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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6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 ％

25年3月期第1四半期 21,746 △18.2 2,807 △56.5 2,814 △56.3 1,862 △35.1
24年3月期第1四半期 26,577 19.1 6,448 53.8 6,445 59.5 2,870 13.5

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 306百万円 （△90.0％） 24年3月期第1四半期 3,059百万円 （257.3％）

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

25年3月期第1四半期 38.10 ―
24年3月期第1四半期 58.72 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 130,916 110,348 84.1
24年3月期 133,902 110,583 82.5
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  110,066百万円 24年3月期  110,485百万円

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

24年3月期 ― 20.00 ― 15.00 35.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 17.50 ― 17.50 35.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 43,000 △18.7 5,700 △53.9 5,800 △52.1 3,700 △39.1 75.69
通期 83,000 △3.8 10,600 △32.4 10,800 △31.0 7,000 △17.8 143.21



(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 

（注） 「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情  
報（注記事項）に関する事項 （３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧下さい。 

(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。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ページを参照して下さい。 

※  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   ：  有
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） 25年3月期1Q 48,911,874 株 24年3月期 48,911,874 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 31,323 株 24年3月期 31,003 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 48,880,721 株 24年3月期1Q 48,881,543 株



平成25年３月期の個別業績予想（平成24年４月１日～平成25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、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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 

第２四半期(累計)  42,000  △16.7  5,500  △51.4  5,500  △50.1  3,600  △32.6  73.65

通期  80,000  △0.2  10,200  △28.6  10,200  △28.3  6,800  △9.4  139.11
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は円高の長期化、世界経済の停滞により回復基調は緩やかなもの

となりました。米国では低成長が長期化しており、欧州では一部の国の信用不安に端を発する経済の混迷が続き、新

興国の経済成長にも減速傾向が見られました。 

このような環境のなかで、当グループは、事業の収益性の向上及び安定化に向けて、競争力のある差異化製品の開

発や、次世代技術の探求ならびに成長市場に向けた製品開発、新規事業開発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り、更なるマーケットシェアの拡大と顧客満足度の向上を図り、柔軟な生産体制の

構築ならびに一層の経費削減等に取り組んでまいりましたが、世界経済の停滞等の影響を受け、当第１四半期連結累

計期間における売上高は 百万円となり、前第１四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 

スマートフォン・タブレットＰＣは引き続き堅調で推移したものの、パソコン・テレビ等の家電の低迷及び欧州に

おける車載用電子基板需要が鈍化したため、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）等は設備投資に慎重であったことから、売上高は 百万円となり、前第１四半期連結累計期

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 

当グループの主要顧客である自動車業界からの需要は国内において堅調に推移し、また北米、中国を中心に緩やか

な回復基調にあり、売上高は前第１四半期連結累計期間と比べて 百万円（ ％）増加の 百万円となり、

営業利益は 百万円（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、連結総資産合計は現金及び預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。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１四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 百万円減少し 百万円となりました。なお、これには当第１四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 百万円の支出（前年同四半期： 百万円の収入）となりました。これ

は主に、売上債権の増加等のマイナス要因が税金等調整前四半期純利益等のプラ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

21,746 4,831 18.2

2,807 56.5 2,814

56.3 1,862 35.1

19,145

6,054 24.0 3,468 53.0

1,220 98.3 2,461

325 76

2,986

130,916 2,750

20,568

4,624 46,240

392

668 1,725

1,892 987

1,671 2,095



（３）連結業績予想に関する定性的情報 

世界的な景気減速を背景に電子機器メーカー・ＥＭＳ（電子機器受託生産企業）・自動車部品メーカー等は設備投

資に慎重で当社の主力事業であります電子部品組立機の売上が期初予想を下回る見通しとなったため、平成24年５月

10日に公表いたしました第２四半期累計期間及び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。 

  

平成25年３月期第２四半期連結累計期間連結業績予想数値の修正(平成24年４月１日～平成24年９月30日) 

  

平成25年３月期通期連結業績予想数値の修正(平成24年４月１日～平成25年３月31日) 

（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。 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

  

（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 

会計方針の変更 

（減価償却方法の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後 

に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

なお、この変更による損益への影響は軽微であります。 

  

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 
１株当たり 
四半期純利益 

  

前回発表予想(Ａ) 

百万円

 52,000

百万円

 10,000

百万円

 10,200

百万円 

 6,400

円 銭

 130.93

今回発表予想(Ｂ)  43,000  5,700  5,800  3,700  75.69

増減額(Ｂ－Ａ)  △9,000  △4,300  △4,400  △2,700 ― 

増減率(％)  △17.3  △43.0  △43.1  △42.2 ― 

前期第２四半期実績 

(平成24年３月期第２四半期) 
 52,871  12,367  12,099  6,073  124.25

  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

 16,100

百万円

 16,400

百万円 

 10,300

円 銭

 210.72

今回発表予想(Ｂ)  83,000  10,600  10,800  7,000  143.21

増減額(Ｂ－Ａ)  △11,000  △5,500  △5,600  △3,300 ― 

増減率(％)  △11.7  △34.2  △34.1  △32.0 ― 

前期実績(平成24年３月期)  86,249  15,672  15,661  8,516  174.22

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



３．四半期連結財務諸表 
（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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 47,537 41,916

受取手形及び売掛金 18,665 22,656

有価証券 4,000 5,000

商品及び製品 3,887 4,559

仕掛品 15,367 14,255

原材料及び貯蔵品 7,771 7,641

その他のたな卸資産 31 22

その他 4,694 3,653

貸倒引当金 △236 △241

流動資産合計 101,719 99,464

固定資産   

有形固定資産 15,201 15,324

無形固定資産 4,917 5,037

投資その他の資産   

投資有価証券 11,089 9,614

その他 973 1,476

投資その他の資産合計 12,063 11,090

固定資産合計 32,183 31,452

資産合計 133,902 130,916

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,944 3,407

1年内償還予定の社債 2,938 2,938

未払法人税等 1,654 1,005

製品保証引当金 1,131 1,108

その他 6,646 6,186

流動負債合計 16,315 14,646

固定負債   

社債 4,124 2,955

退職給付引当金 2,814 2,902

その他 64 64

固定負債合計 7,003 5,922

負債合計 23,319 20,568

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 100,802 101,931

自己株式 △47 △48

株主資本合計 112,047 113,175

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,107 206

為替換算調整勘定 △2,669 △3,316

その他の包括利益累計額合計 △1,561 △3,109

少数株主持分 98 281

純資産合計 110,583 110,348

負債純資産合計 133,902 130,916



（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１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 26,577 21,746

売上原価 14,953 13,710

売上総利益 11,623 8,035

販売費及び一般管理費 5,175 5,227

営業利益 6,448 2,807

営業外収益   

受取利息 23 23

受取配当金 122 98

雑収入 50 29

営業外収益合計 195 151

営業外費用   

支払利息 31 21

為替差損 148 111

雑支出 19 11

営業外費用合計 198 144

経常利益 6,445 2,814

特別利益   

固定資産処分益 2 2

特別利益合計 2 2

特別損失   

固定資産処分損 42 81

投資有価証券評価損 1,109 75

その他 － 7

特別損失合計 1,152 163

税金等調整前四半期純利益 5,294 2,653

法人税、住民税及び事業税 2,637 970

法人税等調整額 △213 △177

法人税等合計 2,424 792

少数株主損益調整前四半期純利益 2,870 1,860

少数株主損失（△） － △1

四半期純利益 2,870 1,862



（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,870 1,860

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 513 △901

為替換算調整勘定 △324 △653

その他の包括利益合計 189 △1,554

四半期包括利益 3,059 306

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 3,059 314

少数株主に係る四半期包括利益 － △8



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６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 5,294 2,653

減価償却費 666 815

退職給付引当金の増減額（△は減少） 15 87

受取利息及び受取配当金 △145 △122

支払利息 31 21

投資有価証券評価損益（△は益） 1,109 75

売上債権の増減額（△は増加） 290 △4,130

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,917 358

仕入債務の増減額（△は減少） △737 △418

未収消費税等の増減額（△は増加） 1,496 454

その他 2,221 997

小計 7,323 794

利息及び配当金の受取額 145 122

利息の支払額 △42 △28

法人税等の支払額 △5,700 △1,555

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,725 △668

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 △946 △1,863

有形及び無形固定資産の売却による収入 5 4

定期預金の預入による支出 △28 △28

定期預金の払戻による収入 38 24

その他 △56 △29

投資活動によるキャッシュ・フロー △987 △1,892

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 △1,169 △1,169

配当金の支払額 △925 △694

少数株主からの払込みによる収入 － 192

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,095 △1,671

現金及び現金同等物に係る換算差額 △220 △392

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,577 △4,624

現金及び現金同等物の期首残高 50,181 50,865

現金及び現金同等物の四半期末残高 48,604 46,240



該当事項はありません。 

   

該当事項はありません。 

   

前第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）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  25,199  1,241  26,440  136  26,577

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 0 ―  0  266  266

計  25,199  1,241  26,440  403  26,844

セグメント利益又は損失(△)  7,386  △76  7,310  △13  7,297

利益 金額(百万円) 

報告セグメント計  7,310

その他の区分の損失(△)  △13

セグメント間取引消去  6

全社費用  △855

四半期連結損益計算書の営業利益  6,448



当第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６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。 

  

  

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  19,145  2,461  21,606  139  21,746

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 0 ―  0  345  346

計  19,145  2,461  21,607  485  22,092

セグメント利益又は損失(△)  3,468  325  3,793  △48  3,745

利益 金額(百万円) 

報告セグメント計  3,793

その他の区分の損失(△)  △48

セグメント間取引消去  6

全社費用  △944

四半期連結損益計算書の営業利益  2,807



（１）受注及び販売の状況 

前第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日） 

  

前連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

  

（２）地域に関する情報 

前第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日） 

  

前連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24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。 

４．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  28,007  92.2  25,199  94.8  14,776  76.0

工作機械  2,321  7.7  1,241  4.7  4,500  23.1

その他  41  0.1  136  0.5  167  0.9

合計  30,370 100.0  26,577 100.0  19,444 100.0 

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  21,316  90.0  19,145  88.0  9,072  63.0

工作機械  2,230  9.4  2,461  11.3  5,235  36.4

その他  142  0.6  139  0.7  85  0.6

合計  23,689 100.0  21,746 100.0  14,394 100.0 

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  71,745  86.4  76,813  89.1  6,901  55.4

工作機械  10,937  13.2  8,890  10.3  5,467  43.9

その他  365  0.4  546  0.6  81  0.7

合計  83,048 100.0  86,249 100.0  12,450 100.0 

  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)  1,623  11,029  7,086  2,751  2,229  1,857  26,577

構成比(％)  6.1  41.5  26.7  10.3  8.4  7.0 100.0 

  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)  2,322  11,871  4,605  987  1,346  612  21,746

構成比(％)  10.7  54.6  21.2  4.5  6.2  2.8 100.0 

  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)  9,833  32,639  20,641  11,219  6,897  5,017  86,249

構成比(％)  11.4  37.9  23.9  13.0  8.0  5.8 100.0 



参考資料 

平成２５年３月期 第１四半期決算発表 

平成２４年８月９日 

富 士 機 械 製 造 株 式 会 社 

（コード番号 ６１３４ 名証第一部）

  

１．当期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

  

２．当期の個別業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

  

３．当期の連結受注高・売上高の予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日） 

(単位：百万円未満切捨) 

  

４．当期の主な科目の連結予想（平成24年４月１日～平成25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 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

第２四半期連結累計期間  43,000  △18.7  5,700  △53.9  5,800  △52.1  3,700  △39.1

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

通期  83,000  △3.8  10,600  △32.4  10,800  △31.0  7,000  △17.8

  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 ％ 

第２四半期累計期間  42,000  △16.7  5,500  △51.4  5,500  △50.1  3,600  △32.6

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

通期  80,000  △0.2  10,200  △28.6  10,200  △28.3  6,800  △9.4

セグメントの名称 

受 注 高 売 上 高 

第２四半期 

連結累計期間 
通期 

第２四半期 

連結累計期間 
通期 

電子部品組立機  37,200  73,000  37,700  72,000

工 作 機 械  5,600  12,600  5,100  10,600

そ  の  他  200  400  200  400

合     計  43,000  86,000  43,000  83,000

科目 第２四半期連結累計期間 通期 

設 備 投 資 額  3,100  5,800

減価償却実施額  1,700  3,800

研 究 開 発 費  4,100  7,900
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