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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 52,871 9.4 12,367 14.0 12,099 15.8 6,073 4.4
23年3月期第2四半期 48,320 216.5 10,847 ― 10,452 ― 5,815 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 4,467百万円 （11.8％） 23年3月期第2四半期 3,994百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 124.25 ―

23年3月期第2四半期 118.97 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 135,405 107,205 79.2
23年3月期 135,477 103,716 76.6

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  107,205百万円 23年3月期  103,716百万円

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  ：  有  
 

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

23年3月期 ― 17.50 ― 20.00 37.50
24年3月期 ― 20.00

24年3月期（予想） ― 15.00 35.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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  ：  有  
 

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 87,000 △6.3 15,700 △24.1 15,100 △25.6 7,700 △40.4 157.52



(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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、発表日現在において入手可能な情報を前提としており、実際の業績は今後の様々な要因によって
大きく変動す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きましては、添付資料の３ページを参照して
ください。 
（決算補足説明資料の入手方法） 
決算補足説明資料につきましては、平成23年11月14日に当社ホームページに掲載いたします。 

4.  その他

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） 24年3月期2Q 48,911,874 株 23年3月期 48,911,874 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 30,629 株 23年3月期 30,194 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 48,881,429 株 23年3月期2Q 48,883,024 株



平成24年３月期の個別業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日） 

（注） 当四半期における業績予想の修正有無：有 

  

（参考）

  （％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  83,000  △6.6  14,600  △26.8  13,900  △29.4  7,000  △42.0  143.20
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、震災の影響による生産活動の停滞、個人消費の低迷が見られ

ましたが、生産における供給面での制約が概ね解消し、個人消費の持ち直し等もあり国内景気は回復基調に転じまし

た。一方、輸出を巡る環境においては歴史的な円高及び不透明な海外情勢により減速感が強まってまいりました。世

界経済におきましては米国及び欧州の財政・金融問題が深刻化してまいりました。これらにより、中国等新興国では

これまで堅調に推移しておりました景気に一服感が出てまいりました。 

このような環境のなかで、当グループは競争力のある差別化製品の開発や次世代技術の探求を推進してまいりまし

た。また、国内外の販売網やサービス網の強化による顧客満足度の向上ならびにマーケットシェアの拡大を図り、生

産量の急激な変動に対応できる生産体制の構築に努めてまいりました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は 百万円となり、前第２四半期連結累計期間に比べて

百万円（ ％）増加いたしました。また、営業利益は 百万円（前年同四半期比 ％増）、経常利益は

百万円（前年同四半期比 ％増）、四半期純利益は 百万円（前年同四半期比 ％増）となりました。

  

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

  

１）電子部品組立機 

スマートフォン・タブレットＰＣ・自動車電装関連等が牽引し、電子部品組立機の需要は堅調に推移いたしまし

た。当グループの主要顧客である大手電子機器メーカー・大手ＥＭＳ（電子機器受託生産企業）を中心とした設備投

資需要に支えられ、売上高は 百万円となり、前第２四半期連結累計期間と比べて 百万円（ ％）増加

し、営業利益は 百万円（前年同四半期比 ％増）となりました。 

  

２）工作機械 

工作機械業界は引き続き輸出需要は回復基調で推移し、震災の影響が心配された国内需要も総じて回復傾向が続き

ました。当グループの主要顧客である自動車業界向けも輸出を中心に緩やかな回復が見られ、売上高は前第２四半期

連結累計期間と比べて 百万円（ ％）増加の 百万円となり、営業損益は 百万円の損失（前年同四半期：

営業損失 百万円）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

財政状態につきましては、連結総資産合計はたな卸資産が増加した一方で投資有価証券やその他の流動資産が減少

したことから、前連結会計年度末と比べて 百万円減少し 百万円となりました。また、連結負債合計は買掛

金の減少等により前連結会計年度末と比べて 百万円減少し 百万円となりました。 

キャッシュ・フローにつきましては、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結

会計年度末と比べて 百万円増加し 百万円となりました。なお、これには当第２四半期連結累計期間にお

ける現金及び現金同等物に係る換算差額のマイナスの影響額 百万円が含まれております。 

営業活動によるキャッシュ・フローは 百万円の収入（前年同四半期： 百万円の収入）となりました。こ

れは主に、税金等調整前四半期純利益等のプラス要因が法人税等の支払額等のマイナス要因を上回ったことによるも

のであります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは 百万円の支出（前年同四半期： 百万円の支出）となりました。これ

は主に有形固定資産取得による支出等によるものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは 百万円の支出（前年同四半期： 百万円の支出）となりました。これ

は主に社債の償還によるものであります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

52,871

4,551 9.4 12,367 14.0

12,099 15.8 6,073 4.4

49,190 3,679 8.1

14,150 8.6

874 34.6 3,402 33

830

71 135,405

3,560 28,200

1,145 51,327

737

6,696 5,148

2,366 963

2,447 490



（３）連結業績予想に関する定性的情報 

欧米の財政不安による景気減速懸念から売上高の減少が予想されることより、通期業績予想を見直した結果、平成

23年５月12日に公表いたしました通期の連結業績予想数値を下記のとおり修正いたします。 

（注） 上記予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今

後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

  

  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 

  

前回発表予想(Ａ) 

百万円 

 94,000

百万円

 19,000

百万円

 19,100

百万円 

 11,500

円 銭

 235.26

今回発表予想(Ｂ)  87,000  15,700  15,100  7,700  157.52

増減額(Ｂ－Ａ)  △7,000  △3,300  △4,000  △3,800 ― 

増減率(％)  △7.4  △17.4  △20.9  △33.0 ― 

前期実績(平成23年３月期)  92,893  20,694  20,289  12,914  264.19



２．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 46,938 48,101

受取手形及び売掛金 19,980 19,645

有価証券 4,000 4,000

商品及び製品 5,026 4,654

仕掛品 13,936 15,926

原材料及び貯蔵品 8,502 8,798

その他のたな卸資産 31 31

その他 6,413 4,452

貸倒引当金 △284 △274

流動資産合計 104,544 105,338

固定資産   

有形固定資産 14,145 14,898

無形固定資産 3,669 4,128

投資その他の資産   

投資有価証券 11,695 9,440

その他 1,422 1,599

投資その他の資産合計 13,118 11,039

固定資産合計 30,932 30,067

資産合計 135,477 135,405

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,665 3,412

1年内償還予定の社債 2,938 2,938

未払法人税等 5,685 4,048

製品保証引当金 1,084 1,324

その他 6,512 8,044

流動負債合計 21,886 19,767

固定負債   

社債 7,062 5,593

退職給付引当金 2,748 2,775

その他 64 64

固定負債合計 9,874 8,433

負債合計 31,760 28,200

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,878 5,878

資本剰余金 5,413 5,413

利益剰余金 94,241 99,337

自己株式 △46 △47

株主資本合計 105,487 110,582

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 665 186

為替換算調整勘定 △2,436 △3,563

その他の包括利益累計額合計 △1,771 △3,377

純資産合計 103,716 107,205

負債純資産合計 135,477 135,405



（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：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 48,320 52,871

売上原価 28,696 30,012

売上総利益 19,623 22,859

販売費及び一般管理費 8,775 10,492

営業利益 10,847 12,367

営業外収益   

受取利息 78 45

受取配当金 111 133

雑収入 110 92

営業外収益合計 300 270

営業外費用   

支払利息 96 56

為替差損 568 380

雑支出 31 101

営業外費用合計 695 538

経常利益 10,452 12,099

特別利益   

固定資産処分益 90 18

特別利益合計 90 18

特別損失   

固定資産処分損 71 112

投資有価証券評価損 1,202 1,491

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 58 －

その他 8 －

特別損失合計 1,340 1,604

税金等調整前四半期純利益 9,202 10,512

法人税、住民税及び事業税 2,051 4,233

法人税等調整額 1,335 205

法人税等合計 3,386 4,439

少数株主損益調整前四半期純利益 5,815 6,073

四半期純利益 5,815 6,073



（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：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 5,815 6,073

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △564 △479

為替換算調整勘定 △1,256 △1,126

その他の包括利益合計 △1,820 △1,605

四半期包括利益 3,994 4,467

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 3,994 4,467



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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 9,202 10,512

減価償却費 1,073 1,395

退職給付引当金の増減額（△は減少） △200 27

受取利息及び受取配当金 △190 △178

支払利息 96 56

固定資産処分損益（△は益） △18 94

投資有価証券評価損益（△は益） 1,202 1,491

売上債権の増減額（△は増加） △4,025 28

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,592 △2,373

仕入債務の増減額（△は減少） 1,143 △1,868

未収消費税等の増減額（△は増加） △570 1,218

その他 1,797 1,988

小計 4,918 12,393

利息及び配当金の受取額 190 178

利息の支払額 △95 △60

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 134 △5,814

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,148 6,696

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,200 △2,340

有形及び無形固定資産の売却による収入 200 49

定期預金の預入による支出 △208 △57

定期預金の払戻による収入 233 38

その他 11 △57

投資活動によるキャッシュ・フロー △963 △2,366

財務活動によるキャッシュ・フロー   

社債の償還による支出 － △1,469

配当金の支払額 △489 △977

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △490 △2,447

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,002 △737

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,691 1,145

現金及び現金同等物の期首残高 51,327 50,181

現金及び現金同等物の四半期末残高 54,019 51,327



該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

１ 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） 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、制御機器製造、電子基板受託生産及びソ

フトウェア開発等を含んでおります。 

  

２ 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項） 

（注） 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及び技術研究費であります。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  

報告セグメント 
その他 

(百万円) 

合計 

(百万円) 電子部品組立機

(百万円) 

工作機械 

(百万円) 

計 

(百万円) 

売上高           

外部顧客への売上高  45,510  2,527  48,038  281  48,320

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 0 ―  0  823  823

計  45,511  2,527  48,038  1,104  49,143

セグメント利益又は損失(△)  13,031  △830  12,201  △17  12,183

利益 金額(百万円) 

報告セグメント計  12,201

その他の区分の損失(△)  △17

セグメント間取引消去  12

全社費用  △1,348

四半期連結損益計算書の営業利益  10,847



Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

１ 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） 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、制御機器製造、電子基板受託生産及びソ

フトウェア開発等を含んでおります。 

  

２ 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項） 

（注） 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及び技術研究費であります。 

  

該当事項はありません。 

  

  

報告セグメント 
その他 

(百万円) 

合計 

(百万円) 電子部品組立機

(百万円) 

工作機械 

(百万円) 

計 

(百万円) 

売上高           

外部顧客への売上高  49,190  3,402  52,592  279  52,871

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 0 ―  0  435  436

計  49,191  3,402  52,593  714  53,308

セグメント利益又は損失(△)  14,150  △33  14,116  △34  14,081

利益 金額(百万円) 

報告セグメント計  14,116

その他の区分の損失(△)  △34

セグメント間取引消去  12

全社費用  △1,727

四半期連結損益計算書の営業利益  12,367

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



（１）受注及び販売の状況 

前第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

  

前連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

  

（２）地域に関する情報 

前第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

  

前連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

（注） 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 

３．補足情報

セグメントの名称 
受注高 
(百万円) 

構成比
(％) 

売上高
(百万円) 

構成比
(％) 

受注残高 
(百万円) 

構成比
(％) 

電子部品組立機  46,031  92.0  45,510  94.2  11,064  77.7

工作機械  3,721  7.4  2,527  5.2  3,062  21.5

その他  302  0.6  281  0.6  108  0.8

合計  50,055 100.0  48,320 100.0  14,235 100.0 

セグメントの名称 
受注高 
(百万円) 

構成比
(％) 

売上高
(百万円) 

構成比
(％) 

受注残高 
(百万円) 

構成比
(％) 

電子部品組立機  42,487  89.2  49,190  93.1  5,266  50.5

工作機械  5,020  10.5  3,402  6.4  5,038  48.4

その他  132  0.3  279  0.5  115  1.1

合計  47,640 100.0  52,871 100.0  10,420 100.0 

セグメントの名称 
受注高 
(百万円) 

構成比
(％) 

売上高
(百万円) 

構成比
(％) 

受注残高 
(百万円) 

構成比
(％) 

電子部品組立機  87,578  91.2  86,153  92.7  11,968  76.5

工作機械  7,502  7.8  5,951  6.4  3,420  21.8

その他  962  1.0  788  0.9  262  1.7

合計  96,043 100.0  92,893 100.0  15,651 100.0 

  日本 中国 他アジア 北アメリカ ヨーロッパ その他 合計

売上高(百万円)  2,630  26,733  7,887  5,367  4,439  1,262  48,320

構成比(％)  5.5  55.3  16.3  11.1  9.2  2.6 100.0 

  日本 中国 他アジア 北アメリカ ヨーロッパ その他 合計

売上高(百万円)  4,280  22,450  13,015  6,031  3,982  3,111  52,871

構成比(％)  8.1  42.5  24.6  11.4  7.5  5.9 100.0 

  日本 中国 他アジア 北アメリカ ヨーロッパ その他 合計

売上高(百万円)  6,594  45,828  14,256  11,894  9,934  4,384  92,893

構成比(％)  7.1  49.3  15.4  12.8  10.7  4.7 100.0 



参考資料 

平成２４年３月期 第２四半期決算発表 
平成２３年１１月１０日 

富 士 機 械 製 造 株 式 会 社 
（コード番号 ６１３４ 名証第一部） 

 

１． 当期の連結売上高・収益の第２四半期連結累計期間実績と通期予想（平成 23 年４月１日～平成 24 年３月 31 日） 

(単位：百万円未満切捨) 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当期純利益 

第２四半期連結累計期間実績 
５２,８７１ 

(    9.4%) 

１２,３６７ 

(  14.0%) 

１２,０９９ 

 (  15.8%) 

６,０７３ 

 (   4.4%) 

通 期 予 想 
８７,０００ 

(  △6.3%) 

１５,７００ 

( △24.1%) 

１５,１００ 

  ( △25.6%) 

７,７００ 

( △40.4%) 

（注）カッコ書きは対前年同期増減率であります。  

 

２． 当期の個別売上高・収益の第２四半期累計期間実績と通期予想（平成 23 年４月１日～平成 24 年３月 31 日） 

(単位：百万円未満切捨) 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当期純利益 

第２四半期累計期間実績 
５０,４３７ 

(   9.5%) 

１１,３１５ 

(  10.8%) 

１１,０２６ 

 (  11.3%) 

５,３３８ 

 (   4.7%) 

通 期 予 想 
８３,０００ 

 (  △6.6%) 

１４,６００ 

( △26.8%) 

１３,９００ 

( △29.4%) 

７,０００ 

( △42.0%) 

（注）カッコ書きは対前年同期増減率であります。  

 

３．当期の連結受注高・売上高の第２四半期連結累計期間実績と通期予想（平成 23 年４月１日～平成 24 年３月 31 日） 

 (単位：百万円未満切捨) 

受   注   高 売    上    高 
セグメントの名称 

第２四半期連結累計期間実績 通期予想 第２四半期連結累計期間実績 通期予想 

電子部品組立機 ４２,４８７ ７２,７００ ４９,１９０ ７８,１００ 

工 作 機 械 ５,０２０ １０,０００ ３,４０２ ８,５００ 

そ の 他 １３２ ３００ ２７９ ４００ 

合 計 ４７,６４０ ８３,０００ ５２,８７１ ８７,０００ 

 

４．当期の主な科目の第２四半期連結累計期間実績と通期予想（平成 23 年４月１日～平成 24 年３月 31 日） 

 （単位：百万円未満切捨） 

科    目 第２四半期連結累計期間実績 通 期 予 想 

設 備 投 資 額         ２,８４８ ５,４００ 

減価償却実施額         １,３９５ ３,０００ 

研 究 開 発 費         ３,０１１ ５,８００ 

 

 


	全文PDFファイル
	①参考資料（連結）改 66-2Q

	ヘッダー4: 富士機械製造㈱（6134）平成24年3月期 第2四半期決算短信
	フッター4: - 1 -
	ヘッダー5: 富士機械製造㈱（6134）平成24年3月期 第2四半期決算短信
	フッター5: - 2 -
	ヘッダー6: 富士機械製造㈱（6134）平成24年3月期 第2四半期決算短信
	フッター6: - 3 -
	ヘッダー7: 富士機械製造㈱（6134）平成24年3月期 第2四半期決算短信
	フッター7: - 4 -
	ヘッダー8: 富士機械製造㈱（6134）平成24年3月期 第2四半期決算短信
	フッター8: - 5 -
	ヘッダー9: 富士機械製造㈱（6134）平成24年3月期 第2四半期決算短信
	フッター9: - 6 -
	ヘッダー10: 富士機械製造㈱（6134）平成24年3月期 第2四半期決算短信
	フッター10: - 7 -
	ヘッダー11: 富士機械製造㈱（6134）平成24年3月期 第2四半期決算短信
	フッター11: - 8 -
	ヘッダー12: 富士機械製造㈱（6134）平成24年3月期 第2四半期決算短信
	フッター12: - 9 -
	ヘッダー13: 富士機械製造㈱（6134）平成24年3月期 第2四半期決算短信
	フッター13: - 10 -


