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1. 平成29年3月期第1四半期の連結業績（平成28年4月1日～平成28年6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 親会社株主に帰属する四
半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年3月期第1四半期 8,438 5.1 368 606.7 322 255.4 188 ―
28年3月期第1四半期 8,031 18.0 52 ― 90 ― △47 ―

（注）包括利益 29年3月期第1四半期 9百万円 （△92.7％） 28年3月期第1四半期 124百万円 （―％）

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

29年3月期第1四半期 28.72 ―
28年3月期第1四半期 △7.25 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

29年3月期第1四半期 32,954 13,543 41.1
28年3月期 33,238 13,453 40.5
（参考）自己資本 29年3月期第1四半期 13,543百万円 28年3月期 13,453百万円

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

28年3月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00
29年3月期 ―
29年3月期（予想） 0.00 ― 20.00 20.00

3. 平成29年 3月期の連結業績予想（平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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
親会社株主に帰属する

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

第2四半期(累計) 17,100 △2.4 590 21.2 630 21.2 320 ― 48.83
通期 36,600 0.2 1,480 △6.8 1,580 △4.1 820 20.9 125.12



(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 

（注）詳細は、P.2「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、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き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 
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。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、P.2「１.当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧くだ
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 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 29年3月期1Q 7,136,000 株 28年3月期 7,136,000 株
② 期末自己株式数 29年3月期1Q 582,510 株 28年3月期 582,510 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年3月期1Q 6,553,490 株 28年3月期1Q 6,553,498 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、企業収益や雇用環境が底固い反面、足踏み状態が長期化する

様相を呈しました。為替市場・金融市場においては、6月下旬に行なわれた英国国民投票によるEU離脱という結果を

受け、円高が進み株価も大きく下落するなど一時的に混乱を来たしたこともあり、景気の先行きに不透明感が増し

ました。

世界経済は、英国のEU離脱の影響は限定的となる見込みながら、米国が急激なドル高株安となり、企業収益にや

やブレーキがかかっていることから景気減速が危ぶまれており、ユーロ圏経済は、このところ雇用・所得環境が悪

化の兆しを見せ、中国・新興国においては、依然として経済全体の回復が進んでいないことなどから、下ぶれリス

クも十分にある状況です。

このような内外情勢の下、当社グループは、国内工場の統合、国内製造・物流子会社の新工場・新倉庫の建設を

進めた他、海外製造子会社の生産力増強、海外拠点ネットワークの充実を図り、さらにグローバルな営業、サービ

ス、生産、物流体制を整備してまいりました。併せまして、ますます多様化し高度化するお客さまのニーズにお応

えするべく、様々な業界の夫々のお客さまへ最適な厨房を積極的にご提案しつつ、一層きめ細かいアフターサービ

スを展開いたしました。

こうしたことから、当第１四半期連結累計期間の売上高は84億3千8百万円（前年同期比5.1%増）となりました。

利益面につきましては、売上高の増加に伴って、経常利益は3億2千2百万円（前年同期比255.4%増）となりました。

なお、当社及び連結子会社の事業は、業務用厨房機器の製造・販売及び保守修理であり、単一のセグメントであ

ります。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末の財政状態につきましては、総資産は、現預金・有形固定資産・投資その他資産の

増加、売上債権の減少等の結果、前連結会計年度末比2億8千3百万円減の329億5千4百万円となりました。負債につ

きましては、長期借入金の減少等により、前連結会計年度末比3億7千4百万円減の194億1千1百万円となりました。

純資産は、前連結会計年度末比9千万円増の135億4千3百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成28年５月13日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。

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。

なお、特定子会社の異動には該当しておりませんが、当第１四半期連結会計期間より、重要性が増した富士瑪克

股份有限公司、他１社を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

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

（会計方針の変更）

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応

報告第32号 平成28年６月17日）を当第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附

属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

これによる、当第１四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に与える影響は軽

微であります。

（４）追加情報

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を当第１

四半期連結会計期間から適用しております。
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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28年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,336,058 10,245,457

受取手形及び売掛金 8,039,763 5,315,462

商品及び製品 2,694,189 2,669,910

仕掛品 152,538 143,473

原材料及び貯蔵品 1,713,299 1,627,954

その他 889,579 1,056,120

貸倒引当金 △12,610 △10,614

流動資産合計 21,812,818 21,047,765

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 4,150,671 4,918,985

減価償却累計額 △1,973,229 △1,998,103

建物及び構築物（純額） 2,177,441 2,920,881

機械装置及び運搬具 3,882,870 3,993,082

減価償却累計額 △2,804,972 △2,838,646

機械装置及び運搬具（純額） 1,077,897 1,154,435

土地 3,869,197 3,869,197

その他 2,057,715 1,632,450

減価償却累計額 △1,370,337 △1,382,786

その他（純額） 687,378 249,664

有形固定資産合計 7,811,914 8,194,178

無形固定資産 80,613 78,366

投資その他の資産

投資有価証券 1,700,887 1,595,313

その他 1,937,824 2,142,159

貸倒引当金 △105,723 △102,820

投資その他の資産合計 3,532,989 3,634,652

固定資産合計 11,425,517 11,907,197

資産合計 33,238,335 32,954,963
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 10,118,998 9,261,732

1年内返済予定の長期借入金 849,054 829,866

1年内償還予定の社債 1,000,000 1,000,000

未払法人税等 561,278 293,518

賞与引当金 400,901 204,791

役員賞与引当金 26,547 11,478

製品保証引当金 86,400 88,400

その他 1,646,240 2,848,697

流動負債合計 14,689,419 14,538,484

固定負債

長期借入金 3,212,982 3,011,146

厚生年金基金解散損失引当金 257,827 257,827

退職給付に係る負債 131,651 131,641

その他 1,493,422 1,471,981

固定負債合計 5,095,882 4,872,596

負債合計 19,785,302 19,411,080

純資産の部

株主資本

資本金 1,471,150 1,471,150

資本剰余金 1,148,365 1,148,365

利益剰余金 8,656,512 8,926,494

自己株式 △441,374 △441,374

株主資本合計 10,834,654 11,104,636

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 723,689 655,652

土地再評価差額金 1,727,717 1,727,717

為替換算調整勘定 166,972 55,876

その他の包括利益累計額合計 2,618,379 2,439,246

純資産合計 13,453,033 13,543,882

負債純資産合計 33,238,335 32,954,963
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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１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

売上高 8,031,310 8,438,665

売上原価 5,521,006 5,663,670

売上総利益 2,510,304 2,774,994

販売費及び一般管理費 2,458,173 2,406,569

営業利益 52,131 368,425

営業外収益

受取利息 2,064 857

受取配当金 10,676 15,069

受取手数料 10,020 9,962

受取賃貸料 9,753 10,036

その他 21,901 9,856

営業外収益合計 54,416 45,781

営業外費用

支払利息 12,564 14,162

為替差損 557 73,367

その他 2,629 4,026

営業外費用合計 15,752 91,555

経常利益 90,795 322,651

特別利益

固定資産売却益 5,900 46

その他 0 -

特別利益合計 5,901 46

特別損失

固定資産除却損 13,986 90

固定資産売却損 - 28

投資有価証券評価損 1,117 -

会員権評価損 6,050 -

特別損失合計 21,154 119

税金等調整前四半期純利益 75,542 322,578

法人税、住民税及び事業税 222,218 207,456

法人税等調整額 △99,139 △73,092

法人税等合計 123,078 134,364

四半期純利益又は四半期純損失（△） △47,535 188,214

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会
社株主に帰属する四半期純損失（△）

△47,535 188,214
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △47,535 188,214

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 128,992 △68,036

為替換算調整勘定 42,730 △111,096

その他の包括利益合計 171,722 △179,132

四半期包括利益 124,186 9,081

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 124,186 9,081

非支配株主に係る四半期包括利益 - -

決算短信（宝印刷） 2016年08月04日 10時47分 6ページ（Tess 1.50(64) 20160126_01）



株式会社フジマック(5965) 平成29年３月期 第１四半期決算短信

7

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　該当事項はありません。

（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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