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１．平成26年３月期第２四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年９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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年３月期第２四半期 18,058 0.3 560 △42.6 589 △38.5 365 △43.2

25年３月期第２四半期 17,998 14.5 975 89.6 959 69.9 642 68.8

(注) 包括利益 26年３月期第２四半期 1,361百万円( 137.7％) 25年３月期第２四半期 572百万円( 110.0％)

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

26年３月期第２四半期 16.58 －

25年３月期第２四半期 29.15 －

（２）連結財政状態

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

26年３月期第２四半期 36,499 15,609 38.8 643.85
25年３月期 33,435 14,516 39.7 603.34

(参考) 自己資本 26年３月期第２四半期 14,177百万円 25年３月期 13,289百万円

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

25年３月期 － － － 11.00 11.00

26年３月期 － －

26年３月期(予想) － － －

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

26年３月期の配当予想につきましては、現時点では未定とさせていただきます。

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

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 36,500 5.5 1,000 △22.3 1,000 △27.2 500 △59.0 22.70

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



※ 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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

（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) 26年３月期２Ｑ 22,100,000株 25年３月期 22,100,000株

② 期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 79,767株 25年３月期 73,970株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 22,023,036株 25年３月期２Ｑ 22,029,793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、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
１．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。業績予
想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信【添付資料】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。
２．平成26年３月期の配当予想につきましては、経営環境の先行きが不透明であることから、現時点では未定とし
業績の進捗等を見きわめた上で配当予想が固まり次第、速やかに開示いたします。
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当第２四半期連結累計期間における世界経済は、米国では緩やかな回復基調が持続しているものの、中

国では成長のペースが鈍化し、また、アジア新興国でも景気に陰りが見えはじめるなど予断を許さない状

況が続きました。国内経済は、新政権の経済政策および金融緩和策などにより景気は緩やかに回復してま

いりました。

このような中、当社製品の主要需要先である自動車産業におきましては、円高の是正が進むことにより

輸出は回復したものの国内市場はエコカー補助金制度の打ち切りにより縮小しました。また、自動車メー

カーの海外生産シフトに伴なう部品現調化の流れが加速する中、当社グループはグローバルな製品供給体

制の一層の整備・増強を進めております。

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は18,058百万円と前年同四半期と比べ59百万円

（0.3％）の増収となり、営業利益は560百万円と前年同四半期と比べ415百万円（42.6％）の減益、経常

利益は589百万円と前年同四半期と比べ369百万円（38.5％）の減益、四半期純利益は365百万円と前年同

四半期と比べ277百万円（43.2％）の減益となりました。

当第２四半期連結会計期間末における流動資産は、商品及び製品の増加（前連結会計年度末比113百万

円増）等により、15,198百万円（前連結会計年度末比193百万円増）となりました。固定資産につきまし

ては、設備増強等による有形固定資産の増加（前連結会計年度末比2,633百万円増）、株価の上昇による

投資有価証券の評価額の増加（前連結会計年度末比362百万円増）等により、21,301百万円（前連結会計

年度末比2,870百万円増）となりました。

以上により、資産合計は36,499百万円（前連結会計年度末比3,063百万円増）となりました。

流動負債につきましては、設備関係支払手形の増加（前連結会計年度末比846百万円増）及び短期借入

金の増加（前連結会計年度末比483百万円増）等により、15,099百万円（前連結会計年度末比1,633百万円

増）となりました。固定負債につきましては長期借入金の増加（前連結会計年度末比282百万円増）等に

より、5,790百万円（前連結会計年度末比336百万円増）となりました。

この結果、負債合計は20,889百万円（前連結会計年度末比1,970百万円増）となりました。

純資産の合計は、前連結会計年度末に比べ利益剰余金が122百万円増加、その他の包括利益累計額が767

百万円増加したことにより、少数株主持分を除くと14,177百万円（自己資本比率38.8％）となりました。

通期の業績予想につきましては、平成25年５月13日に公表いたしました業績予想から修正しておりま

す。詳細につきましては、本日（平成25年11月７日）公表いたしました「平成26年３月期第２四半期累計

期間における業績予想値と実績値との差異および通期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

(1) 経営成績に関する説明

(2) 財政状態に関する説明

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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該当事項はありません。

①  税金費用の計算

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引

前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

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

(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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４．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,058,738 3,951,664

受取手形及び売掛金 7,446,944 7,448,429

電子記録債権 371,100 441,679

商品及び製品 408,213 521,353

仕掛品 1,168,514 1,138,397

原材料及び貯蔵品 940,922 974,523

繰延税金資産 454,950 467,018

その他 155,650 255,127

流動資産合計 15,005,034 15,198,194

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 10,646,955 11,278,216

減価償却累計額 △5,941,861 △6,178,600

建物及び構築物（純額） 4,705,094 5,099,616

機械装置及び運搬具 31,323,754 32,715,024

減価償却累計額 △26,645,244 △27,674,758

機械装置及び運搬具（純額） 4,678,509 5,040,265

工具、器具及び備品 6,935,403 7,543,535

減価償却累計額 △6,173,118 △6,518,102

工具、器具及び備品（純額） 762,284 1,025,433

土地 3,176,935 3,189,522

リース資産 945,840 1,059,867

減価償却累計額 △343,744 △419,020

リース資産（純額） 602,096 640,847

建設仮勘定 1,282,034 2,844,391

有形固定資産合計 15,206,955 17,840,075

無形固定資産

のれん 220 110

電話加入権 11,407 11,407

リース資産 124,151 127,885

その他 121,547 134,675

無形固定資産合計 257,326 274,078

投資その他の資産

投資有価証券 1,824,485 2,187,278

長期貸付金 78,739 58,432

繰延税金資産 963,798 840,540

その他 109,576 111,231

貸倒引当金 △10,287 △10,265

投資その他の資産合計 2,966,311 3,187,218

固定資産合計 18,430,593 21,301,372

資産合計 33,435,627 36,499,567
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,551,552 5,690,522

短期借入金 3,816,870 4,300,209

1年内返済予定の長期借入金 1,107,640 1,017,008

リース債務 142,812 149,245

未払法人税等 202,681 165,466

未払消費税等 31,301 32,624

未払費用 475,281 462,040

賞与引当金 818,199 862,352

役員賞与引当金 30,934 16,254

設備関係支払手形 514,228 1,360,537

その他 774,122 1,042,985

流動負債合計 13,465,625 15,099,245

固定負債

長期借入金 1,254,468 1,537,464

リース債務 699,640 744,641

退職給付引当金 2,954,774 2,987,024

役員退職慰労引当金 107,676 81,824

資産除去債務 292,907 295,371

その他 144,367 144,026

固定負債合計 5,453,834 5,790,352

負債合計 18,919,459 20,889,597

純資産の部

株主資本

資本金 2,203,000 2,203,000

資本剰余金 1,722,945 1,722,945

利益剰余金 9,033,770 9,156,519

自己株式 △23,183 △25,101

株主資本合計 12,936,532 13,057,363

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 699,798 926,503

為替換算調整勘定 △347,137 193,773

その他の包括利益累計額合計 352,661 1,120,277

少数株主持分 1,226,973 1,432,329

純資産合計 14,516,167 15,609,970

負債純資産合計 33,435,627 36,499,567

㈱ ファインシンター （5994） 平成26年３月期 第２四半期決算短信

-5-



（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２四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

売上高 17,998,639 18,058,157

売上原価 15,358,980 15,688,187

売上総利益 2,639,659 2,369,969

販売費及び一般管理費 1,664,421 1,809,792

営業利益 975,238 560,176

営業外収益

受取利息 14,962 10,775

受取配当金 17,735 21,660

為替差益 － 32,840

作業くず売却収入 12,454 16,591

雑収入 89,762 66,923

営業外収益合計 134,914 148,790

営業外費用

支払利息 68,854 63,950

固定資産除却損 27,717 23,344

為替差損 21,571 －

雑支出 32,143 31,726

営業外費用合計 150,287 119,022

経常利益 959,865 589,944

特別損失

環境対策費 40,304 －

特別損失合計 40,304 －

税金等調整前四半期純利益 919,561 589,944

法人税等 217,485 191,646

少数株主損益調整前四半期純利益 702,075 398,298

少数株主利益 59,911 33,262

四半期純利益 642,164 365,035
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四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 702,075 398,298

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △237,560 226,705

為替換算調整勘定 108,041 736,157

その他の包括利益合計 △129,518 962,862

四半期包括利益 572,556 1,361,160

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 477,097 1,132,651

少数株主に係る四半期包括利益 95,459 228,509
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該当事項はありません。

該当事項はありません。

１．前第２四半期連結累計期間 (自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日)

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．セグメント利益の調整額△817,416千円は、全社費用であります。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．当第２四半期連結累計期間 (自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日)

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．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、発電および売電に関する事業で

す。

２．セグメント利益の調整額△743,472千円は、全社費用であります。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。

３．セグメント利益は、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。

(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)

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

(セグメント情報)

(単位：千円)

報告セグメント
調整額
(注１)

四半期連結
損益計算書
計上額
(注２)

粉末冶金
製品事業

油圧機器
製品事業

計

売上高

外部顧客への売上高 17,040,503 958,136 17,998,639 ― 17,998,639

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 17,040,503 958,136 17,998,639 ― 17,998,639

セグメント利益 1,539,697 252,957 1,792,654 △817,416 975,238

(単位：千円)

報告セグメント
その他
(注１)

総合計
調整額
(注２)

四半期連結
損益計算書
計上額
(注３)

粉末冶金
製品事業

油圧機器
製品事業

計

売上高

外部顧客への売上高 17,112,476 942,157 18,054,634 3,522 18,058,157 ― 18,058,157

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 17,112,476 942,157 18,054,634 3,522 18,058,157 ― 18,058,157

セグメント利益 1,028,858 274,628 1,303,487 161 1,303,649 △743,472 560,176
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