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（百万円未満四捨五入） 

１．平成26年３月期第３四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25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 ％ 

26年３月期第３四半期 11,838 0.3 877 △11.1 1,247 20.0 987 54.7 
25年３月期第３四半期 11,798 0.6 986 10.1 1,039 4.1 638 56.7 
（注）包括利益  26年３月期第３四半期  1,224百万円（92.5％）  25年３月期第３四半期636百万円（133.1％） 

 

 
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３四半期 48.05 － 
25年３月期第３四半期 31.05 － 
 
(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 ％ 

26年３月期第３四半期 25,535 22,163 84.3 
25年３月期 23,963 20,714 85.8 
（参考）自己資本    26年３月期第３四半期  21,519百万円  25年３月期  20,553百万円 

 
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 － 5.00 － 5.00 10.00 
26年３月期 － 5.00 －   
26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） 

 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 16,500 3.5 1,300 5.8 1,700 19.9 1,300 54.8 63.27 
（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：無 

 



 
 

 
 

※ 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） 
：有 

新規 １社 （PT.FUJI OOZX INDONESIA）  
  
(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) 26年３月期３Ｑ 20,559,500株 25年３月期 20,559,500株 
②  期末自己株式数 26年３月期３Ｑ 12,165株 25年３月期 11,765株 
③  期中平均株式数(四半期累計) 26年３月期３Ｑ 20,547,443株 25年３月期３Ｑ 20,547,869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３四半期連結累計期間における世界経済の状況は、米国の景気が穏やかな回復基調にありま

すが、中国をはじめとする一部新興国の経済成長の鈍化や、欧州経済の長期低迷など世界経済は先

行き不透明な状況が続いております。一方、わが国の経済状況は、金融政策による円高是正や各種

政策による経済成長への期待から景気回復の兆しが伺え、景況感は改善されたものの、海外景気の

下振れリスクの懸念や、消費税増税などに対する景気後退リスクなど、依然として先行きは不透明

な状況が続いております。 

当社グループが属する自動車業界では、円高の是正から輸出は回復傾向がみられ、国内需要もエ

コカー補助金終了に伴う需要低迷からの穏やかな持ち直しの動きがみられます。 

このような状況の中で当社グループは、新たな成長を目指し将来を見据えたグローバル体制の構

築や新技術・新工法の開発に加え、現場力の強化を図り、生産効率の向上やコスト削減にも取り組

み競争力を高め、収益改善に努めました。 

これにより、売上高は11,838百万円（前年同期比40百万円増）、営業利益は877百万円（前年同期

比110百万円減）、経常利益は1,247百万円（前年同期比208百万円増）、四半期純利益は987百万円

（前年同期比349百万円増）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11,270百万円、流通568百万円となりました。 

 

 (2)  財政状態に関する説明 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、25,535百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,572百
万円増加しております。 

 

（流動資産） 
当第３四半期連結会計期間末の流動資産は、15,006百万円と前連結会計年度末に比べ131百万円減

少しております。 
主な要因は次のとおりであります。 

・商品及び製品等のたな卸資産が223百万円増加しております。 
・流動資産（その他）に含まれる仮払金が199百万円増加しております。 
・固定資産の取得及び法人税の支払等により現金及び預金が567百万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、10,529百万円と前連結会計年度末に比べ1,703百万円

増加しております。 
 
（流動負債） 
当第３四半期連結会計期間末の流動負債は、3,084百万円と前連結会計年度末に比べ37百万円増加

しております。 
主な要因は次のとおりであります。 

・支払手形及び買掛金が178百万円増加しております。 
・未払法人税等が550百万円減少しております。 
・流動負債（その他）に含まれる設備支払手形が150百万円増加しております。 
・流動負債（その他）に含まれる未払金が310百万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、288百万円と前連結会計年度末に比べ86百万円増加し

ております。 
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（純資産） 
当第３四半期連結会計期間末の純資産の残高は、22,163百万円と前連結会計年度末に比べ1,449百

万円増加しております。 
 

 

(3)  連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成25年７月23日に公表いたしました業績予想からの変更はありません。 
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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 

当第３四半期連結会計期間において、PT．FUJI OOZX INDONESIAを設立し連結子会社としてお
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 

   該当事項はありません。 
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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３四半期連結会計期間 

(平成25年12月31日) 

資産の部         

  流動資産         

    現金及び預金   7,750,594   7,183,286 

    受取手形及び売掛金   3,833,314   3,795,875 

    商品及び製品   549,913   641,500 

    仕掛品   476,218   557,142 

    原材料及び貯蔵品   606,512   657,005 

    その他   1,926,515   2,176,447 

    貸倒引当金   △6,000   △5,000 

    流動資産合計   15,137,065   15,006,253 

  固定資産         

    有形固定資産         

      建物及び構築物（純額）   2,850,431   2,832,061 

      機械装置及び運搬具（純額）   1,521,674   2,146,068 

      土地   2,553,467   2,769,507 

      その他（純額）   392,191   1,020,879 

      有形固定資産合計   7,317,762   8,768,515 

    無形固定資産         

      のれん   7,383   6,080 

      その他   28,422   38,744 

      無形固定資産合計   35,806   44,824 

    投資その他の資産         

      その他   1,501,757   1,742,773 

      貸倒引当金   △29,405   △27,205 

      投資その他の資産合計   1,472,352   1,715,568 

    固定資産合計   8,825,920   10,528,907 

  資産合計   23,962,985   25,535,161 

負債の部         

  流動負債         

    支払手形及び買掛金   1,586,865   1,765,105 

    未払法人税等   558,600   8,520 

    賞与引当金   51,437   74,729 

    役員賞与引当金   37,350   － 

    その他   812,383   1,235,544 

    流動負債合計   3,046,636   3,083,898 

  固定負債         

    退職給付引当金   37,562   38,036 

    役員退職慰労引当金   3,375   3,000 

    環境対策引当金   24,499   24,499 

    その他   136,698   222,568 

    固定負債合計   202,134   288,102 

  負債合計   3,248,770   3,372,000 
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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３四半期連結会計期間 

(平成25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   15,230,479   16,012,248 

    自己株式   △5,896   △6,062 

    株主資本合計   21,012,683   21,794,286 

  その他の包括利益累計額         

    為替換算調整勘定   △459,611   △275,274 

    その他の包括利益累計額合計   △459,611   △275,274 

  少数株主持分   161,143   644,148 

  純資産合計   20,714,215   22,163,160 

負債純資産合計   23,962,985   25,535,161 
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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24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年12月31日) 

売上高   11,798,246   11,838,187 

売上原価   9,311,236   9,364,791 

売上総利益   2,487,009   2,473,395 

販売費及び一般管理費         

  報酬及び給料手当   462,998   538,772 

  賞与引当金繰入額   5,481   11,017 

  退職給付費用   48,460   34,182 

  その他   983,749   1,012,907 

  販売費及び一般管理費合計   1,500,688   1,596,878 

営業利益   986,321   876,517 

営業外収益         

  受取利息   4,461   3,849 

  受取配当金   1,560   1,560 

  持分法による投資利益   43,878   183,968 

  受取賃貸料   37,982   29,843 

  為替差益   －   174,737 

  その他   32,958   40,986 

  営業外収益合計   120,840   434,944 

営業外費用         

  支払利息   26   12 

  固定資産除却損   7,522   35,456 

  為替差損   25,285   － 

  賃貸収入原価   18,571   11,984 

  その他   16,820   16,840 

  営業外費用合計   68,223   64,291 

経常利益   1,038,937   1,247,170 

特別利益         

  固定資産売却益   －   326,568 

  特別利益合計   －   326,568 

税金等調整前四半期純利益   1,038,937   1,573,737 

法人税、住民税及び事業税   444,223   317,246 

法人税等調整額   △15,042   230,775 

法人税等合計   429,181   548,021 

少数株主損益調整前四半期純利益   609,757   1,025,717 

少数株主利益又は少数株主損失（△）   △28,281   38,472 

四半期純利益   638,038   987,245 
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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24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益   609,757   1,025,717 

その他の包括利益         

  為替換算調整勘定   7,862   56,675 

  持分法適用会社に対する持分相当額   18,467   141,816 

  その他の包括利益合計   26,329   198,491 

四半期包括利益   636,085   1,224,208 

（内訳）         

  親会社株主に係る四半期包括利益   660,860   1,171,582 

  少数株主に係る四半期包括利益   △24,775   52,626 
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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３四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日） 

     該当事項はありません。 

 


