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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 24,754 9.9 915 △13.4 992 △11.1 493 △29.9
25年3月期第3四半期 22,515 8.4 1,056 46.9 1,116 55.9 704 120.6

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 708百万円 （△9.5％） 25年3月期第3四半期 782百万円 （82.8％）

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 75.34 ―
25年3月期第3四半期 107.52 ―

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 26,288 11,368 43.2
25年3月期 27,131 10,764 39.7
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 11,368百万円 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
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 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3Q 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3Q 6,553,584 株 25年3月期3Q 6,553,584 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、円高是正や公共投資の増加、消費税引き上げ前

の駆け込み需要等により企業収益が改善していることから、雇用・所得環境も改善し、個人消費が底堅

く推移しております。 

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、市場規模の縮

小が全体として底を打つなかで業態により業績の明暗が分かれ、また円安による原材料価格の高騰等も

あり、業界を取り巻く環境はめまぐるしく変化しております。 

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、当第３四半期連結累計期間の売上高は

247億5千4百万円（前年同期比9.9%増）となりました。一方、利益面は、経常利益が9億9千2百万円（前

年同期比11.1%減）、四半期純利益が4億9千3百万円（前年同期比29.9%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３四半期連結会計期間末の財政状態については、総資産は売上債権の減少、棚卸資産の増加等の

結果、前連結会計年度末比8億4千2百万円減の262億8千8百万円となりました。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14億4千6百万円減の149億2千万円となりま

した。純資産は前連結会計年度末比6億3百万円増の113億6千8百万円となりました。 

  

 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 6,593,541 6,835,301

受取手形及び売掛金 8,487,139 6,092,093

商品及び製品 1,747,513 2,636,403

仕掛品 98,521 109,966

原材料及び貯蔵品 1,373,764 1,263,642

その他 1,028,834 908,057

貸倒引当金 △18,283 △16,987

流動資産合計 19,311,032 17,828,478

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,879,822 2,883,704

減価償却累計額 △2,049,029 △1,908,874

建物及び構築物（純額） 830,793 974,830

機械装置及び運搬具 3,458,992 3,474,478

減価償却累計額 △2,563,792 △2,613,901

機械装置及び運搬具（純額） 895,199 860,577

土地 3,457,566 3,457,566

その他 1,402,804 1,438,242

減価償却累計額 △1,226,487 △1,245,799

その他（純額） 176,316 192,442

有形固定資産合計 5,359,876 5,485,416

無形固定資産 26,646 31,605

投資その他の資産   

投資有価証券 939,723 1,134,239

その他 1,648,539 1,984,007

貸倒引当金 △154,475 △175,257

投資その他の資産合計 2,433,786 2,942,989

固定資産合計 7,820,309 8,460,011

資産合計 27,131,341 26,288,489

㈱フジマック(5965)　平成26年3月期　第3四半期決算短信

3



(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 9,523,062 8,724,254

1年内返済予定の長期借入金 585,451 654,284

未払法人税等 491,874 153,909

賞与引当金 453,285 162,551

役員賞与引当金 17,610 15,540

製品保証引当金 78,100 85,800

受注損失引当金 － 29,000

その他 1,590,465 1,305,250

流動負債合計 12,739,849 11,130,589

固定負債   

社債 1,000,000 1,000,000

長期借入金 1,104,342 1,265,189

退職給付引当金 220,464 186,362

役員退職慰労引当金 328,429 344,838

その他 973,489 993,395

固定負債合計 3,626,725 3,789,785

負債合計 16,366,574 14,920,375

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 7,172,812

自己株式 △441,299 △441,299

株主資本合計 8,962,109 9,351,029

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 171,227 273,607

土地再評価差額金 1,593,721 1,593,721

為替換算調整勘定 37,709 149,755

その他の包括利益累計額合計 1,802,657 2,017,084

純資産合計 10,764,767 11,368,114

負債純資産合計 27,131,341 26,288,489
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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 22,515,253 24,754,488

売上原価 15,228,222 17,303,705

売上総利益 7,287,031 7,450,782

販売費及び一般管理費 6,230,535 6,535,382

営業利益 1,056,495 915,400

営業外収益   

受取利息 3,237 4,455

受取配当金 12,046 13,035

受取手数料 34,733 38,292

受取賃貸料 21,419 21,844

その他 29,653 43,775

営業外収益合計 101,090 121,403

営業外費用   

支払利息 26,662 28,613

その他 14,899 16,166

営業外費用合計 41,562 44,779

経常利益 1,116,023 992,023

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 4,713 42,974

投資有価証券評価損 458 2,565

その他 388 394

特別損失合計 5,560 45,934

税金等調整前四半期純利益 1,110,677 947,617

法人税、住民税及び事業税 298,920 272,830

法人税等調整額 107,105 181,009

法人税等合計 406,025 453,840

少数株主損益調整前四半期純利益 704,651 493,776

四半期純利益 704,651 493,776
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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 704,651 493,776

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 21,323 102,380

繰延ヘッジ損益 675 －

為替換算調整勘定 55,766 112,046

その他の包括利益合計 77,765 214,426

四半期包括利益 782,417 708,203

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 782,417 708,203

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 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。 

  

（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）

（厚生年金基金の解散方針決議について）
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