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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 48,856 △8.8 2,466 △40.2 3,198 △27.6 2,246 △18.4
25年3月期第3四半期 53,566 △19.4 4,122 △68.3 4,418 △65.5 2,753 △54.1

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 8,434百万円 （117.1％） 25年3月期第3四半期 3,885百万円 （△6.0％）

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 22.98 ―
25年3月期第3四半期 28.17 ―

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 137,030 122,169 89.2
25年3月期 131,089 115,738 87.9
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 122,169百万円 25年3月期 115,225百万円

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
平成26年３月期第２四半期末配当金の内訳 普通配当 ６円00銭 記念配当 ４円00銭
平成25年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を実施しております。

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 ― 17.50 ― 5.00 22.50
26年3月期 ― 10.00 ―
26年3月期（予想） 6.00 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 63,000 △2.1 3,600 △8.0 3,900 △11.5 2,800 3.8 28.64



(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す。

※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、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。

※ 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 97,823,748 株 25年3月期 97,823,748 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 64,942 株 25年3月期 63,464 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 97,759,742 株 25年3月期3Q 97,760,973 株



○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………………………………………… 2

（１）経営成績に関する説明 …………………………………………………………………………………………… 2

（２）財政状態に関する説明 …………………………………………………………………………………………… 2

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ……………………………………………………………… 2

２．四半期連結財務諸表 …………………………………………………………………………………………………… 3

（１）四半期連結貸借対照表 …………………………………………………………………………………………… 3

（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 ……………………………………………………… 4

四半期連結損益計算書

第３四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………… 4

四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………… 5

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ………………………………………………………………………… 6

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ………………………………………………………………………… 7

（継続企業の前提に関する注記） ………………………………………………………………………………… 7

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ………………………………………………………… 7

（セグメント情報等） ……………………………………………………………………………………………… 7

３．補足情報 ………………………………………………………………………………………………………………… 9

（１）受注及び販売の状況 ……………………………………………………………………………………………… 9

（２）地域に関する情報 ………………………………………………………………………………………………… 9

富士機械製造㈱（6134）平成26年3月期 第3四半期決算短信

‐1‐



（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わが国の経済は、金融・財政政策等の効果により、景気は緩やかな回復基調で

推移しました。世界経済は、中国の成長が鈍化する等一部に緩慢な動きも見られましたが、米国景気は緩やかな拡大

が続き、欧州の景況感も改善してきたことから、全体としては緩やかに持ち直してまいりました。

このような環境のなかで、当グループは、スピード経営を推進し、市場ニーズに対応した競争力の高い製品開発に

取り組むとともに、次世代製品や革新的製品の迅速な開発を進めてまいりました。また、国内外の販売・サービス網

の継続的な強化とソリューション営業の推進により、顧客満足度の向上と拡販に努めてまいりました。さらに、世界

適地調達の推進等サプライチェーンの強化によるＱＣＤの追求、生産改革によるリードタイムの削減、ならびにグ

ループ会社間の連携を強化することで、収益性の向上を目指してまいりましたが、電子部品組立機事業、工作機械事

業ともに顧客の設備投資回復の動きは鈍く、厳しい状況で推移いたしました。

以上の結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は 百万円となり、前第３四半期連結累計期間に比べ

て 百万円（ ％）減少いたしました。また、営業利益は 百万円（前年同四半期比 ％減）、経常利益

は 百万円（前年同四半期比 ％減）、四半期純利益は 百万円（前年同四半期比 ％減）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

電子部品組立機事業におきましては、電子機器関連の大手セットメーカー、大手ＥＭＳ（電子機器受託生産企業）

の稼働状態は概ね高水準に推移したものの、設備投資は限定的で、市場を牽引するスマートフォン、タブレット関連

の顧客におきましても投資に対する慎重な姿勢が続きました。この結果、売上高は 百万円となり、前第３四半

期連結累計期間と比べて 百万円（ ％）減少し、営業利益は 百万円（前年同四半期比 ％減）となり

ました。

２）工作機械

工作機械事業におきましては、主に北米市場で需要が伸びず、第２四半期以降回復基調となったものの、総じて厳

しい状況で推移しました。この結果、売上高は 百万円となり、前第３四半期連結累計期間と比べて 百万円（

％）減少いたしました。また、営業利益は 百万円（前年同四半期比 ％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

財政状態につきましては、連結総資産合計は投資有価証券の増加等により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。また、連結負債合計は社債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３四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。

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や減価償却費等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。

（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11月７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。

１．当四半期決算に関する定性的情報

48,856

4,709 8.8 2,466 40.2

3,198 27.6 2,246 18.4

41,165

4,029 8.9 4,465 28.0

7,292 574

7.3 14 98.4

5,940

137,030 490

14,861

3,808 51,685

12,144 4,679

5,880 5,135

4,045 3,988
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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 44,433 47,728

受取手形及び売掛金 14,334 11,703

有価証券 4,000 4,173

商品及び製品 4,879 5,708

仕掛品 13,917 12,866

原材料及び貯蔵品 7,350 6,673

その他のたな卸資産 22 12

その他 5,393 3,967

貸倒引当金 △239 △59

流動資産合計 94,091 92,774

固定資産

有形固定資産 17,574 18,868

無形固定資産 5,692 5,748

投資その他の資産

投資有価証券 13,152 19,063

その他 579 576

投資その他の資産合計 13,731 19,639

固定資産合計 36,998 44,256

資産合計 131,089 137,030

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,554 2,858

1年内償還予定の社債 2,924 600

未払法人税等 16 616

製品保証引当金 767 698

その他 4,488 4,249

流動負債合計 10,750 9,022

固定負債

社債 1,200 900

退職給付引当金 3,175 3,188

その他 225 1,749

固定負債合計 4,600 5,838

負債合計 15,351 14,861

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 101,912 102,692

自己株式 △48 △49

株主資本合計 113,156 113,935

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,876 6,566

為替換算調整勘定 △807 1,667

その他の包括利益累計額合計 2,069 8,234

少数株主持分 513 －

純資産合計 115,738 122,169

負債純資産合計 131,089 137,030
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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：百万円）

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 53,566 48,856

売上原価 33,910 31,472

売上総利益 19,656 17,384

販売費及び一般管理費 15,533 14,917

営業利益 4,122 2,466

営業外収益

受取利息 67 78

受取配当金 203 211

受取保険金 0 125

為替差益 62 294

雑収入 66 102

営業外収益合計 401 813

営業外費用

支払利息 56 29

支払手数料 26 50

雑支出 22 0

営業外費用合計 105 80

経常利益 4,418 3,198

特別利益

固定資産処分益 18 57

補助金収入 74 －

負ののれん発生益 － 19

特別利益合計 92 76

特別損失

固定資産処分損 224 45

投資有価証券売却損 47 －

投資有価証券評価損 69 －

その他 － 0

特別損失合計 341 45

税金等調整前四半期純利益 4,169 3,230

法人税、住民税及び事業税 732 1,083

法人税等調整額 672 △91

法人税等合計 1,404 992

少数株主損益調整前四半期純利益 2,764 2,238

少数株主利益又は少数株主損失（△） 11 △8

四半期純利益 2,753 2,246
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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：百万円）

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 2,764 2,238

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 324 3,690

為替換算調整勘定 795 2,505

その他の包括利益合計 1,120 6,195

四半期包括利益 3,885 8,434

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 3,847 8,412

少数株主に係る四半期包括利益 37 22
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

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)

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 4,169 3,230

減価償却費 2,708 3,643

退職給付引当金の増減額（△は減少） 268 12

受取利息及び受取配当金 △271 △290

支払利息 56 29

固定資産処分損益（△は益） 205 △12

投資有価証券売却損益（△は益） 47 －

投資有価証券評価損益（△は益） 69 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,076 2,908

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,235 1,531

仕入債務の増減額（△は減少） △2,278 △110

未収消費税等の増減額（△は増加） △276 517

その他 △878 △364

小計 8,131 11,096

利息及び配当金の受取額 271 290

利息の支払額 △63 △31

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △3,659 789

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,679 12,144

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 △5,350 △5,268

有形及び無形固定資産の売却による収入 32 114

投資有価証券の取得による支出 － △699

投資有価証券の売却による収入 332 －

定期預金の預入による支出 △85 △82

定期預金の払戻による収入 162 423

子会社出資金の取得による支出 － △351

その他 △227 △17

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,135 △5,880

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 △2,638 △2,624

配当金の支払額 △1,541 △1,420

少数株主からの払込みによる収入 192 －

その他 △0 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,988 △4,045

現金及び現金同等物に係る換算差額 558 1,590

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,885 3,808

現金及び現金同等物の期首残高 50,865 47,877

現金及び現金同等物の四半期末残高 46,979 51,685
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該当事項はありません。

該当事項はありません。

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）

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）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）

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 45,194 7,867 53,062 504 53,566

セグメント間の内部売上高

又は振替高
0 ― 0 659 659

計 45,195 7,867 53,062 1,163 54,226

セグメント利益又は損失(△) 6,204 871 7,076 △129 6,946

利益 金額(百万円)

報告セグメント計 7,076

その他の区分の損失(△) △129

セグメント間取引消去 19

全社費用 △2,843

四半期連結損益計算書の営業利益 4,122
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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）

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。

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 41,165 7,292 48,457 398 48,856

セグメント間の内部売上高

又は振替高
0 ― 0 2 2

計 41,165 7,292 48,457 401 48,858

セグメント利益又は損失(△) 4,465 14 4,479 △115 4,363

利益 金額(百万円)

報告セグメント計 4,479

その他の区分の損失(△) △115

セグメント間取引消去 0

全社費用 △1,897

四半期連結損益計算書の営業利益 2,466
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（１）受注及び販売の状況

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）

前連結会計年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日）

（２）地域に関する情報

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）

前連結会計年度（自 平成24年４月１日 至 平成25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 41,877 84.7 45,194 84.4 3,584 43.1

工作機械 7,064 14.3 7,867 14.7 4,664 56.1

その他 484 1.0 504 0.9 62 0.8

合計 49,426 100.0 53,566 100.0 8,310 100.0

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 42,175 83.1 41,165 84.3 7,754 60.7

工作機械 8,111 16.0 7,292 14.9 4,904 38.4

その他 460 0.9 398 0.8 116 0.9

合計 50,747 100.0 48,856 100.0 12,775 100.0

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 52,816 84.1 52,973 82.3 6,743 62.0

工作機械 9,283 14.8 10,664 16.6 4,085 37.5

その他 683 1.1 710 1.1 54 0.5

合計 62,783 100.0 64,349 100.0 10,884 100.0

日本 中国 他アジア 米国 他北米 ヨーロッパ その他 合計

売上高(百万円) 6,970 23,262 11,229 4,514 1,808 3,895 1,885 53,566

構成比(％) 13.0 43.4 21.0 8.4 3.4 7.3 3.5 100.0

日本 中国 他アジア 米国 他北米 ヨーロッパ その他 合計

売上高(百万円) 5,710 21,014 7,295 6,430 1,533 4,584 2,286 48,856

構成比(％) 11.7 43.0 14.9 13.2 3.1 9.4 4.7 100.0

日本 中国 他アジア 米国 他北米 ヨーロッパ その他 合計

売上高(百万円) 8,466 25,710 12,904 7,059 2,451 5,134 2,622 64,349

構成比(％) 13.2 39.9 20.0 11.0 3.8 8.0 4.1 100.0
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平成２６年３月期 第３四半期決算発表
平成２６年２月１３日

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

１．当期の連結売上高・収益の通期予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

（注） 平成25年11月７日に公表いたしました予想から修正は行っておりません。

２．当期の個別売上高・収益の通期予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

（注） 平成25年11月７日に公表いたしました予想から修正は行っておりません。

３．当期の連結受注高・売上高の通期予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

(単位：百万円未満切捨)

４．当期の主な科目の通期予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

（単位：百万円未満切捨）

（注） 平成25年11月７日に公表いたしました予想から修正は行っておりません。

参考資料

（％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

通期予想 63,000 △2.1 3,600 △8.0 3,900 △11.5 2,800 3.8

（％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

通期予想 59,000 △1.3 3,600 3.4 3,900 △3.3 2,800 7.4

セグメントの名称

受 注 高 売 上 高

通期予想 通期予想

電子部品組立機 53,900 52,900

工 作 機 械 10,600 9,600

そ の 他 500 500

合 計 65,000 63,000

科 目 通 期 予 想

設 備 投 資 額 5,900

減価償却実施額 4,900

研 究 開 発 費 6,600




