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(百万円未満四捨五入)

１．2021年３月期第１四半期の連結業績（2020年４月１日～2020年６月30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
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 ％

2021年３月期第１四半期 3,471 △37.9 △588 － △515 － △389 －

2020年３月期第１四半期 5,590 2.3 28 △86.1 31 △88.0 15 △91.2
(注) 包括利益 2021年３月期第１四半期 △506百万円( －％) 2020年３月期第１四半期 70百万円( △82.3％)
　

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

2021年３月期第１四半期 △189.36 －

2020年３月期第１四半期 7.52 －
　

　

（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 ％

2021年３月期第１四半期 36,250 25,135 66.9

2020年３月期 37,240 25,744 66.6
(参考) 自己資本 2021年３月期第１四半期 24,235百万円 2020年３月期 24,820百万円

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

2020年３月期 － 60.00 － 50.00 110.00
2021年３月期 －

2021年３月期(予想) 0.00 － － －
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

2021年３月期の期末配当予想につきましては、現時点では未定です。

３．2021年３月期の連結業績予想（2020年４月１日～2021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)

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) 7,250 △35.5 △1,150 － △1,100 － △870 － △423.57

通 期 16,400 △28.1 △1,100 － △1,050 － △860 － △418.70
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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※ 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)
　

（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 ： 無

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

（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) 2021年３月期１Ｑ 2,055,950株 2020年３月期 2,055,950株

② 期末自己株式数 2021年３月期１Ｑ 1,977株 2020年３月期 1,977株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期１Ｑ 2,053,973株 2020年３月期１Ｑ 2,054,005株
　

　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
　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。業績の予
想の前提となる条件等については四半期決算短信（添付資料）３ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関す
る説明」をご覧下さい。
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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わが国経済は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の拡大防止に向けた

緊急事態宣言による不要不急の外出自粛要請、渡航規制、営業活動の自粛等により企業活動に大きな影響を及ぼ

し、景気は極めて不透明な状況で推移しました。

世界経済につきましても、新型コロナウイルス感染症は依然拡大を続けており、米国では引き続き感染者の拡大

が続いており、経済活動に大きな打撃を与えているものの、政府の経済対策の効果や経済活動の再開により、景気

は現在の厳しい状況から緩やかな回復の基調を見せ始めております。中国では感染症の抑制により経済活動がいち

早く再開され、景気は回復基調に転じています。

しかしながら、世界全体では、感染症拡大の影響による経済の落ち込みは非常に大きく、今後も厳しい状況が続

くことが懸念されます。

当社グループの属する自動車業界につきましては、国内需要は、新型コロナウイルス感染症拡大が全ての自動車

メーカーに大きく影響を及ぼし、前年同期を大きく下回る販売となりました。また、北米全需についても同様に前

年同期を下回る販売で推移してきました。ただ、中国全需は４月以降の景気回復基調から前年同期を上回る販売と

なり、日系メーカーも増加傾向となっております。

このような市場環境の中、当社グループは、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、米国や欧州顧客への

販売は減少し、特に海外拠点からの販売が大きく減少したため前年同期に比較し、海外販売は19.9％の減少となり

ました。国内販売につきましても、受注の落ち込みから毎月数日間工場を休業せざるを得なくなる等、前年同期に

比較し45.3％の減少となり、国内外を合わせると37.9％の販売減となりました。

利益につきましては、販売が大幅に落ち込むなか、固定費の徹底圧縮、生産体制の見直し、雇用調整助成金の活

用など収支対策に取り組んでまいりましたが、販売減少の影響を全て補填するには至らず、損失計上となりまし

た。

以上の結果、売上高は3,471百万円（前年同期比2,119百万円減）、営業損失は588百万円（前年同期は営業利益

28百万円）、経常損失は515百万円（前年同期は経常利益31百万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失は389百

万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純利益15百万円）となりました。

なお、当社グループは、単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。

（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総資産は、前連結会計年度末に比べ990百万円減少し36,250百万円となりまし

た。総資産の増加の主な内訳は現金及び預金が1,461百万円、減少の主な内訳は受取手形及び売掛金が1,621百万

円、有形固定資産が474百万円であります。

現金及び預金は、新型コロナウイルス感染症拡大による事業環境の変化に対応するため、資金のさらなる手元流

動性を確保すべく、金融機関借入による資金調達を行っていることから増加しております。

受取手形及び売掛金は、新型コロナウイルス感染症拡大による販売の減少に伴い減少しております。

当第１四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ381百万円減少し11,116百万円となりました。

負債の増加の主な内訳は短期借入金が1,183百万円、減少の主な内訳は支払手形及び買掛金が1,093百万円、長期借

入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）が214百万円であります。

短期借入金は、前述の金融機関借入により増加しております。

支払手形及び買掛金は、販売の減少に伴い生産を調整し、仕入を抑制していることから、減少しております。

当第１四半期連結会計期間末の非支配株主持分を含めた純資産は、前連結会計年度末に比べ609百万円減少し

25,135百万円となりました。純資産の減少の主な内訳は、利益剰余金の減少492百万円であります。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年３月期の業績予想につきましては、2020年４月27日に公表いたしました「2020年３月期決算短信〔日本基

準〕(連結)」において、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により未定としておりましたが、この度、緊急事態

宣言の解除および各国における経済活動の再開を受け、当社グループの主要取引先の生産活動も再開されたため、

現時点で入手可能な受注情報や予測等に基づき連結業績予想を算定したので公表することといたしました。

また、2021年３月期の配当予想につきましても、あわせて公表することといたしました。なお、期末配当予想に

つきましては、引き続き未定としております。

詳細につきましては、本日公表の「業績予想および配当予想に関するお知らせ」をご参照ください。

決算短信（宝印刷） 2020年07月23日 09時41分 5ページ（Tess 1.50(64) 20191218_01）



フジオーゼックス株式会社(7299) 2021年３月期 第１四半期決算短信

- 4 -

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,097,998 4,559,157

受取手形及び売掛金 5,202,973 3,582,074

商品及び製品 2,375,606 2,109,857

仕掛品 1,565,837 1,496,702

原材料及び貯蔵品 1,976,892 2,019,826

その他 367,561 296,537

貸倒引当金 △9,000 △5,000

流動資産合計 14,577,867 14,059,153

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,898,693 4,809,801

機械装置及び運搬具（純額） 11,885,571 11,834,695

土地 3,204,827 3,199,872

その他（純額） 1,910,628 1,581,082

有形固定資産合計 21,899,719 21,425,450

無形固定資産

その他 126,524 117,861

無形固定資産合計 126,524 117,861

投資その他の資産

その他 666,363 678,285

貸倒引当金 △30,250 △30,350

投資その他の資産合計 636,113 647,935

固定資産合計 22,662,357 22,191,245

資産合計 37,240,224 36,250,399

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,141,795 2,048,931

短期借入金 4,742,941 5,925,950

1年内返済予定の長期借入金 528,650 526,490

未払法人税等 152,785 30,267

賞与引当金 101,064 44,451

役員賞与引当金 22,500 －

その他 1,033,837 985,943

流動負債合計 9,723,571 9,562,031

固定負債

長期借入金 1,401,894 1,190,094

役員退職慰労引当金 2,606 2,918

退職給付に係る負債 137,056 136,283

その他 231,496 224,483

固定負債合計 1,773,051 1,553,778

負債合計 11,496,622 11,115,809
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,018,648 3,018,648

資本剰余金 2,800,499 2,800,499

利益剰余金 19,417,832 18,926,191

自己株式 △9,579 △9,579

株主資本合計 25,227,399 24,735,757

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 △244,630 △344,274

退職給付に係る調整累計額 △163,191 △156,627

その他の包括利益累計額合計 △407,821 △500,901

非支配株主持分 924,023 899,733

純資産合計 25,743,601 25,134,590

負債純資産合計 37,240,224 36,250,399
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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 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

売上高 5,590,412 3,471,351

売上原価 4,734,782 3,464,480

売上総利益 855,630 6,871

販売費及び一般管理費

報酬及び給料手当 221,724 229,776

荷造運搬費 199,079 79,422

役員賞与引当金繰入額 5,175 －

賞与引当金繰入額 3,239 4,103

退職給付費用 19,449 20,266

その他 379,407 261,163

販売費及び一般管理費合計 828,073 594,731

営業利益又は営業損失（△） 27,557 △587,860

営業外収益

受取利息 1,182 2,058

受取配当金 310 310

受取賃貸料 8,538 4,736

雇用調整助成金 － 164,582

受取補償金 13,965 －

その他 11,598 6,231

営業外収益合計 35,594 177,917

営業外費用

支払利息 20,145 24,403

固定資産除却損 148 3,394

為替差損 2,499 75,333

賃貸収入原価 364 364

その他 8,697 1,474

営業外費用合計 31,853 104,969

経常利益又は経常損失（△） 31,297 △514,911

税金等調整前四半期純利益又は
税金等調整前四半期純損失（△）

31,297 △514,911

法人税、住民税及び事業税 58,679 △3,721

法人税等調整額 △40,186 △105,284

法人税等合計 18,493 △109,005

四半期純利益又は四半期純損失（△） 12,804 △405,906

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △2,638 △16,963

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（△）

15,442 △388,943
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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 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 12,804 △405,906

その他の包括利益

繰延ヘッジ損益 680 －

為替換算調整勘定 52,408 △107,022

退職給付に係る調整額 3,657 6,615

その他の包括利益合計 56,745 △100,407

四半期包括利益 69,550 △506,313

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 73,000 △482,023

非支配株主に係る四半期包括利益 △3,451 △24,290
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（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）

当第１四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年６月30日）

　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）

当第１四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年６月30日）

　該当事項はありません。

（追加情報）

新型コロナウイルス感染症の影響による需要の減少は、当連結会計年度中は続くことを想定しておりますが、

下期は改善傾向であり、翌連結会計年度もその傾向が続き通年ではほぼ正常化するとの仮定のもと、固定資産の

減損、繰延税金資産の回収可能性などの会計上の見積りを行っております。

なお、新型コロナウイルス感染症の収束が遅延し、影響が長期化した場合には将来において損失が発生する可

能性があります。

決算短信（宝印刷） 2020年07月23日 09時41分 10ページ（Tess 1.50(64) 20191218_01）


