
 

平成25年３月期  第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 
平成25年1月25日 

 
上 場 会 社 名 フジオーゼックス株式会社 上場取引所 東 
コ ー ド 番 号 7299 ＵＲＬ http://www.oozx.co.jp 
代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 深谷 研悟   
問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役 (氏名) 服部 孝樹 (TEL)  0537(35)5873     
四半期報告書提出予定日 平成25年２月８日 配当支払開始予定日   － 
四半期決算補足説明資料作成の有無  ：無   
四半期決算説明会開催の有無  ：無  

 

（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 11,798 0.6 986 10.1 1,039 4.1 638 56.7 
24年３月期第３四半期 11,726 △4.7 896 △41.2 998 △39.3 407 △59.5 
（注）包括利益  25年３月期第３四半期  636百万円（133.1％）  24年３月期第３四半期273百万円（△68.9％） 

 

 
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 31.05 － 
24年３月期第３四半期 19.81 － 
 
(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 23,048 20,271 87.4 
24年３月期 22,973 19,935 85.8 
（参考）自己資本    25年３月期第３四半期  20,135百万円  24年３月期  19,721百万円 

 
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 － 5.00 － 7.00 12.00 
25年３月期 － 5.00 －   
25年３月期(予想)    5.00 10.00 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：無 
 
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 15,200 △6.2 1,000 △31.1 1,150 △27.9 700 △10.3 34.07 
（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：有 

 



 

※ 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 

（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 

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 

（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Ｐ４「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）  

①  期末発行済株式数(自己株式を含む) 25年３月期３Ｑ 20,559,500株 24年３月期 20,559,500株 
②  期末自己株式数 25年３月期３Ｑ 11,765株 24年３月期 11,497株 
③  期中平均株式数(四半期累計) 25年３月期３Ｑ 20,547,869株 24年３月期３Ｑ 20,548,409株 

 
 
※ 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連結財務諸表のレビュー手続は終了し
ておりません。 

 
※ 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、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「連結業績予想に

関する定性的情報」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)  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、高い成長率を維持してきた中国・インド経済

の成長性鈍化や欧州の債務問題、またそれらをきっかけにした世界経済の減速など、依然として

先行きの見通しが不透明な状況で推移しております。 

       一方、わが国の経済におきましては、東日本大震災の復興需要などにより穏やかな回復基調が

見られるものの、中国をはじめとする一部新興国の経済成長が鈍化したことや、エコカー補助金

の打切りなど、景気回復を鈍らせる要因も顕在化しており、不透明な経済環境が継続しています。 

       このような状況下で、当社グループの業績は、エコカー補助金打切りに伴う国内需要の低迷や

特に中国向け輸出の減少など厳しい環境となりましたが、引き続き徹底したコスト改善を推進し、

新たな成長を目指してまいりました。 

これにより、売上高は11,798百万円（前年同期11,726百万円）、営業利益は986百万円（前年同

期896百万円）、経常利益は1,039百万円（前年同期998百万円）、四半期純利益は638百万円（前

年同期407百万円）となりました。 

なお、セグメント別の売上高は自動車部品製造11,166百万円、流通632百万円となりました。 

 

(2)  連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ75百万円増加し、23,048

百万円となりました。 

 

（流動資産） 

   当第３四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べ32百万円増加し、14,7

39百万円となりました。 

    主な要因は以下のとおりであります。 

・売掛金の回収、経費の削減等により現金及び預金が856百万円増加しております。 

・受取手形及び売掛金が779百万円減少しております。 

 

（固定資産） 

   当第３四半期連結会計期間末の固定資産は、前連結会計年度末に比べ43百万円増加し、8,30

9百万円となりました。 

 

（流動負債） 

    当第３四半期連結会計期間末の流動負債は、前連結会計年度末に比べ245百万円減少し、2,5

51百万円となりました。 

   主な要因は以下のとおりであります。 

・買掛金が488百万円減少しております。 

・未払法人税等が270百万円増加しております。 

 

（固定負債） 

    当第３四半期連結会計期間末の固定負債は、前連結会計年度末に比べ16百万円減少し、227

百万円となりました。 
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（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ336百万円増加し、20,27

1百万円となりました。 

 

(3)  連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年４月27日に公表いたしました業績予想を修正いたしました。 

詳細につきましては、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      フジオーゼックス株式会社（7299）平成25年3月期第3四半期決算短信 
  

－4－ 
 

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。 
 

(2)  四半期連結財務諸表の作成に特有の会計方針 

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。 

     これによる損益に与える影響は軽微であります。 
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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   6,591,692   7,447,511 

    受取手形及び売掛金   4,347,143   3,568,213 

    商品及び製品   593,398   625,282 

    仕掛品   573,412   501,116 

    原材料及び貯蔵品   482,524   534,904 

    その他   2,130,564   2,068,283 

    貸倒引当金   △11,219   △6,000 

    流動資産合計   14,707,513   14,739,309 

  固定資産         

    有形固定資産         

      建物及び構築物（純額）   2,765,778   2,674,695 

      機械装置及び運搬具（純額）   1,551,227   1,392,152 

      土地   2,332,257   2,332,257 

      その他（純額）   240,622   466,097 

      有形固定資産合計   6,889,884   6,865,202 

    無形固定資産   25,918   33,325 

    投資その他の資産         

      その他   1,377,792   1,437,899 

      貸倒引当金   △27,912   △27,905 

      投資その他の資産合計   1,349,879   1,409,994 

    固定資産合計   8,265,681   8,308,521 

  資産合計   22,973,194   23,047,830 

負債の部         

  流動負債         

    買掛金   1,981,412   1,493,452 

    未払法人税等   47,052   317,240 

    賞与引当金   51,864   37,880 

    役員賞与引当金   27,440   － 

    その他   687,925   701,977 

    流動負債合計   2,795,693   2,550,549 

  固定負債         

    退職給付引当金   43,912   36,222 

    役員退職慰労引当金   1,997   2,950 

    環境対策引当金   24,499   24,499 

    その他   172,561   162,881 

    固定負債合計   242,969   226,552 

  負債合計   3,038,662   2,777,101 
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  (単位：千円) 

 
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   3,018,648   3,018,648 

    資本剰余金   2,769,453   2,769,453 

    利益剰余金   14,637,495   15,028,958 

    自己株式   △5,807   △5,896 

    株主資本合計   20,419,787   20,811,162 

  その他の包括利益累計額         

    為替換算調整勘定   △698,806   △675,984 

    その他の包括利益累計額合計   △698,806   △675,984 

  少数株主持分   213,551   135,551 

  純資産合計   19,934,532   20,270,729 

負債純資産合計   22,973,194   23,047,830 
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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:千円) 

 

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   11,726,148   11,798,246 

売上原価   9,452,507   9,311,236 

売上総利益   2,273,641   2,487,009 

販売費及び一般管理費         

  報酬及び給料手当   414,385   462,998 

  賞与引当金繰入額   10,315   5,481 

  退職給付費用   30,827   48,460 

  その他   922,121   983,749 

  販売費及び一般管理費合計   1,377,647   1,500,688 

営業利益   895,993   986,321 

営業外収益         

  受取利息   4,526   4,461 

  受取配当金   2,400   1,560 

  持分法による投資利益   103,071   43,878 

  受取賃貸料   38,049   37,982 

  助成金収入   7,741   8,029 

  その他   3,991   24,928 

  営業外収益合計   159,778   120,840 

営業外費用         

  支払利息   34   26 

  固定資産除却損   12,714   7,522 

  為替差損   14,722   25,285 

  賃貸収入原価   18,777   18,571 

  その他   11,045   16,820 

  営業外費用合計   57,292   68,223 

経常利益   998,480   1,038,937 

特別損失         

  投資有価証券評価損   3,010   － 

  退職給付制度改定損   290,733   － 

  特別損失合計   293,743   － 

税金等調整前四半期純利益   704,737   1,038,937 

法人税、住民税及び事業税   53,778   444,223 

法人税等調整額   287,049   △15,042 

法人税等合計   340,827   429,181 

少数株主損益調整前四半期純利益   363,910   609,757 

少数株主損失（△）   △43,188   △28,281 

四半期純利益   407,097   638,038 
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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:千円) 

 

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   363,910   609,757 

その他の包括利益         

  為替換算調整勘定   △24,571   7,862 

  持分法適用会社に対する持分相当額   △66,495   18,467 

  その他の包括利益合計   △91,066   26,329 

四半期包括利益   272,844   636,085 

（内訳）         

  親会社株主に係る四半期包括利益   324,140   660,860 

  少数株主に係る四半期包括利益   △51,296   △24,775 
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

       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） 

       該当事項はありません。 

 

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合 

       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） 

       該当事項はありません。 


