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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）

(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3四半期 27,250 3.1 749 △31.5 814 △28.1 522 △31.6
25年3月期第3四半期 26,418 8.1 1,092 52.6 1,132 44.4 763 52.3

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 1,353百万円 （53.9％） 25年3月期第3四半期 879百万円 （327.6％）

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 23.71 ―
25年3月期第3四半期 34.68 ―

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3四半期 37,766 15,604 37.6 644.13
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3四半期 14,183百万円 25年3月期 13,289百万円

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
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。

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） ― ―

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



(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 ： 有

(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、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、そ
の達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。

※ 注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
②①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3Q 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3Q 80,557 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3Q 22,021,997 株 25年3月期3Q 22,029,067 株
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当第３四半期連結累計期間における世界経済は、米国では回復基調が持続しており堅調に推移していま

す。一方、タイ国においては政情不安により年度後半に向け経済活動への大きな影響が懸念される状況に

あり、その他アジア新興国においても弱含みで推移するなど、今後については予断を許さない状況が続い

ています。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おり輸出

関連企業を中心として幅広い業種に好転が見られる状況となりました。

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、円高の是正が進み、輸出によ

る収益の回復、国内市場においてもハイブリットカーをはじめとするエコカーおよび軽自動車販売が好調

に推移しました。その一方で、自動車メーカーの海外での部品調達は依然として加速しております。当社

グループにおきましては、インドネシア子会社の生産開始、および中国・タイ子会社等での増産対応を進

めております。

これらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は27,250百万円と前年同四半期と比べ831百万円

（3.1％）の増収となり、営業利益は749百万円と前年同四半期と比べ343百万円（31.5％）の減益、経常

利益は814百万円と前年同四半期と比べ318百万円（28.1％）の減益、四半期純利益は522百万円と前年同

四半期と比べ241百万円（31.6％）の減益となりました。

当第３四半期連結会計期間末における流動資産は、受取手形及び売掛金の増加（前連結会計年度末比

503百万円増）等により、15,855百万円（前連結会計年度末比850百万円増）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3,179百万円増）、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428百万円増）等により、21,911百万円（前連

結会計年度末比3,480百万円増）となりました。

以上により、資産合計は37,766百万円（前連結会計年度末比4,331百万円増）となりました。

流動負債につきましては、短期借入金の増加（前連結会計年度末比1,341百万円増）及び設備関係支払

手形の増加（前連結会計年度末比648百万円増）等により、15,994百万円（前連結会計年度末比2,529百万

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612百万円増）等

により、6,167百万円（前連結会計年度末比713百万円増）となりました。

この結果、負債合計は22,162百万円（前連結会計年度末比3,242百万円増）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279百万円増加、その他の包括利益累計額が616

百万円増加したことにより、少数株主持分を除くと14,183百万円（自己資本比率37.6％）となりました。

通期の業績予想につきましては、平成25年11月７日に公表いたしました業績予想から修正を行っており

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
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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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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 4,058,738 4,028,209

受取手形及び売掛金 7,446,944 7,950,422

電子記録債権 371,100 469,257

商品及び製品 408,213 538,549

仕掛品 1,168,514 1,172,520

原材料及び貯蔵品 940,922 955,104

繰延税金資産 454,950 421,730

その他 155,650 319,797

流動資産合計 15,005,034 15,855,593

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 10,646,955 11,294,270

減価償却累計額 △5,941,861 △6,257,792

建物及び構築物（純額） 4,705,094 5,036,478

機械装置及び運搬具 31,323,754 33,007,513

減価償却累計額 △26,645,244 △27,885,497

機械装置及び運搬具（純額） 4,678,509 5,122,016

工具、器具及び備品 6,935,403 7,716,643

減価償却累計額 △6,173,118 △6,696,964

工具、器具及び備品（純額） 762,284 1,019,678

土地 3,176,935 3,524,294

リース資産 945,840 1,085,855

減価償却累計額 △343,744 △438,342

リース資産（純額） 602,096 647,513

建設仮勘定 1,282,034 3,036,047

有形固定資産合計 15,206,955 18,386,028

無形固定資産

のれん 220 55

電話加入権 11,407 11,407

リース資産 124,151 116,907

その他 121,547 128,056

無形固定資産合計 257,326 256,427

投資その他の資産

投資有価証券 1,824,485 2,253,394

長期貸付金 78,739 47,835

繰延税金資産 963,798 858,455

その他 109,576 119,392

貸倒引当金 △10,287 △10,265

投資その他の資産合計 2,966,311 3,268,812

固定資産合計 18,430,593 21,911,268

資産合計 33,435,627 37,766,861
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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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,551,552 6,133,630

短期借入金 3,816,870 5,158,317

1年内返済予定の長期借入金 1,107,640 1,002,508

リース債務 142,812 155,831

未払法人税等 202,681 108,800

未払消費税等 31,301 49,329

未払費用 475,281 505,932

賞与引当金 818,199 486,489

役員賞与引当金 30,934 24,381

設備関係支払手形 514,228 1,163,116

その他 774,122 1,206,658

流動負債合計 13,465,625 15,994,996

固定負債

長期借入金 1,254,468 1,867,252

リース債務 699,640 733,422

退職給付引当金 2,954,774 3,037,770

役員退職慰労引当金 107,676 88,128

資産除去債務 292,907 296,603

その他 144,367 144,026

固定負債合計 5,453,834 6,167,202

負債合計 18,919,459 22,162,199

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 9,313,661

自己株式 △23,183 △25,348

株主資本合計 12,936,532 13,214,259

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 699,798 965,698

為替換算調整勘定 △347,137 3,326

その他の包括利益累計額合計 352,661 969,025

少数株主持分 1,226,973 1,421,378

純資産合計 14,516,167 15,604,662

負債純資産合計 33,435,627 37,766,861

-5-

㈱ファインシンター（5994）　平成26年３月期　第３四半期決算短信



（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 26,418,999 27,250,734

売上原価 22,846,110 23,762,954

売上総利益 3,572,889 3,487,780

販売費及び一般管理費 2,479,985 2,738,642

営業利益 1,092,904 749,137

営業外収益

受取利息 21,100 13,940

受取配当金 32,654 40,223

為替差益 3,496 68,424

作業くず売却収入 29,254 36,679

雑収入 114,106 86,446

営業外収益合計 200,611 245,714

営業外費用

支払利息 99,477 97,518

固定資産除却損 31,668 48,082

雑支出 29,573 34,594

営業外費用合計 160,719 180,195

経常利益 1,132,796 814,655

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 1,092,492 814,655

法人税等 238,737 259,379

少数株主損益調整前四半期純利益 853,755 555,276

少数株主利益 89,853 33,098

四半期純利益 763,901 522,177
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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 853,755 555,276

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △44,766 265,899

為替換算調整勘定 70,179 531,938

その他の包括利益合計 25,412 797,838

四半期包括利益 879,167 1,353,114

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 774,523 1,138,541

少数株主に係る四半期包括利益 104,644 214,572
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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)

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△1,228,813千円は、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)

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△1,102,696千円は、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）

（セグメント情報等）

(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 24,916,306 1,502,693 26,418,999 ― 26,418,999

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 24,916,306 1,502,693 26,418,999 ― 26,418,999

セグメント利益 1,889,271 432,446 2,321,717 △1,228,813 1,092,904

(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 25,792,690 1,452,967 27,245,657 5,077 27,250,734 ― 27,250,734

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 25,792,690 1,452,967 27,245,657 5,077 27,250,734 ― 27,250,734

セグメント利益 1,417,198 435,440 1,852,639 △805 1,851,834 △1,102,696 749,137
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