
 

 

 

   

 

 

 
  

(百万円未満切捨て) 

 
(％表示は対前年同四半期増減率) 

  

 
  

 
  

   

 

 
  

  

 
(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無 

  

(％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) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無 
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1. 平成22年３月期第１四半期の連結業績（平成21年４月１日～平成21年６月30日）

 (1) 連結経営成績(累計)

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 ％

22年３月期第１四半期 1,040 △18.5 △98 ― △125 ― △132 ―
21年３月期第１四半期 1,277 ― 4 ― 41 ― 5 ―

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

22年３月期第１四半期 △19 24 ―
21年３月期第１四半期 82 ―

 (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

22年３月期第１四半期 9,706 8,795 87.1 1,225 99

21年３月期 9,842 8,866 86.7 1,238 5

(参考) 自己資本  22年3月期第1四半期 8,453百万円  21年3月期 8,536百万円

2. 配当の状況

１株当たり配当金

(基準日) 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年 3月期 ― 00 00 ― 12 50 12 50

22年 3月期 ― ――――― ――――― ―――――
12 50

23年 3月期(予想) ――――― 00 00 ― 12 50

3. 平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日）

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２四半期連結累計期間 2,550 △1.5 △45 ― △40 ― △70 ― △10 23

通期 5,176 3.7 △51 ― △25 ― △101 ― △14 71
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  [(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。] 
(4) 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） 

 
 ② 期末自己株式数 

 
 ③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 

 
  

・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、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。 

  
  
  
  

4. その他

(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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

  [(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成
のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの）

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 無

 ② ①以外の変更 ： 有

22年3月期第1四半期 7,340,465株 21年3月期 7,340,465株

22年3月期第1四半期 445,491株 21年3月期 445,291株

22年3月期第1四半期 6,895,029株 21年3月期第1四半期 7,312,684株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第１四半期におけるわが国経済は、政府による経済諸対策の実施や自動車業界における生産調整の緩

和などにより、ごく一部に回復の兆しが指摘されるようになりましたが、全般の雇用や所得環境は依然厳

しく、先行きの不透明感から消費者の生活防衛意識も高まり、消費マインドの回復は感じられません。 

縫い糸市場におきましては、このような経済情勢や新型インフルエンザの影響を受けて、消費全般が低

調に推移するなか、衣料・非衣料分野ともに、売れ行き不振に伴う大幅な生産調整が続いたことから、縫

い糸の受注状況も、かつてない厳しい状況を呈しております。 

このような状況のなか、当社グループは、引き続き中期の課題に取り組み、メーカーとしての競争力の

強化や、ホビー分野における需要掘り起こしなどに努めましたが、特に国内における衣料品の売れ行き不

振により、日本向け衣料品の生産が日本・中国ともに大幅に減少していることから、予想以上に厳しい受

注状況となりました。 

 これらの結果、当第１四半期の連結売上高は、1,040百万円(前年同期比18.5％減)となりました。 

また利益面では、大幅な売上高の減少に加え、将来を見据えた国内生産拠点の移転統合に伴う償却費の増

加などによる売上総利益の減少や、受取利息・受取配当金の減少、為替変動による子会社で発生した為替

差損及び、貸倒引当金の増加などによる減益要因が影響し、営業損失は、98百万円(前年同期は４百万円

の営業利益)、経常損失は、125百万円(前年同期は41百万円の経常利益)、四半期純損失は、132百万円(前

年同期は５百万円の四半期純利益)となりました。 

  

部門別の概況は次の通りであります。 

  

家庭糸部門 

先行きの不透明感による生活防衛意識の高まりに加え、新型インフルエンザの影響も加わり、消費者の

手作りホビーに対するマインドも低調で、手芸関連分野は全般に低調に推移しました。 

この結果、国内での販売が主である当部門の売上高は、414百万円(前年同期比7.4％減)となりました。 

工業糸部門 

上述の通り、国内における衣料品は、一部を除いて売れ行き不振が続いており、これに伴う衣料品の生

産減少は日本・中国ともに大幅で、日本向け衣料品が主である当社グループの縫い糸の受注状況も、極め

て厳しい状況となりました。 

この結果、当部門の売上高は、616百万円(前年同期比24.8％減)となりました。 

その他部門 

当部門は、半製品や手芸関連商品の販売が主なものですが、少額ながら中国子会社での手芸関連商品の

輸出が増加傾向にあることから、当部門の売上高は、９百万円(前年同期比1.5％減)となりました。 

（なお、日本および中国の所在地別セグメント情報は11ページをご覧ください。） 

  

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べて135百万円減少し、9,706百

万円となりました。主な増減は、流動資産では、現金及び預金の減少156百万円、受取手形及び売掛金の

減少165百万円、固定資産では、投資有価証券の増加124百万円などがあり、流動負債では生産拠点移転統

合損失引当金の減少100百万円がありました。純資産は、利益剰余金の減少225百万円、評価・換算差額等

の増加141百万円などにより71百万円の減少となりました。 

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3/4 ページ0737109672108_000.html

2009/08/05https://www.takara-dic-net.jp/xeditor2/html_gene.asp

3

㈱フジックス（3600）平成22年3月期　第１四半期決算短信



当社グループを取り巻く事業環境は厳しさを増すものと思われますが、他の要因による業績の変動も現

時点では想定されないことから、平成21年５月13日発表の通期の業績予想に変更はありません。 

  
  

該当事項はありません。 

  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな

いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しておりま

す。 

②棚卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の

実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 

また、連結子会社においては、棚卸資産の簿価切下げに関し、収益性の低下が明らかなものについ

てのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

③繰延税金資産の回収可能性の判断 

前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められ

るので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックスプランニングを利用する方法

によっております。 

  

表示方法の変更 

(四半期連結貸借対照表関係) 

「財務諸表等の用語様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成20年８月

７日 内閣府令第50号)の適用に伴い、前第１四半期連結会計期間において、「商品」「製品」と

して掲記されていたものは、当第１四半期連結会計期間は、「商品及び製品」として一括掲記して

おります。なお、当第１四半期連結会計期間に含まれる「商品」「製品」は、それぞれ9,405千

円、1,114,974千円であります。 

また、前第１四半期連結会計期間において、「原材料」と流動資産の「その他」に含めていた「貯

蔵品」(10,387千円)は、当第１四半期連結会計期間より「原材料及び貯蔵品」として一括掲記して

おります。なお、当第１四半期連結会計期間に含まれる「原材料」「貯蔵品」は、それぞれ

373,144千円、12,955千円であります。 

(四半期連結損益計算書関係) 

前第１四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めていた「有価証券評価益」

は、営業外収益総額の100分の20を超えたため、当第１四半期連結累計期間より区分掲記すること

としております。なお、前第１四半期連結累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「有価証

券評価益」は、5,499千円であります。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報 

4. その他
(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)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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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）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,081,005 2,237,013 

受取手形及び売掛金 1,066,995 1,232,134 

商品及び製品 1,124,379 1,090,239 

仕掛品 730,676 676,126 

原材料及び貯蔵品 386,099 361,682 

その他 85,981 85,106 

貸倒引当金 △11,434 △13,152 

流動資産合計 5,463,704 5,669,150 

固定資産   

有形固定資産 1,910,423 1,940,719 

無形固定資産 80,347 97,693 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,003,489 878,875 

長期預金 700,000 700,000 

その他 691,172 667,954 

貸倒引当金 △142,274 △111,895 

投資その他の資産合計 2,252,387 2,134,934 

固定資産合計 4,243,158 4,173,347 

資産合計 9,706,862 9,842,498 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 205,541 171,660 

短期借入金 62,712 57,730 

未払法人税等 6,149 7,814 

賞与引当金 17,913 69,664 

その他 275,989 360,371 

流動負債合計 568,306 667,241 

固定負債   

退職給付引当金 2,154 2,362 

役員退職慰労引当金 127,580 123,680 

その他 213,435 182,776 

固定負債合計 343,170 308,818 

負債合計 911,476 976,059 
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 923,325 923,325 

資本剰余金 758,014 758,014 

利益剰余金 6,584,155 6,809,445 

自己株式 △105,335 △105,286 

株主資本合計 8,160,159 8,385,497 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 226,762 179,777 

為替換算調整勘定 66,223 △28,707 

評価・換算差額等合計 292,985 151,070 

少数株主持分 342,241 329,869 

純資産合計 8,795,386 8,866,438 

負債純資産合計 9,706,862 9,842,498 
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  (2)【四半期連結損益計算書】 
    【第１四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成21年６月30日) 

売上高 1,277,364 1,040,992 

売上原価 900,828 763,079 

売上総利益 376,536 277,913 

販売費及び一般管理費   

運賃及び荷造費 26,096 24,392 

販売促進費 45,886 44,993 

広告宣伝費 6,760 4,987 

役員報酬 10,719 11,922 

給料及び手当 105,081 112,057 

従業員賞与 20,504 14,800 

賞与引当金繰入額 10,182 10,561 

役員退職慰労引当金繰入額 3,720 3,900 

退職給付費用 6,319 12,101 

法定福利費 20,027 19,553 

旅費及び交通費 13,303 12,217 

賃借料 6,252 6,900 

支払手数料 9,980 15,345 

減価償却費 20,096 21,673 

研究開発費 15,778 14,716 

その他 51,800 45,924 

販売費及び一般管理費合計 372,509 376,050 

営業利益又は営業損失（△） 4,026 △98,136 

営業外収益   

受取利息 6,280 3,501 

受取配当金 10,350 4,334 

為替差益 13,363 － 

不動産賃貸料 2,681 2,681 

有価証券評価益 － 7,580 

その他 7,237 1,795 

営業外収益合計 39,914 19,893 

営業外費用   

支払利息 906 1,286 

不動産賃貸原価 741 740 

貸倒引当金繰入額 － 29,881 

為替差損 － 13,951 

その他 564 915 

営業外費用合計 2,211 46,775 

経常利益又は経常損失（△） 41,729 △125,018 
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成21年６月30日) 

特別利益   

固定資産売却益 1,209 － 

貸倒引当金戻入額 2,801 1,602 

特別利益合計 4,010 1,602 

特別損失   

固定資産売却損 － 6 

固定資産除却損 2,852 － 

その他 － 234 

特別損失合計 2,852 240 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

42,887 △123,657 

法人税、住民税及び事業税 7,731 3,600 

法人税等調整額 6,113 15,601 

法人税等合計 13,845 19,201 

少数株主利益又は少数株主損失（△） 23,048 △10,171 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 5,993 △132,687 
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成21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又は税金等調整前四半
期純損失（△） 42,887 △123,657 

減価償却費 56,016 84,898 

有価証券評価損益（△は益） △5,499 △7,580 

固定資産売却損益（△は益） △1,209 6 

固定資産除却損 2,852 － 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,801 28,278 

賞与引当金の増減額（△は減少） △51,892 △51,751 

前払年金費用の増減額（△は増加） 6,957 12,176 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 251 △208 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △36,040 3,900 

生産拠点移転統合損失引当金の増減額（△は減
少）

△3,000 △100,300 

受取利息及び受取配当金 △16,631 △7,836 

支払利息 906 1,286 

売上債権の増減額（△は増加） △94,405 203,788 

たな卸資産の増減額（△は増加） △86,802 △52,522 

仕入債務の増減額（△は減少） 176,450 10,279 

未収消費税等の増減額（△は増加） － △33,246 

未払消費税等の増減額（△は減少） △10,152 6,704 

その他 60,237 7,835 

小計 38,123 △17,945 

利息及び配当金の受取額 14,425 7,879 

利息の支払額 △906 △1,286 

法人税等の支払額 △4,326 △5,951 

営業活動によるキャッシュ・フロー 47,315 △17,303 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の償還による収入 100,000 － 

定期預金の預入による支出 － △200,320 

定期預金の払戻による収入 500,000 300,000 

有形固定資産の取得による支出 △168,944 △1,675 

有形固定資産の売却による収入 1,540 － 

無形固定資産の取得による支出 △4,605 △2,974 

投資有価証券の取得による支出 － △39,280 

貸付金の回収による収入 1,369 1,038 

貸付けによる支出 △20,000 △30,000 

その他 △1,502 △3,355 

投資活動によるキャッシュ・フロー 407,857 23,433 
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成21年６月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △834 － 

自己株式の取得による支出 △472 △49 

配当金の支払額 △85,055 △81,147 

少数株主への配当金の支払額 △7,731 △7,756 

リース債務の返済による支出 － 1,094 

その他 － 3 

財務活動によるキャッシュ・フロー △94,093 △87,855 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △30,783 25,397 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 330,296 △56,327 

現金及び現金同等物の期首残高 1,387,156 1,637,013 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,717,453 1,580,685 
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当第１四半期連結会計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

 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20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

当社及び連結子会社は、縫い糸・刺しゅう糸及び手芸用各種糸の製造、販売のみを事業として行って

おりますので、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

当社及び連結子会社は、縫い糸・刺しゅう糸及び手芸用各種糸の製造、販売のみを事業として行って

おりますので、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 
  

 
（注） 当社は、従来、機械装置のうち撚糸設備並びに仕上設備の耐用年数を11年として減価償却を行ってきました

が、法人税法の改正（所得税法等の一部を改正する法律 平成20年４月30日 法律第23号）に伴い、法定耐用

年数及び資産区分が見直されたことにより、７年に短縮された当該耐用年数が経済的使用可能予測期間に見合

うものと認められたため当第１四半期連結会計期間より当該耐用年数に変更しております。 

    この変更に伴い、従来の方法に比較して、「日本」の営業費用が4,656千円増加し、営業損失が同額増加して

おります。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 
  

 
  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

日本 
(千円)

中国  
(千円)

計 
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結 
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

992,417 284,946 1,277,364 ― 1,277,364

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

75,334 147,537 222,872 (222,872) ―

計 1,067,752 432,484 1,500,237 (222,872) 1,277,364

営業利益又は営業損失(△) △33,388 55,130 21,742 (17,715) 4,026

日本 
(千円)

中国  
(千円)

計 
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結 
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

839,632 201,360 1,040,992 ― 1,040,992

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

66,485 97,356 163,841 (163,841) ―

計 906,117 298,717 1,204,834 (163,841) 1,040,992

営業損失(△) △91,848 △1,411 △93,260 (4,876) △98,136
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前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 
  

 
（注）海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 
  

 
（注）海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

当第１四半期連結会計(累計)期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

 該当事項はありません。 

  

【海外売上高】

中国

Ⅰ 海外売上高(千円) 284,946

Ⅱ 連結売上高(千円) 1,277,364

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 22.3

中国

Ⅰ 海外売上高(千円) 201,360

Ⅱ 連結売上高(千円) 1,040,992

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 19.3

(6) 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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