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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） 

 

(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 ％

26年3月期第2四半期 16,545 10.0 771 2.0 832 6.6 446 △9.2
25年3月期第2四半期 15,036 10.3 756 48.9 781 49.4 491 99.3

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 595百万円 （32.6％） 25年3月期第2四半期 449百万円 （107.7％）

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 68.06 ―
25年3月期第2四半期 74.98 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 26,900 11,255 41.8
25年3月期 27,131 10,764 39.7
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  11,255百万円 25年3月期  10,764百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 16.00 16.00
26年3月期 ― 0.00
26年3月期（予想） ― 16.00 16.00

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）  
（％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  ：  無   

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 32,900 0.6 1,420 △20.0 1,500 △21.9 850 △31.8 129.70



(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） 

※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   ：  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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期2Q 7,136,000 株 25年3月期 7,136,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 582,416 株 25年3月期 582,416 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 6,553,584 株 25年3月期2Q 6,553,584 株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、国内需要が堅調に推移し生産が緩やかに増加し

ている中で、雇用・所得環境にも改善の動きがみられております。 

しかしながら、当社グループ 大の得意先であるレストラン、ファストフード等の外食関連産業で

は、消費者の節約志向や競争激化から、景気持ち直しの動きが十分に浸透していない状況にあります。

このような情勢の下で、当社では積極的な営業活動を展開した結果、当第２四半期連結累計期間の売

上高は165億4千5百万円（前年同期比10.0%増）となりました。利益面では、経常利益は8億3千2百万円

（前年同期比6.6%増）、四半期純利益は4億4千6百万円（前年同期比9.2%減）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。 

  

当第２四半期連結会計期間末の財政状態については、総資産は現預金の増加、売上債権の減少、棚卸

資産の増加等の結果、前連結会計年度末比2億3千1百万円減の269億円となりました。負債については仕

入債務の減少、未払法人税等の減少等により、前連結会計年度末比7億2千2百万円減の156億4千4百万円

となりました。純資産は前連結会計年度末比4億9千1百万円増の112億5千5百万円となりました。 

  

平成25年11月1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。 

  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

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

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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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 6,593,541 7,698,225

受取手形及び売掛金 8,487,139 6,211,259

商品及び製品 1,747,513 2,613,966

仕掛品 98,521 88,075

原材料及び貯蔵品 1,373,764 1,307,881

その他 1,028,834 842,471

貸倒引当金 △18,283 △4,811

流動資産合計 19,311,032 18,757,068

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,879,822 2,921,367

減価償却累計額 △2,049,029 △2,072,580

建物及び構築物（純額） 830,793 848,787

機械装置及び運搬具 3,458,992 3,497,018

減価償却累計額 △2,563,792 △2,634,361

機械装置及び運搬具（純額） 895,199 862,656

土地 3,457,566 3,457,566

その他 1,402,804 1,439,212

減価償却累計額 △1,226,487 △1,240,757

その他（純額） 176,316 198,455

有形固定資産合計 5,359,876 5,367,465

無形固定資産 26,646 26,602

投資その他の資産   

投資有価証券 939,723 1,123,430

その他 1,648,539 1,775,913

貸倒引当金 △154,475 △150,178

投資その他の資産合計 2,433,786 2,749,164

固定資産合計 7,820,309 8,143,232

資産合計 27,131,341 26,900,301
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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 9,523,062 9,146,976

1年内返済予定の長期借入金 585,451 694,784

未払法人税等 491,874 349,501

賞与引当金 453,285 317,252

役員賞与引当金 17,610 10,360

製品保証引当金 78,100 84,800

その他 1,590,465 1,088,213

流動負債合計 12,739,849 11,691,887

固定負債   

社債 1,000,000 1,000,000

長期借入金 1,104,342 1,406,135

退職給付引当金 220,464 196,849

役員退職慰労引当金 328,429 339,189

その他 973,489 1,010,338

固定負債合計 3,626,725 3,952,512

負債合計 16,366,574 15,644,400

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 6,783,893 7,125,042

自己株式 △441,299 △441,299

株主資本合計 8,962,109 9,303,258

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 171,227 281,029

土地再評価差額金 1,593,721 1,593,721

為替換算調整勘定 37,709 77,891

その他の包括利益累計額合計 1,802,657 1,952,642

純資産合計 10,764,767 11,255,900

負債純資産合計 27,131,341 26,900,301
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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 15,036,258 16,545,836

売上原価 10,138,762 11,416,341

売上総利益 4,897,495 5,129,494

販売費及び一般管理費 4,141,395 4,358,236

営業利益 756,100 771,257

営業外収益   

受取利息 2,215 2,767

受取配当金 8,651 9,931

受取手数料 22,093 27,086

受取賃貸料 14,555 14,711

その他 16,797 42,733

営業外収益合計 64,312 97,230

営業外費用   

支払利息 18,369 18,075

為替差損 8,810 10,013

その他 12,210 7,679

営業外費用合計 39,389 35,768

経常利益 781,022 832,720

特別利益   

固定資産売却益 214 1,528

特別利益合計 214 1,528

特別損失   

固定資産除却損 3,550 6,326

投資有価証券評価損 458 2,293

その他 365 252

特別損失合計 4,373 8,871

税金等調整前四半期純利益 776,863 825,377

法人税、住民税及び事業税 202,769 270,152

法人税等調整額 82,718 109,218

法人税等合計 285,487 379,370

少数株主損益調整前四半期純利益 491,375 446,006

四半期純利益 491,375 446,006
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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 491,375 446,006

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △9,459 109,801

為替換算調整勘定 △32,491 40,182

その他の包括利益合計 △41,951 149,984

四半期包括利益 449,424 595,990

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 449,424 595,990

少数株主に係る四半期包括利益 － －

㈱フジマック(5965)　平成26年3月期　第2四半期決算短信

6



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
（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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 776,863 825,377

減価償却費 161,955 233,090

受取利息及び受取配当金 △10,866 △12,699

支払利息 18,369 18,075

固定資産除売却損益（△は益） 3,701 5,050

投資有価証券評価損益（△は益） 458 2,293

売上債権の増減額（△は増加） 2,015,349 2,254,071

たな卸資産の増減額（△は増加） △436,010 △779,171

仕入債務の増減額（△は減少） △1,018,635 △376,130

その他 △177,990 △296,843

小計 1,333,193 1,873,113

利息及び配当金の受取額 9,174 11,456

利息の支払額 △17,342 △19,221

法人税等の支払額 △450,043 △414,709

法人税等の還付額 12 3,055

営業活動によるキャッシュ・フロー 874,994 1,453,693

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △1,006,000 △6,000

定期預金の払戻による収入 6,000 6,000

有形固定資産の取得による支出 △519,407 △517,562

投資有価証券の取得による支出 △3,183 △10,996

関係会社出資金の払込による支出 － △158,710

関係会社株式の取得による支出 △32,610 －

その他 15,744 9,939

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,539,456 △677,328

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 468,427 705,777

長期借入金の返済による支出 △235,404 △294,651

配当金の支払額 △85,196 △104,857

財務活動によるキャッシュ・フロー 147,826 306,269

現金及び現金同等物に係る換算差額 △17,047 22,049

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △533,682 1,104,683

現金及び現金同等物の期首残高 6,216,020 6,579,541

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,682,338 7,684,225

㈱フジマック(5965)　平成26年3月期　第2四半期決算短信

7



 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

当社及び当社連結子会社の一部が加入する「東京都家具厚生年金基金」は、平成25年9月開催の

代議員会において解散の方針を決議しております。当方針決議により、同基金解散に伴う費用の

発生が見込まれますが、現時点では不確定要素が多いため合理的に金額を算定することは困難で

あります。 

  

（４）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）

（厚生年金基金の解散方針決議について）
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