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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第64期

第２四半期連結
累計期間

第65期
第２四半期連結

累計期間
第64期

会計期間
自2021年３月１日
至2021年８月31日

自2022年３月１日
至2022年８月31日

自2021年３月１日
至2022年２月28日

売上高 （千円） 10,083,994 10,584,177 20,100,636

経常利益 （千円） 617,025 607,029 823,803

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
（千円） 444,354 351,153 665,721

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 990,160 1,840,673 1,768,004

純資産額 （千円） 21,670,972 23,903,785 22,260,036

総資産額 （千円） 26,660,161 28,846,677 26,908,600

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 121.16 98.15 183.24

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 72.7 73.6 73.8

営業活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 1,034,751 987,935 2,135,629

投資活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △785,298 △291,152 △1,108,923

財務活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △305,847 △178,849 △818,181

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（千円） 8,320,162 9,810,684 8,690,769

 

回次
第64期

第２四半期連結
会計期間

第65期
第２四半期連結

会計期間

会計期間
自2021年６月１日
至2021年８月31日

自2022年６月１日
至2022年８月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 72.65 36.11

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移につきましては記

載しておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額につきましては、潜在株式が存在しないため記載して

おりません。

３．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の期

首から適用しており、当第２四半期連結累計期間及び当第２四半期連結会計期間に係る主要な経営指標等に

ついては、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

 

２【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。

また、主要な関係会社の異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

(1)　財政状態及び経営成績の状況

当第２四半期連結累計期間における世界経済は、世界的な半導体不足及び原油高の影響が顕在化してきた中で、

ウクライナ情勢の緊張が長期化しており、また、新型コロナウイルスの感染拡大は一服感があるものの、新型コロ

ナウイルス感染症対策としては各国政府対応に温度差があり、当社グループの受注環境は依然として不透明感が続

いております。

わが国経済におきましても、経済活動は一部の業種に持ち直しの兆しが見られるものの、世界的な半導体不足及

び原油高の影響のみならず、東南アジアからの部品等の供給不足の影響を強く受けており、新型コロナウイルスの

感染拡大前の水準には至っておりません。

当社グループの主要な取引先であります自動車産業界におきましては、電動化の推進、自動運転や安全装備など

の技術開発への投資は継続されるものの、東南アジアからの部品供給不足等の影響を強く受けており、生産額の計

画値に対して下振れリスクが強く懸念されます。

このような状況のもと、当社グループは前連結会計年度から継続して、工作機械分野での収益機会の獲得及び

データとデジタル技術の融合による生産効率の一層の向上を目的とした活動を行っております。また、カーボン

ニュートラル推進課を新設し、地球温暖化防止への活動を行っております。

この結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は10,584百万円（前年同四半期比5.0％増）、営業利益は

145百万円（前年同四半期比53.4％減）、経常利益は607百万円（前年同四半期比1.6％減）、親会社株主に帰属す

る四半期純利益は351百万円（前年同四半期比21.0％減）となりました。

 

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

①日本

当地域におきましては、東南アジアからの部品供給不足や世界的な半導体不足などの影響を受け、国内の生産

は落ち込んだことにより、売上高は4,542百万円（前年同四半期比1.7％減）となりました。

また、継続して経費最小活動に取り組み、売上原価や販売管理費を圧縮したものの、高付加価値品の販売が低

迷したことなどにより、セグメント損失は212百万円（前年同四半期は35百万円のセグメント損失）となりまし

た。

②アジア

当地域におきましては、新型コロナウイルスの感染拡大により失速していた受注が徐々に回復し、売上高は

3,204百万円（前年同四半期比4.2％増）となりました。

また、材料費や労務費が高騰しているものの、生産性の改善が進んだことなどにより、セグメント利益は160百

万円（前年同四半期比17.7％増）となりました。

③北米・中米

当地域におきましては、需要に一服感が見られ、現地通貨ベースでは前年比マイナスとなったものの、為替の

影響により、売上高は1,292百万円（前年同四半期比5.5％増）となりました。

また、中米では特に材料費が高騰し続けており、それにともなって売上原価の上昇に歯止めがかからず、セグ

メント利益は97百万円（前年同四半期比10.4％減）となりました。

④オセアニア

当地域におきましては、断熱材の需要が引き続き堅調に推移したことにより、売上高は1,237百万円（前年同四

半期比42.3％増）となりました。

また、堅調な受注に支えられ利益を確保したものの、材料費の高騰などにより、セグメント利益は42百万円

（前年同四半期比32.3％減）となりました。

⑤その他

当地域におきましては、売上高は306百万円（前年同四半期比5.6％増）、セグメント利益は19百万円（前年同

四半期比16.8％減）となりました。
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財政状態は、次のとおりであります。

①資産

当第２四半期連結会計期間末における総資産は28,846百万円となり、前連結会計年度末と比較して、1,938百万

円増加いたしました。これは主に、現金及び預金が790百万円、有形固定資産が416百万円、有価証券が320百万

円、それぞれ増加したことなどによるものであります。

②負債

当第２四半期連結会計期間末における負債合計は4,942百万円となり、前連結会計年度末と比較して、294百万

円増加いたしました。これは主に、未払法人税等が92百万円、支払手形及び買掛金が63百万円、短期借入金が44

百万円、それぞれ増加したことなどによるものであります。

③純資産

当第２四半期連結会計期間末における純資産は23,903百万円となり、前連結会計年度末と比較して、1,643百万

円増加いたしました。これは主に、為替換算調整勘定が951百万円、利益剰余金が279百万円、それぞれ増加した

ことなどによるものであります。

この結果、当第２四半期連結会計期間末の自己資本比率は73.6％となりました。

 

(2)　キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前連結

会計年度末と比較して、1,119百万円増加し、9,810百万円となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果、得られた資金は987百万円（前年同四半期比4.5％減）となりました。

これは主に、税金等調整前四半期純利益604百万円、減価償却費522百万円など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）

投資活動の結果、使用した資金は291百万円（前年同四半期比62.9％減）となりました。

これは主に、有形固定資産の取得による支出320百万円、有価証券の売却及び償還による収入219百万円、有価

証券の取得による支出155百万円など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）

財務活動の結果、使用した資金は178百万円（前年同四半期比41.5％減）となりました。

これは主に、長期借入金の返済による支出227百万円、長期借入による収入200百万円、連結の範囲の変更を伴

わない子会社株式の取得による支出96百万円、配当金の支払額71百万円などによるものであります。

 

(3)　会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
　前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の
分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。
 

(4)　経営方針・経営戦略等

当第２四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更は

ありません。

 

(5)　事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(6)　研究開発活動

当第２四半期連結累計期間における当社グループ全体の研究開発活動の金額は59百万円であります。

なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

 

３【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 10,000,000

計 10,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数（株）
（2022年８月31日）

提出日現在発行数（株）
（2022年10月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 4,306,778 4,306,778
名古屋証券取引所

メイン市場

単元株式数

100株

計 4,306,778 4,306,778 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。
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（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

2022年６月１日～

2022年８月31日
－ 4,306,778 － 2,882,016 － 4,132,557

 

（５）【大株主の状況】

  2022年８月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式
（自己株式を
除く。）の総
数に対する所
有株式数の割
合(％)

Ｃ．Ｉ．Ｆ．ＨＯＬＤＩＮＧ株式会社 東京都渋谷区東１丁目２番20号　1204号 251 7.01

有限会社シーマックス 愛知県豊田市吉原町平子26番地 236 6.59

株式会社晃永 東京都品川区南大井６丁目17番１号 210 5.86

森　誠 愛知県豊田市 127 3.56

富士精工従業員持株会 愛知県豊田市吉原町平子26番地 116 3.25

株式会社大垣共立銀行 岐阜県大垣市郭町３丁目98番地 111 3.12

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 92 2.57

森　仁志 愛知県安城市 91 2.54

第一生命保険株式会社 東京都千代田区有楽町１丁目13番１号 62 1.74

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区大手町２丁目６番４号 60 1.67

計 － 1,358 37.97
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2022年８月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－ －
普通株式 729,200

完全議決権株式（その他） 普通株式 3,557,300 35,573 －

単元未満株式 普通株式 20,278 － －

発行済株式総数  4,306,778 － －

総株主の議決権  － 35,573 －

 
　（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式17株が含まれております。

 

②【自己株式等】

    2022年８月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％）

富士精工株式会社
愛知県豊田市吉原町

平子26番地
729,200 － 729,200 16.93

計 － 729,200 － 729,200 16.93

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「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」（2007年内閣府令

第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（2022年６月１日から2022

年８月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（2022年３月１日から2022年８月31日まで）に係る四半期連結財務諸

表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度
(2022年２月28日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年８月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,592,033 9,382,984

受取手形及び売掛金 2,896,945 2,900,221

電子記録債権 998,242 959,714

有価証券 673,531 993,832

商品及び製品 1,406,295 1,411,492

仕掛品 639,897 698,130

原材料及び貯蔵品 591,608 855,241

その他 423,537 421,041

貸倒引当金 △14,478 △15,928

流動資産合計 16,207,612 17,606,731

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,819,062 2,030,753

機械装置及び運搬具（純額） 4,041,600 4,224,425

土地 2,129,848 2,196,554

建設仮勘定 110,201 56,414

その他（純額） 199,569 208,842

有形固定資産合計 8,300,282 8,716,990

無形固定資産 470,124 473,203

投資その他の資産   

投資有価証券 1,244,514 1,242,397

長期貸付金 6,080 6,192

繰延税金資産 474,952 580,935

その他 229,879 245,072

貸倒引当金 △24,846 △24,846

投資その他の資産合計 1,930,581 2,049,751

固定資産合計 10,700,988 11,239,946

資産合計 26,908,600 28,846,677
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度
(2022年２月28日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年８月31日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 981,115 1,044,783

短期借入金 388,923 433,648

１年内返済予定の長期借入金 179,060 211,842

未払法人税等 150,165 242,905

賞与引当金 132,080 152,585

その他 1,406,061 1,412,788

流動負債合計 3,237,407 3,498,553

固定負債   

長期借入金 128,866 140,362

役員退職慰労引当金 41,940 44,040

繰延税金負債 164,343 164,343

退職給付に係る負債 810,445 817,044

その他 265,561 278,547

固定負債合計 1,411,156 1,444,338

負債合計 4,648,564 4,942,892

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,882,016 2,882,016

資本剰余金 4,162,607 4,133,694

利益剰余金 13,890,681 14,170,280

自己株式 △1,042,493 △1,042,704

株主資本合計 19,892,811 20,143,286

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 323,230 329,427

為替換算調整勘定 92,352 1,044,186

退職給付に係る調整累計額 △449,868 △287,937

その他の包括利益累計額合計 △34,284 1,085,677

非支配株主持分 2,401,510 2,674,820

純資産合計 22,260,036 23,903,785

負債純資産合計 26,908,600 28,846,677
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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２四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第２四半期連結累計期間

(自　2021年３月１日
　至　2021年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2022年３月１日
　至　2022年８月31日)

売上高 10,083,994 10,584,177

売上原価 7,768,250 8,207,593

売上総利益 2,315,744 2,376,583

販売費及び一般管理費 ※ 2,002,546 ※ 2,230,774

営業利益 313,198 145,809

営業外収益   

受取利息 20,730 25,908

受取配当金 36,351 17,815

為替差益 92,922 316,967

持分法による投資利益 46,081 27,983

技術指導料 31,993 20,234

その他 78,392 55,902

営業外収益合計 306,471 464,811

営業外費用   

支払利息 2,204 2,377

売上割引 131 －

その他 308 1,214

営業外費用合計 2,644 3,591

経常利益 617,025 607,029

特別利益   

固定資産売却益 49 2,517

投資有価証券売却益 102,130 －

特別利益合計 102,180 2,517

特別損失   

固定資産除売却損 7,249 5,459

投資有価証券売却損 875 －

ゴルフ会員権評価損 302 －

特別損失合計 8,426 5,459

税金等調整前四半期純利益 710,778 604,086

法人税、住民税及び事業税 165,726 168,192

法人税等調整額 31,340 15,818

法人税等合計 197,067 184,011

四半期純利益 513,711 420,075

非支配株主に帰属する四半期純利益 69,356 68,922

親会社株主に帰属する四半期純利益 444,354 351,153
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【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：千円）

 
前第２四半期連結累計期間

(自　2021年３月１日
　至　2021年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2022年３月１日
　至　2022年８月31日)

四半期純利益 513,711 420,075

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 25,200 6,197

為替換算調整勘定 385,238 1,216,817

退職給付に係る調整額 68,306 163,646

持分法適用会社に対する持分相当額 △2,296 33,936

その他の包括利益合計 476,448 1,420,597

四半期包括利益 990,160 1,840,673

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 845,468 1,471,115

非支配株主に係る四半期包括利益 144,691 369,557
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：千円）

 
前第２四半期連結累計期間

(自　2021年３月１日
　至　2021年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2022年３月１日
　至　2022年８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 710,778 604,086

減価償却費 526,509 522,827

持分法による投資損益（△は益） △46,081 △27,983

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △20,671 △34,591

賞与引当金の増減額（△は減少） 44,458 20,505

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,781 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 540 2,100

受取利息及び受取配当金 △57,082 △43,723

支払利息 2,204 2,377

有形固定資産除売却損益（△は益） 7,200 2,942

投資有価証券売却損益（△は益） △101,255 －

売上債権の増減額（△は増加） 214,915 205,609

棚卸資産の増減額（△は増加） 104,263 △107,634

仕入債務の増減額（△は減少） △226,148 △38,584

その他 △116,253 △90,271

小計 1,039,595 1,017,660

利息及び配当金の受取額 57,027 42,571

利息の支払額 △1,848 △2,378

法人税等の還付額 74,961 －

法人税等の支払額 △134,985 △69,918

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,034,751 987,935

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △77,810 －

定期預金の払戻による収入 － 1,620

有価証券の取得による支出 △203,875 △155,138

有価証券の売却及び償還による収入 274,464 219,505

有形固定資産の取得による支出 △288,250 △320,504

有形固定資産の売却による収入 78 5,058

貸付けによる支出 △2,786 －

貸付金の回収による収入 515 606

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

支出
△352,657 －

その他 △134,978 △42,301

投資活動によるキャッシュ・フロー △785,298 △291,152

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △343,743 25,728

長期借入れによる収入 200,000 200,000

長期借入金の返済による支出 △105,500 △227,801

自己株式の売却による収入 54 －

自己株式の取得による支出 △382 △210

配当金の支払額 △55,151 △71,113

非支配株主への配当金の支払額 △1,035 △8,158

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得に

よる支出
－ △96,465

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △88 △828

財務活動によるキャッシュ・フロー △305,847 △178,849

現金及び現金同等物に係る換算差額 186,949 601,981

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 130,555 1,119,914

現金及び現金同等物の期首残高 8,189,607 8,690,769

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 8,320,162 ※ 9,810,684
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【注記事項】

（継続企業の前提に関する事項）

該当事項はありません。

 

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

　該当事項はありません。

 

（会計方針の変更）

　（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用しております。これにより、当社グループは、従来の実現

主義による収益認識から、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交

換に受け取ると見込まれる金額で収益認識する方法へ変更しております。なお、「収益認識に関する会計基準

の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の販売において、出荷時から当該商品又

は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しておりま

す。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ

ており、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１

四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、

当該期首残高に与える影響は軽微であります。また、当該会計基準の適用が四半期連結財務諸表に与える影響

は軽微であります。

　なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　2020年３月31日）第28-15項に定める経

過的な取扱いに従って、前第２四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載

しておりません。

 

　（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計

基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基

準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に

与える影響はありません。

 

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

該当事項はありません。

 

（財政状態、経営成績又はキャッシュ・フローの状況に関する事項で、企業集団の財政状態、経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況の判断に影響を与えると認められる重要なもの）

該当事項はありません。

 

（追加情報）

　（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り）

　前連結会計年度の有価証券報告書に記載した新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見

積りの仮定について、重要な変更はありません。

 

　（新型コロナウイルス感染症に関するその他の事項）

　当社は、新型コロナウイルス感染症の影響にともない、休業を実施したことにより支給した休業手当等につい

て、雇用調整助成金の特例措置の適用を受け、助成金の支給見込額11,853千円を販売費及び一般管理費ならびに当

期製造費用の給料手当から控除しております。

 

EDINET提出書類

富士精工株式会社(E01503)

四半期報告書

14/21



（四半期連結損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
　前第２四半期連結累計期間

（自 2021年３月１日
　　至 2021年８月31日）

　当第２四半期連結累計期間
（自 2022年３月１日

　　至 2022年８月31日）

役員報酬 90,969千円 107,063千円

給料手当 891,075 958,198

賞与引当金繰入額 56,211 58,525

退職給付費用 68,735 68,350

減価償却費 67,362 79,821

研究開発費 53,260 59,442

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のと

おりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自 2021年３月１日
至 2021年８月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自 2022年３月１日
至 2022年８月31日）

現金及び預金勘定 7,655,559千円 9,382,984千円

有価証券（ＭＭＦ等）

預入期間が３ヶ月超の定期預金

744,842

△80,240

488,749

△61,050

現金及び現金同等物 8,320,162 9,810,684
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　2021年３月１日　至　2021年８月31日）

１．配当金支払額

（決 議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年５月19日
定時株主総会

普通株式 55,015 15 2021年２月28日 2021年５月20日 利益剰余金

 

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の

末日後となるもの

（決 議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年10月13日
取締役会

普通株式 55,011 15 2021年８月31日 2021年11月15日 利益剰余金

 

３．株主資本の著しい変動に関する事項

　株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動はありません。

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　2022年３月１日　至　2022年８月31日）

１．配当金支払額

（決 議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2022年５月18日
定時株主総会

普通株式 71,554 20 2022年２月28日 2022年５月19日 利益剰余金

 

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の

末日後となるもの

（決 議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2022年10月12日
取締役会

普通株式 89,439 25 2022年８月31日 2022年11月14日 利益剰余金

 

３．株主資本の著しい変動に関する事項

　株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自2021年３月１日　至2021年８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

        （単位：千円）

 報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３

 日本 アジア 北米・中米 オセアニア 計

売上高          

外部顧客への

売上高
4,622,098 3,077,043 1,224,772 869,581 9,793,496 290,497 10,083,994 － 10,083,994

セグメント間

の内部売上高

又は振替高

1,109,726 349,155 19 － 1,458,901 13,291 1,472,192 △1,472,192 －

計 5,731,824 3,426,199 1,224,792 869,581 11,252,397 303,788 11,556,186 △1,472,192 10,083,994

セグメント利益

又は損失（△）
△35,497 136,168 108,885 62,048 271,605 23,124 294,729 18,468 313,198

 
(注)１．「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、欧州の現地法人の事業活動

であります。

　　２．セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去であります。

　　３．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。

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自2022年３月１日　至2022年８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並びに収益の分解情報

        （単位：千円）

 報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３

 日本 アジア 北米・中米 オセアニア 計

売上高          

超硬工具関連

事業
3,977,429 3,204,941 1,292,317 － 8,474,689 306,870 8,781,559 － 8,781,559

自動車部品関

連事業
134,545 － － － 134,545 － 134,545 － 134,545

包装資材関連

事業
－ － － 1,237,299 1,237,299 － 1,237,299 － 1,237,299

その他 430,772 － － － 430,772 － 430,772 － 430,772

顧客との契約

から生じる収

益

4,542,747 3,204,941 1,292,317 1,237,299 10,277,307 306,870 10,584,177 － 10,584,177

外部顧客への

売上高
4,542,747 3,204,941 1,292,317 1,237,299 10,277,307 306,870 10,584,177 － 10,584,177

セグメント間

の内部売上高

又は振替高

857,034 349,820 1,855 － 1,208,710 19,446 1,228,157 △1,228,157 －

計 5,399,782 3,554,762 1,294,172 1,237,299 11,486,017 326,317 11,812,334 △1,228,157 10,584,177

セグメント利益

又は損失（△）
△212,030 160,231 97,555 42,014 87,770 19,231 107,002 38,807 145,809

 
(注)１．「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、欧州の現地法人の事業活動

であります。

　　２．セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去であります。

　　３．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。
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（金融商品関係）

金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動はありま

せん。

 

（有価証券関係）

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動はありま

せん。

 

（デリバティブ取引関係）

該当事項はありません。

 

（収益認識関係）

　顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりでありま

す。

 

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　2021年３月１日
至　2021年８月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自　2022年３月１日
至　2022年８月31日）

　１株当たり四半期純利益金額 121円16銭 98円15銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額

（千円）
444,354 351,153

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純

利益金額（千円）
444,354 351,153

普通株式の期中平均株式数（千株） 3,667 3,577

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につきましては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

 

２【その他】

2022年10月12日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ）配当金の総額………………………………………89,439千円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………25円00銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………2022年11月14日

（注） 2022年８月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2022年10月12日

富士精工株式会社

取締役会　御中

 

有限責任 あずさ監査法人

名古屋事務所

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 加藤　浩幸

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 池ヶ谷　正

 

 

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている富士精工株式会

社の2022年３月１日から2023年２月28日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（2022年６月１日から2022年８月

31日まで）及び第２四半期連結累計期間（2022年３月１日から2022年８月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわ

ち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書

及び注記について四半期レビューを行った。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、富士精工株式会社及び連結子会社の2022年８月31日現在の財政状態並

びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと

信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入

手したと判断している。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続

企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期

連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手

続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年

度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認めら

れると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結

論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期連

結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない

EDINET提出書類

富士精工株式会社(E01503)

四半期報告書

20/21



場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四

半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続でき

なくなる可能性がある。

・四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基

準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸表

の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事

項が認められないかどうかを評価する。

・四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人

は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の

結論に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な

発見事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを

講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 

以　上

 

　（注）１．上記の四半期レビュー報告書の原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
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