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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6月30日）

（注）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。そのため、１株当たり四半期純利益につきましては、当該株式分割
が前連結会計年度の期首に行なわれたと仮定して算定しております。

(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1四半期 19,007 △12.6 1,949 △30.6 2,188 △22.3 1,528 △17.9
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

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 4,066百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 306百万円 （△90.0％）

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1四半期 15.64 ―
25年3月期第1四半期 19.05 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 134,619 118,780 88.2
25年3月期 131,089 115,738 87.9
（参考） 自己資本 26年3月期第1四半期 118,780百万円 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 ： 有
 平成26年３月期（予想）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 ―
26年3月期（予想） 10.00 ― 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、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 ： 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

第2四半期(累計) 40,000 △1.4 3,800 △14.9 4,000 △9.9 2,700 △7.6 27.62
通期 73,000 13.4 6,200 58.4 6,500 47.5 4,300 59.3 43.99



(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）

（注）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。そのため、上記発行済株式数（普通株式）につきましては、当該
株式分割が前連結会計年度の期首に行なわれたと仮定してそれぞれ算定しております。

※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
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
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） 26年3月期1Q 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1Q 63,724 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1Q 97,760,143 株 25年3月期1Q 97,761,442 株
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（１）経営成績に関する説明

当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、金融・財政政策の効果に加え世界経済の緩やかな回復によ

り、景気は回復基調で進みました。米国経済は堅調を維持し、欧州経済も景気の底入れが見られるようになってきた

ものの、中国経済の回復力は弱い状態で推移しました。

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価格競争力の高い製品開

発に取り組むとともに、次世代技術や新分野への探求を進めてまいりました。また、ソリューション営業の推進や国

内外の販売・サービス網の継続的な強化を図り、顧客満足度の向上ならびにマーケットシェアの拡大に努めてまいり

ました。さらに、グループ間のものづくりの連携強化、一歩先行く品質及びサービスの徹底、ならびにグローバル調

達の強化によるコスト削減を図り、収益性の向上に努めてまいりました。

以上の結果、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

電子部品組立機事業におきましては、スマートフォン・タブレット市場は引き続き堅調に推移したものの、パソコ

ン・テレビ等の伸び悩みにより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）等の一部では設備投資に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

工作機械事業におきましては、中国市場の停滞に加え国内市場の動きは鈍く、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（ ％）減少しました。また、営業損益は 百万円の損失（前年同四半

期：営業利益 百万円）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、連結総資産合計は現金及び預金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、連結負債合計は支払手形及び買掛金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。

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： 百万円の支出）となりました。これ

は主に、税金等調整前四半期純利益やたな卸資産の減少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５月９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
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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１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 44,433 47,454

受取手形及び売掛金 14,334 14,139

有価証券 4,000 5,000

商品及び製品 4,879 4,900

仕掛品 13,917 13,362

原材料及び貯蔵品 7,350 6,573

その他のたな卸資産 22 22

その他 5,393 3,709

貸倒引当金 △239 △40

流動資産合計 94,091 95,121

固定資産

有形固定資産 17,574 17,965

無形固定資産 5,692 5,739

投資その他の資産

投資有価証券 13,152 15,218

その他 579 575

投資その他の資産合計 13,731 15,793

固定資産合計 36,998 39,498

資産合計 131,089 134,619

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,554 2,751

1年内償還予定の社債 2,924 1,755

未払法人税等 16 0

製品保証引当金 767 758

その他 4,488 5,410

流動負債合計 10,750 10,675

固定負債

社債 1,200 1,200

退職給付引当金 3,175 3,180

その他 225 783

固定負債合計 4,600 5,163

負債合計 15,351 15,838

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 101,912 102,952

自己株式 △48 △48

株主資本合計 113,156 114,195

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 4,379

為替換算調整勘定 △807 205

その他の包括利益累計額合計 2,069 4,585

少数株主持分 513 －

純資産合計 115,738 118,780

負債純資産合計 131,089 134,619



（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24年４月１日
至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

売上高 21,746 19,007

売上原価 13,710 12,018

売上総利益 8,035 6,989

販売費及び一般管理費 5,227 5,039

営業利益 2,807 1,949

営業外収益

受取利息 23 28

受取配当金 98 112

為替差益 － 116

雑収入 29 16

営業外収益合計 151 273

営業外費用

支払利息 21 13

支払手数料 8 20

為替差損 111 －

雑支出 2 0

営業外費用合計 144 34

経常利益 2,814 2,188

特別利益

固定資産処分益 2 9

負ののれん発生益 － 19

特別利益合計 2 29

特別損失

固定資産処分損 81 9

投資有価証券評価損 75 －

その他 7 －

特別損失合計 163 9

税金等調整前四半期純利益 2,653 2,207

法人税、住民税及び事業税 970 1,142

法人税等調整額 △177 △455

法人税等合計 792 687

少数株主損益調整前四半期純利益 1,860 1,519

少数株主損失（△） △1 △8

四半期純利益 1,862 1,528



（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24年４月１日
至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,860 1,519

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △901 1,503

為替換算調整勘定 △653 1,043

その他の包括利益合計 △1,554 2,546

四半期包括利益 306 4,066

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 314 4,044

少数株主に係る四半期包括利益 △8 22



（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24年４月１日
至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25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 2,653 2,207

減価償却費 815 1,133

退職給付引当金の増減額（△は減少） 87 4

受取利息及び受取配当金 △122 △140

支払利息 21 13

投資有価証券評価損益（△は益） 75 －

売上債権の増減額（△は増加） △4,130 276

たな卸資産の増減額（△は増加） 358 1,543

仕入債務の増減額（△は減少） △418 62

未収消費税等の増減額（△は増加） 454 1,208

その他 997 965

小計 794 7,273

利息及び配当金の受取額 122 140

利息の支払額 △28 △14

法人税等の支払額 △1,555 △152

営業活動によるキャッシュ・フロー △668 7,247

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 △1,863 △1,874

有形及び無形固定資産の売却による収入 4 40

定期預金の預入による支出 △28 △24

定期預金の払戻による収入 24 210

子会社出資金の取得による支出 － △351

その他 △29 △12

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,892 △2,012

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 △694 △462

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 △1,671 △1,631

現金及び現金同等物に係る換算差額 △392 603

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,624 4,206

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 46,240 52,083



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。

３ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

（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 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



当第１四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25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。

３ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（重要な負ののれん発生益）

昆山之富士機械製造有限公司の完全子会社化に伴う負ののれん発生益 百万円を特別利益に計上してお

りますが、当グループの報告セグメントの利益は営業利益ベースの数値であるため、各報告セグメントに

は配分しておりません。

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 17,170 1,743 18,913 93 19,007

セグメント間の内部売上高

又は振替高
0 ― 0 1 1

計 17,170 1,743 18,913 94 19,008

セグメント利益又は損失(△) 2,855 △201 2,653 △25 2,628

利益 金額(百万円)

報告セグメント計 2,653

その他の区分の損失(△) △25

セグメント間取引消去 ―

全社費用 △679

四半期連結損益計算書の営業利益 1,949
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（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24年４月１日 至 平成24年６月30日）

当第１四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30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）

当第１四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30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 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 18,146 88.7 17,170 90.3 7,719 62.6

工作機械 2,210 10.8 1,743 9.2 4,552 36.9

その他 105 0.5 93 0.5 66 0.5

合計 20,461 100.0 19,007 100.0 12,338 100.0

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) 2,322 11,871 4,605 854 133 1,346 612 21,746

構成比(％) 10.7 54.6 21.2 3.9 0.6 6.2 2.8 100.0

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) 2,088 9,267 2,833 2,093 709 1,314 701 19,007

構成比(％) 11.0 48.8 14.9 11.0 3.7 6.9 3.7 100.0

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



平成２６年３月期 第１四半期決算発表
平成２５年８月８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．当期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26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）

（注） 平成25年５月９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．当期の個別業績予想（平成25年４月１日～平成26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）

（注） 平成25年５月９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５月９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。

４．当期の主な科目の連結予想（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５月９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

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 40,000 △1.4 3,800 △14.9 4,000 △9.9 2,700 △7.6

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

通期 73,000 13.4 6,200 58.4 6,500 47.5 4,300 59.3

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 37,000 △2.9 3,500 △8.5 3,700 △2.5 2,500 △2.6

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

通期 67,000 12.1 5,700 63.7 6,000 48.8 4,000 53.4

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 34,300 59,200 34,100 59,200

工 作 機 械 6,300 14,500 5,500 13,000

そ の 他 400 800 400 800

合 計 41,000 74,500 40,000 73,000

科目 第２四半期連結累計期間 通期

設 備 投 資 額 2,900 5,700

減価償却実施額 2,300 4,800

研 究 開 発 費 4,000 7,000
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