117 127

特別損失

固定資産売却損 2 0

固定資産除却損 3 0

事業分離における移転損失 － 935

特別損失合計 5 937

税金等調整前四半期純利益 147 449

法人税、住民税及び事業税 8 4

法人税等調整額 △6 5

法人税等合計 1 10

少数株主損益調整前四半期純利益 146 439

四半期純利益 146 439
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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 146 439

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △3 －

繰延ヘッジ損益 28 30

持分法適用会社に対する持分相当額 △49 △52

その他の包括利益合計 △24 △21

四半期包括利益 121 417

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 121 417

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。

該当事項はありません。

Ⅰ 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）

１．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

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額38百万円には、セグメント間消去70百万円及び各報告セグ

メントに配分していない全社費用△31百万円が含まれております。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．セグメント利益又は損失（△）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．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ 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）

１．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

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額△19百万円には、セグメント間消去23百万円及び各報告セ

グメントに配分していない全社費用△43百万円が含まれております。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．セグメント利益又は損失（△）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．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

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

（５）セグメント情報等

（単位：百万円）

自動車用
プレス金型

事業

自動車用
溶接治具
事業

合計
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

売上高

外部顧客への売上高 6,216 2,115 8,332 － 8,332

セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － －

計 6,216 2,115 8,332 － 8,332

セグメント利益又は

損失（△）
△49 51 1 38 39

（単位：百万円）

自動車用
プレス金型

事業

自動車用
溶接治具
事業

合計
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

売上高

外部顧客への売上高 10,333 365 10,699 － 10,699

セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － －

計 10,333 365 10,699 － 10,699

セグメント利益又は

損失（△）
1,151 △5 1,145 △19 1,125

㈱富士テクニカ宮津（6476）平成25年３月期　第３四半期決算短信

― 8 ―




