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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 4,544 51.2 385 321.4 380 203.5 371 136.9
24年3月期第1四半期 3,005 100.2 91 ― 125 ― 156 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 451百万円 （131.8％） 24年3月期第1四半期 194百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 33.95 22.76
24年3月期第1四半期 50.92 9.61

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

25年3月期第1四半期 19,623 4,229 21.3 184.62
24年3月期 20,514 3,778 18.2 143.40
（参考） 自己資本 25年3月期第1四半期 4,175百万円 24年3月期 3,724百万円

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
上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類株式（非上場）の配当状況については、後述の「種
類株式の配当の状況」をご覧ください。

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

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
当社グループの主要売上品目である自動車用プレス金型は、各プロジェクトの売上計上時期が変動し易く、その若干の伸長が当社グループの期間損益に少な
からず影響を及ぼすため、第２四半期連結累計期間の業績予想は非開示とさせていただきます。

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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) ― ― ― ― ― ― ― ― ―
通期 13,000 2.6 900 665.8 1,000 319.6 100 ― 9.14



(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）期中平均株式数の算定において、Ｂ種優先株式は剰余金の配当請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、普通株式と同等の株式と
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は、金融商品取引法に基づく四半期報告書の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
基づく四半期報告書のレビュー手続は終了しています。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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、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、添付資料２ページ 「連結業績予想に関する
定性的情報」をご覧下さい。

※  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 ： 有
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 10,946,007 株 24年3月期 10,946,007 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 1,606 株 24年3月期 1,606 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 10,944,401 株 24年3月期1Q 3,080,993 株



種類株式の配当の状況

普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳及び配当金総額は以下のとおりであります。

円　銭

期末
円　銭

0.00 0.00

年間

0.000.00-

発行済株式数（Ａ種優先株式）

-25年３月期

0.00

24年３月期 - 0.00

299,255株

25年３月期（予想）

期末発行済株式数： 25年３月期第１四半期

（基準日） 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末

-

Ａ種優先株式 円　銭 円　銭 円　銭

１株当たり配当金
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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世界経済は、新興国において一部景気の減速感がみられ、また欧州での金

融・債務問題の拡大、米国での雇用環境の改善の遅れなど、先行きは不透明な状況にあります。一方、わが国経済

は、東日本大震災からの復興需要等もあり緩やかながら景気回復の兆しが見られますが、不安定な海外経済情勢、

円高・株安の継続や電力不足懸念など、依然として厳しい状況が続いております。

このような状況の中、当社グループにおきましては、管理体制をより一層強化することにより個別案件の採算

性向上に努めたほか、全社挙げての更なる固定費の削減、製造工程見直し等による原価低減を進めるとともに、生

産性および品質の更なる向上に努めてまいりました。

その結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は4,544百万円（前年同期比51.2％増）、営業利益は385

百万円（前年同期比321.4％増）となりました。営業外損益においては、海外関連会社における持分法による投資

利益70百万円を計上した結果、経常利益380百万円（前年同期比203.5％増）、四半期純利益371百万円（前年同期

比136.9％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自動車用プレス金型事業

当事業におきましては、当第１四半期連結累計期間において、海外案件の出荷増加により、売上高は4,178百万

円(前年同期比101.8％増)の増収となりました。また、固定費削減や原価低減等により、セグメント利益は379百万

円（前年同期比488.8％増）となりました。

②自動車用溶接治具事業

当事業におきましては、当第１四半期連結累計期間において、海外案件の出荷減少により、売上高は365百万円

(前年同期比60.9％減)となり、セグメント損失は5百万円（前年同期セグメント利益12百万円）となりました。

（２）連結財政状態に関する定性的情報

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比して891百万円減少の19,623百万円とな

りました。これは主として、仕掛品が1,092百万円減少したことによるものであります。負債については、前連結

会計年度末に比して1,342百万円減少の15,393百万円となりました。これは主として、前受金が1,016百万円減少し

たことによるものであります。純資産については、前連結会計年度末に比して451百万円増加の4,229百万円とな

り、自己資本比率は前連結会計年度末に比して3.1ポイント増加の21.3％となりました。

（３）連結業績予想に関する定性的情報

連結業績予想につきましては、「４．四半期連結財務諸表（６）重要な後発事象」に記載のとおり、子会社株式

の譲渡及び子会社に対する債権放棄にかかる特別損失を計上する見通しであること、また、 近の業績動向を踏ま

え、平成24年５月15日付当社「平成24年３月期決算短信」にて発表いたしました平成25年３月期通期（連結）の業

績予想を修正いたしました。

詳細につきましては、本日（平成24年８月10日）公表いたしました『「連結子会社の異動および連結子会社に対

する債権放棄に関するお知らせ」の未確定事項の確定および特別損失の計上並びに業績予想の修正に関するお知ら

せ』をご参照ください。

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

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。これによる損益へ

の影響は軽微であります。

該当事項はありません。

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期連結財務諸表
（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 4,091 4,793

受取手形及び売掛金 3,290 2,957

仕掛品 5,673 4,581

その他 408 182

貸倒引当金 △195 △143

流動資産合計 13,268 12,371

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,673 1,648

機械装置及び運搬具（純額） 398 369

土地 1,940 1,940

その他（純額） 159 159

有形固定資産合計 4,172 4,118

無形固定資産

のれん 801 790

その他 230 260

無形固定資産合計 1,031 1,050

投資その他の資産

投資有価証券 928 980

関係会社出資金 990 1,047

その他 122 54

投資その他の資産合計 2,042 2,082

固定資産合計 7,246 7,251

資産合計 20,514 19,623

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,208 1,664

未払法人税等 12 11

前受金 2,961 1,945

賞与引当金 51 203

工事損失引当金 476 428

事業構造改善引当金 368 321

その他の引当金 18 －

その他 516 712

流動負債合計 6,615 5,288

固定負債

長期借入金 8,199 8,199

退職給付引当金 1,641 1,656

繰延税金負債 104 119

その他 175 129

固定負債合計 10,120 10,104

負債合計 16,735 15,393
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（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)

純資産の部

株主資本

資本金 3,081 3,081

資本剰余金 13 13

利益剰余金 762 1,133

自己株式 △13 △13

株主資本合計 3,843 4,215

その他の包括利益累計額

繰延ヘッジ損益 △30 11

為替換算調整勘定 △89 △51

その他の包括利益累計額合計 △119 △40

新株予約権 54 54

純資産合計 3,778 4,229

負債純資産合計 20,514 19,623
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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 3,005 4,544

売上原価 2,617 3,918

売上総利益 388 625

販売費及び一般管理費 297 240

営業利益 91 385

営業外収益

持分法による投資利益 83 70

その他 52 24

営業外収益合計 136 95

営業外費用

支払利息 49 46

為替差損 42 46

その他 10 6

営業外費用合計 101 99

経常利益 125 380

特別利益

固定資産売却益 29 7

投資有価証券売却益 5 －

特別利益合計 35 7

特別損失

固定資産売却損 1 －

固定資産除却損 － 0

特別損失合計 1 0

税金等調整前四半期純利益 158 388

法人税、住民税及び事業税 2 1

法人税等調整額 △0 15

法人税等合計 2 16

少数株主損益調整前四半期純利益 156 371

少数株主利益 － －

四半期純利益 156 371
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（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 156 371

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △3 －

繰延ヘッジ損益 － 42

持分法適用会社に対する持分相当額 41 37

その他の包括利益合計 37 79

四半期包括利益 194 451

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 194 451

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。

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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Ⅰ 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）１．セグメント利益の調整額14百万円には、セグメント間消去23百万円及び各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△9百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一

般管理費であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．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。

Ⅱ 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）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額11百万円には、セグメント間消去23百万円及び各報告セグ

メントに配分していない全社費用△11百万円が含まれております。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であります。

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．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。

（５）セグメント情報

（単位：百万円）

自動車用
プレス金型

事業

自動車用
溶接治具
事業

合計
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

売上高

外部顧客への売上高 2,070 935 3,005 － 3,005

セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － －

計 2,070 935 3,005 － 3,005

セグメント利益 64 12 77 14 91

（単位：百万円）

自動車用
プレス金型

事業

自動車用
溶接治具
事業

合計
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

売上高

外部顧客への売上高 4,178 365 4,544 － 4,544

セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － －

計 4,178 365 4,544 － 4,544

セグメント利益又は損

失（△）
379 △5 373 11 385
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（６）重要な後発事象

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

（子会社株式の譲渡及び子会社に対する債権放棄）

当社は、平成24年７月31日開催の取締役会において、当社連結子会社である株式会社富士アセンブリシステム（以
下「ＦＡＳ」といいます。）の当社所有の全株式を譲渡すること、およびＦＡＳに対する債権の一部を放棄すること
を決議し、同日、第三者（以下、「新スポンサー」といいます。）及びＦＡＳとの間で合意書を締結しました。さら
に、平成24年８月10日にＦＡＳ株式の譲渡及びＦＡＳに対する債権の一部放棄を実施しました。

（１）子会社株式の譲渡及び子会社に対する債権放棄の理由
当社は、ＦＡＳが新スポンサーの下でＦＡＳの事業基盤を拡充することを企図して、当社とＦＡＳの親子会社

関係を解消し、当社の保有するＦＡＳの全株式をＦＡＳが無償で取得すること、およびＦＡＳの事業に必要な財
務基盤を構築するべく、当社のＦＡＳに対する債権の一部を放棄することと致しました。

（２）子会社株式の譲渡の概要
平成24年９月末日までに、新スポンサーがＦＡＳに対して出資を行うこと等を条件として、ＦＡＳが、当社の

保有するＦＡＳ全株式を無償で取得し、同時に、ＦＡＳは、取得した自己株式の一部を新スポンサーに対して処
分し、新スポンサーがこれを引き受けることを三社間で合意しており、新スポンサーからの出資が実行され、平
成24年８月10日にこれらの取引が完了しました。

（３）譲渡及び債権放棄する連結子会社（ＦＡＳ）の概要

（４）新スポンサーの概要
新スポンサーの概要につきましては、契約上の都合により公表を控えさせて頂きます。なお、新スポンサーと

当社との間には、資本関係、人的関係、取引関係、関連当事者として記載すべき事項はありません。また、新ス
ポンサーは反社会的勢力との関係がないことを確認しております。

（５）譲渡株式数、譲渡価額、譲渡後の持分比率、譲渡日

（６）債権放棄の内容

（７）当該事象の損益及び連結損益に与える影響額
当該事象の結果、平成25年３月期第２四半期の連結財務諸表において、約9.4億円の特別損失を計上する予定で

す。なお、個別財務諸表に与える影響は軽微です。

① 商号 株式会社富士アセンブリシステム

② 本店所在地 岐阜県関市新迫間71番地

③ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 渡辺 博

④ 事業内容 自動車用溶接治具製造販売

⑤ 資本金、発行済株式数 資本金 百万円、発行済株式 株60 1,200

⑥ 設立年月日 平成12年７月11日

⑦ 当該子会社が含まれていた
報告セグメントの名称

自動車用溶接冶具事業

⑧ 当社との取引内容
資本関係：当社所有株式数 株（所有割合83.3％）
人的関係：役員の兼任４名、役員派遣１名
取引関係：主に自動車用溶接治具の購入、資金の貸付

1,000

⑨ 近の経営成績及び財政状態
平成24年３月期：
売上高 百万円、経常利益 百万円、当期純利益 百万円
総資産 百万円、純資産 百万円

2,813 △107 △32
1,597 △1,549

① 譲渡株式数 1,000株（所有割合：83.3％）

② 譲渡価額
譲渡価額： ０円
算定根拠：ＦＡＳは平成24年３月末時点で債務超過額が1,549百万円のた
め、株式の価額は０円であると評価し、譲渡価額を算定しました。

③ 譲渡後の持分比率 持分比率 ０．０％（所有株式数０株）

④ 譲渡日 平成24年８月10日

① 債権の種類、金額
関係会社長期貸付金（総額2,807百万円）
なお、個別財務諸表で貸倒引当金2,499百万円を設定済みです。

② 放棄金額 百万円2,207

③ 債権放棄日 平成24年８月10日
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