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1. 2020年12月期の連結業績（2020年4月1日～2020年12月31日）

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2020年12月期 21,403 ― 51 ― 185 ― 11 ―

2020年3月期 37,812 2.5 1,765 △13.7 1,829 △16.1 1,109 △25.8

（注）包括利益 2020年12月期　　173百万円 （―％） 2020年3月期　　590百万円 （△60.7％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

2020年12月期 0.89 ― 0.1 0.5 0.2

2020年3月期 84.64 ― 6.0 5.1 4.7

（参考） 持分法投資損益 2020年12月期 ―百万円 2020年3月期 ―百万円

（注）2020年12月期は、決算期変更により９か月間となっております。これに伴い、2020年12月期対前期増減率については記載しておりません。

(2) 連結財政状態

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

2020年12月期 31,693 18,495 58.4 1,411.22

2020年3月期 35,877 18,584 51.8 1,418.02

（参考） 自己資本 2020年12月期 18,495百万円 2020年3月期 18,584百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

2020年12月期 1,130 △1,735 366 8,537

2020年3月期 1,215 △1,125 △820 8,748

2. 配当の状況

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

2020年3月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00 262 23.6 1.4

2020年12月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00 262 2,237.6 1.4

2021年12月期(予想) ― 0.00 ― 20.00 20.00 102.0

3. 2021年12月期の連結業績予想（2021年 1月 1日～2021年12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）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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) 14,300 ― 83 ― 133 ― 76 ― 5.80

通期 29,200 ― 178 ― 278 ― 158 ― 12.06

（注）2020年12月期は、決算期変更により９か月間となっております。これに伴い、対前期増減率及び対前年同四半期増減率については記載しておりません。



※ 注記事項

(1) 期中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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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

(3) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2020年12月期 14,272,000 株 2020年3月期 14,272,000 株

② 期末自己株式数 2020年12月期 1,165,710 株 2020年3月期 1,165,710 株

③ 期中平均株式数 2020年12月期 13,106,290 株 2020年3月期 13,106,290 株

（参考）個別業績の概要

1. 2020年12月期の個別業績（2020年4月1日～2020年12月31日）

(1) 個別経営成績 （％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 ％

2020年12月期 19,918 ― △92 ― 50 ― △55 ―

2020年3月期 35,361 5.5 763 △23.7 1,257 △24.6 775 △34.0

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

2020年12月期 △4.20 ―

2020年3月期 59.18 ―

（注）2020年12月期は、決算期変更により９か月間となっております。これに伴い、2020年12月期対前期増減率については記載しておりません。

(2) 個別財政状態

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

2020年12月期 25,855 14,720 56.9 1,123.17

2020年3月期 29,972 14,911 49.7 1,137.72

（参考） 自己資本 2020年12月期 14,720百万円 2020年3月期 14,911百万円

2. 2021年12月期の個別業績予想（2021年 1月 1日～2021年12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）

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) 13,230 ― △27 ― 63 ― 36 ― 2.75

通期 27,000 ― △45 ― 135 ― 77 ― 5.88

（注）2020年12月期は、決算期変更により９か月間となっております。これに伴い、対前期増減率及び対前年同四半期増減率については記載しておりません。

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※ 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見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している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、当社と
してその実現を約束する趣旨のものではありません。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、P.３ 「１.経営成績等の概況（４）今後の見通し」をご覧ください。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

当期は、決算期変更に伴い、2020年４月１日から2020年12月31日までの９か月の変則決算となっております。

このため、前連結会計年度との比較は記載しておりません。

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大が続く中、外食の自粛やイン

バウンドの激減、さらには国内移動制限による国内観光の不振など、経済活動が大きく制限された状況から徐々

に日常を取り戻しつつありましたが、国内の新型コロナウイルスのさらなる感染拡大によるGoToトラベルの停止

等により、消費活動や設備投資などの景気の先行きは依然不透明な状況が続いております。

　主要なお客様である外食産業、宿泊施設、病院、福祉施設及びレジャー産業等への影響が極めて大きい環境下、

当社グループは社員の健康と安全を確保しつつ、企業理念である「フードビジネスのトータルサポート」と「お

客様満足の創造」を実現すべく、お客様のコロナ禍での新しいニーズ、ご要望に、迅速且つ的確にお応えすべく、

生産、物流、設計、施工、営業、サービスの一貫体制を一層強化するとともに、利益率の改善、経費の削減に努

め、収益体質を強化してまいりました。しかしながら、依然として国内経済活動の低迷の影響を受けておりま

す。

こうしたことから、当社グループの当連結会計年度の売上高は214億3百万円、経常利益は1億8千5百万円、親会

社株主に帰属する当期純利益は1千1百万円となりました。

なお、当社及び連結子会社の事業は、業務用厨房機器の製造・販売及び保守修理であり単一のセグメントであ

ります。

（２）当期の財政状態の概況

資産、負債及び純資産の状況

a．資産の状況

資産合計は、316億9千3百万円と前連結会計年度末比41億8千3百万円の減少となりました。

b．負債の状況

負債合計は、131億9千7百万円と前連結会計年度末比40億9千4百万円の減少となりました。

c．純資産の状況

純資産合計は、184億9千5百万円と前連結会計年度末比8千9百万円の減少となりました。

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度における連結ベースのキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フロ

ーは税金等調整前当期純利益計上額の2億1千9百万円に、減価償却費・売上債権の減少による資金の増加、仕入債

務の減少による資金の減少などの要因が加わり11億3千万円の獲得、投資活動によるキャッシュ・フローは有形固

定資産の取得などにより17億3千5百万円の使用、また財務活動によるキャッシュ・フローは長期借入金による収

入などにより3億6千6百万円の獲得となり、この結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は85

億3千7百万円（前連結会計年度末比2.4％減）となりました。
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（４）今後の見通し

今後につきましては、この度の新型コロナウイルス感染症の世界的な流行拡大に伴い、その終息時期を現時点

では見通せないことに加えて、国内外の経済活動へ与える影響、景気動向の不透明感、消費活動への制約等、

様々な不確定要素が懸念されます。当業界全体の経営環境は決して楽観できない状況にあると思われます。

次期の業績見通しといたしましては、売上高292億円、経常利益2億7千8百万円、親会社株主に帰属する当期純

利益1億5千8百万円を予想しております。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、連結財務諸表の期間比較可能性および企業間の比較可能性を考慮し、当面は日本基準で連結財

　 務諸表を作成する方針であります。

　 なお、国際財務報告基準（ＩＦＲＳ）の適用につきましては、我が国における適用動向を注視しつつ、国内外の

　 諸情勢を考慮の上、適切に対応していく方針であります。
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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当連結会計年度
(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 9,118,018 8,938,899

受取手形及び売掛金 8,753,884 4,660,061

有価証券 10,000 －

商品及び製品 3,411,362 2,547,169

仕掛品 115,788 95,805

原材料及び貯蔵品 1,134,365 986,286

その他 510,303 706,414

貸倒引当金 △6,281 △2,410

流動資産合計 23,047,441 17,932,224

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 5,570,660 6,715,338

減価償却累計額 △2,742,707 △2,853,082

建物及び構築物（純額） 2,827,953 3,862,255

機械装置及び運搬具 4,419,059 4,422,789

減価償却累計額 △3,335,983 △3,528,480

機械装置及び運搬具（純額） 1,083,076 894,308

土地 4,082,160 4,537,323

建設仮勘定 942,406 －

その他 1,872,510 2,069,203

減価償却累計額 △1,624,382 △1,702,322

その他（純額） 248,127 366,881

有形固定資産合計 9,183,724 9,660,768

無形固定資産 268,209 292,859

投資その他の資産

投資有価証券 1,354,003 1,928,365

繰延税金資産 222,579 76,492

会員権 186,807 182,807

その他 1,731,189 1,718,006

貸倒引当金 △116,900 △98,070

投資その他の資産合計 3,377,678 3,807,600

固定資産合計 12,829,613 13,761,227

資産合計 35,877,054 31,693,451
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当連結会計年度
(2020年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 9,653,706 5,941,037

短期借入金 39,492 30,000

1年内返済予定の長期借入金 396,688 535,946

未払法人税等 421,953 48,086

賞与引当金 556,776 308,989

役員賞与引当金 40,645 37,575

製品保証引当金 68,700 59,200

受注損失引当金 36,000 1,500

その他 1,927,224 1,523,969

流動負債合計 13,141,187 8,486,305

固定負債

社債 1,000,000 1,000,000

長期借入金 1,765,888 2,264,716

繰延税金負債 296 22,869

再評価に係る繰延税金負債 809,631 803,485

退職給付に係る負債 152,953 218,916

その他 422,177 401,247

固定負債合計 4,150,946 4,711,234

負債合計 17,292,133 13,197,539

純資産の部

株主資本

資本金 1,471,150 1,471,150

資本剰余金 1,148,365 1,148,365

利益剰余金 14,124,374 13,887,888

自己株式 △441,951 △441,951

株主資本合計 16,301,938 16,065,452

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 503,457 630,840

土地再評価差額金 1,727,010 1,713,085

為替換算調整勘定 52,513 86,533

その他の包括利益累計額合計 2,282,981 2,430,459

純資産合計 18,584,920 18,495,912

負債純資産合計 35,877,054 31,693,451

　



株式会社フジマック(5965) 2020年12月期 決算短信

6

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日

　至 2020年12月31日)

売上高 37,812,733 21,403,863

売上原価 25,607,717 14,310,998

売上総利益 12,205,015 7,092,865

販売費及び一般管理費

運賃及び荷造費 833,075 491,146

広告宣伝費 260,061 54,463

役員報酬 244,139 168,023

給料及び手当 4,334,294 3,097,268

減価償却費 310,403 276,461

貸倒引当金繰入額 15,190 △2,743

賞与引当金繰入額 480,101 262,536

役員賞与引当金繰入額 43,443 34,973

退職給付費用 259,507 202,647

法定福利費 810,879 591,391

賃借料 421,019 306,946

研究開発費 449,478 178,814

その他 1,977,667 1,379,519

販売費及び一般管理費合計 10,439,264 7,041,449

営業利益 1,765,751 51,415

営業外収益

受取利息 23,318 3,217

受取配当金 28,798 25,786

受取手数料 46,726 36,905

受取賃貸料 42,315 32,535

受取保険金 1,086 －

貸倒引当金戻入額 － 17,440

雇用調整助成金 － 80,861

その他 34,084 27,946

営業外収益合計 176,330 224,693

営業外費用

支払利息 28,191 20,035

為替差損 19,389 64,626

貸倒引当金繰入額 46,588 －

その他 18,575 6,156

営業外費用合計 112,743 90,817

経常利益 1,829,339 185,292
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(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日

　至 2020年12月31日)

特別利益

固定資産売却益 12,096 501

投資有価証券売却益 112 64,285

特別利益合計 12,209 64,787

特別損失

減損損失 － 20,070

固定資産除却損 1,809 5,689

固定資産売却損 203 66

投資有価証券売却損 1,769 415

投資有価証券評価損 7,796 4,619

抱合せ株式消滅差損 31,829 －

特別損失合計 43,408 30,860

税金等調整前当期純利益 1,798,139 219,219

法人税、住民税及び事業税 754,235 103,292

法人税等調整額 △65,471 104,212

法人税等合計 688,764 207,505

当期純利益 1,109,375 11,714

親会社株主に帰属する当期純利益 1,109,375 11,714
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連結包括利益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日

　至 2020年12月31日)

当期純利益 1,109,375 11,714

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △427,736 127,383

為替換算調整勘定 △91,038 34,019

その他の包括利益合計 △518,775 161,402

包括利益 590,600 173,117

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 590,600 173,117

非支配株主に係る包括利益 － －
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（３）連結株主資本等変動計算書

　前連結会計年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,471,150 1,148,365 13,277,125 △441,951 15,454,689

当期変動額

剰余金の配当 △262,125 △262,125

親会社株主に帰属す

る当期純利益
1,109,375 1,109,375

土地再評価差額金の

取崩
－

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － － 847,249 － 847,249

当期末残高 1,471,150 1,148,365 14,124,374 △441,951 16,301,938

その他の包括利益累計額

純資産合計その他有価証券

評価差額金
土地再評価差額金 為替換算調整勘定

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 931,194 1,727,010 143,552 2,801,756 18,256,446

当期変動額

剰余金の配当 △262,125

親会社株主に帰属す

る当期純利益
1,109,375

土地再評価差額金の

取崩
－

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△427,736 － △91,038 △518,775 △518,775

当期変動額合計 △427,736 － △91,038 △518,775 328,474

当期末残高 503,457 1,727,010 52,513 2,282,981 18,584,920
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　当連結会計年度（自 2020年４月１日 至 2020年12月31日）

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,471,150 1,148,365 14,124,374 △441,951 16,301,938

当期変動額

剰余金の配当 △262,125 △262,125

親会社株主に帰属す

る当期純利益
11,714 11,714

土地再評価差額金の

取崩
13,924 13,924

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － － △236,486 － △236,486

当期末残高 1,471,150 1,148,365 13,887,888 △441,951 16,065,452

その他の包括利益累計額

純資産合計その他有価証券

評価差額金
土地再評価差額金 為替換算調整勘定

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 503,457 1,727,010 52,513 2,282,981 18,584,920

当期変動額

剰余金の配当 △262,125

親会社株主に帰属す

る当期純利益
11,714

土地再評価差額金の

取崩
13,924

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

127,383 △13,924 34,019 147,478 147,478

当期変動額合計 127,383 △13,924 34,019 147,478 △89,008

当期末残高 630,840 1,713,085 86,533 2,430,459 18,495,912
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 1,798,139 219,219

減価償却費 710,432 583,782

減損損失 － 20,070

受取利息及び受取配当金 △52,117 △29,003

支払利息 28,191 20,035

固定資産除売却損益（△は益） △10,083 5,254

投資有価証券売却損益（△は益） 1,657 △63,870

投資有価証券評価損益（△は益） 7,796 4,619

売上債権の増減額（△は増加） △1,092,274 3,970,887

たな卸資産の増減額（△は増加） △149,300 1,051,544

仕入債務の増減額（△は減少） 448,992 △3,705,887

賞与引当金の増減額（△は減少） 25,485 △247,936

その他 45,021 △49,127

小計 1,761,940 1,779,585

利息及び配当金の受取額 44,863 21,599

利息の支払額 △27,788 △22,282

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △563,323 △648,138

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,215,692 1,130,764

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 △685,661 △381,694

定期預金の払戻による収入 698,942 338,071

有形固定資産の取得による支出 △874,967 △1,175,962

無形固定資産の取得による支出 △71,208 △124,158

投資有価証券の取得による支出 △31,522 △404,933

投資有価証券の売却による収入 25,892 86,335

非連結子会社に対する貸付けの回収による収入 7,901 3,916

非連結子会社に対する貸付けによる支出 △80,000 －

貸付金の回収による収入 877 670

その他 △115,905 △78,243

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,125,651 △1,735,997

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） 9,986 △9,492

長期借入れによる収入 － 1,000,000

長期借入金の返済による支出 △568,680 △361,914

配当金の支払額 △262,125 △262,125

財務活動によるキャッシュ・フロー △820,819 366,467

現金及び現金同等物に係る換算差額 △28,783 28,251

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △759,562 △210,513

現金及び現金同等物の期首残高 9,482,694 8,748,113

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の
増加額

24,981 －

現金及び現金同等物の期末残高 8,748,113 8,537,600
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（５）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)

該当事項はありません。

(表示方法の変更)

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「投資有価証券売

却損益」及び「賞与引当金の増減額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとし

ております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」

の「その他」に表示していた72,164千円は、「投資有価証券売却損益」1,657千円、「賞与引当金の増減額」25,485

千円、「その他」45,021千円として組み替えております。

(セグメント情報)

前連結会計年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

当社及び連結子会社の事業は、業務用厨房機器の製造・販売及び保守修理であり、単一のセグメントであるた

め記載を省略しております。

当連結会計年度(自 2020年４月１日 至 2020年12月31日)

当社及び連結子会社の事業は、業務用厨房機器の製造・販売及び保守修理であり、単一のセグメントであるた

め記載を省略しております。

(１株当たり情報)

　

　
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)

１株当たり純資産額 1,418円02銭 1,411円22銭

１株当たり当期純利益 84円64銭 89銭

(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
　

項目
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)

１株当たり当期純利益 　 　

親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 1,109,375 11,714

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当期純利益
(千円)

1,109,375 11,714

普通株式の期中平均株式数(株) 13,106,290 13,106,290

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

　


