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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） 

 

(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 ％

22年3月期第1四半期 1,950 △32.7 △87 △146.4 △72 △132.8 △54 △145.8
21年3月期第1四半期 2,898 △11.9 189 △45.0 220 △40.6 119 △43.0

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

22年3月期第1四半期 △11.49 ―
21年3月期第1四半期 24.38 ―

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 12,471 8,945 71.7 1,885.91
21年3月期 12,921 9,023 69.8 1,901.97

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  8,945百万円 21年3月期  9,023百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

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 ― 0.00 ― 15.00 15.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 15.00 15.00

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） 
（％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  有   

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

4,350 △25.9 △85 △129.2 △65 △120.0 △53 △130.3 △11.17

通期 10,200 △4.0 250 23.6 310 31.9 168 41.6 35.41
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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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。］ 

(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） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成21年５月20日に公表しました連結業績予想は、第２四半期連結累計期間を本資料において修正しております。 
２．業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異  
なる結果となる可能性があります。 

新規 ― 社 （ 社名 ） 除外 ― 社 （ 社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 5,000,000株 21年3月期  5,000,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  256,553株 21年3月期  255,653株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 4,743,771株 21年3月期第1四半期 4,884,926株
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当第１四半期連結会計期間における日本経済は、世界的な金融不安の影響による景気悪化が鮮明とな
り、世界経済が手痛い局面に入る中で、企業業績の不振や雇用環境の悪化、個人消費の低迷など依然と
して厳しい状況が続いております。  
 このような状況のもと、当社グループとしましては、今後のいかなる環境変化にも対応して、持続的
発展を遂げられるよう、全力を使って付加価値を創出し、社会に貢献する事業運営の基本方針を掲げ、
全社一丸となって実践に当たってまいりました。 
 これらの結果、当第１四半期連結会計期間における業績につきましては、売上高は19億50百万円（前
年同期比67.3％）、営業損失は87百万円（前年同期は営業利益１億89百万円）、経常損失は72百万円
（前年同期は経常利益２億20百万円）となりました。  
 なお、第１四半期純損失につきましては、54百万円（前年同期は第１四半期純利益１億19百万円）と
なりました。  

  

(1) 資産・負債・純資産に関する分析 
当第１四半期連結会計期間末における財政状態につきましては、総資産が124億71百万円と前連結会
計年度末に比べて４億49百万円の減少となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が４億16百万円
減少したことによるものであります。  
 負債の部は、35億26百万円となり、前連結会計年度末に比べて３億71百万円減少となりました。これ
は主に、支払手形及び買掛金が３億73百万円減少したことによるものであります。  
 純資産の部は、89億45百万円となり、前連結会計年度末に比べて77百万円の減少となりました。これ
は主に、配当金の支払により利益剰余金が減少したことによるものであります。 
(2) キャッシュ・フローに関する分析 
当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下資金）は21億91百万円と前連結会計年

度末と比べ３億５百万円増加しました。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
当第１四半期連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は、１億23百万円となりました。こ

れは主に、売上債権の減額４億27百万円等による増加と、減少要因としての仕入債務の減少３億90百万
円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） 
当第１四半期連結会計期間における投資活動の結果得られた資金は、２億36百万円となりました。こ

れは主に、有価証券の償還による収入３億円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） 
当第１四半期連結会計期間における財務活動の結果使用した資金は、63百万円となりました。これは

主に、配当金の支払によるものであります。 

  

当第１四半期連結会計期間は非常に厳しい経済情勢で推移し、当社もこれまでにない業績の推移とな
りました。売上高は予想をやや下回り推移しておりますが、利益面におきましては、当第１四半期にお
いてコストダウンの成果が表われてきたこともあり、平成21年５月20日付の当社「平成21年３月期 決
算短信」において発表しました、平成22年３月期の第２四半期連結累計期間の連結業績予想を修正する
こととしました。 
 なお、通期の業績予想については、下期以降の経済環境が依然不透明であることから修正しておりま
せん。 
  
平成22年３月期の連結業績予想の修正 
（第２四半期連結累計期間）                   

 
  

  
  

・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. 連結業績予想に関する定性的情報

（単位：百万円）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
１株当たり  
四半期純利益

円 銭

前回予想（A) 4,650 △95 △75 △75 △15 81

今回予想（B) 4,350 △85 △65 △53 △11 17

増減額（B-A) △300 10 10 22

増減率 △6.5 10.5 13.3 29.3
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該当事項はありません。 
  

①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、前連結会計期間末の
実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 
②固定資産の減価償却費の算定方法 
定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費を期間按分して算出する方
法によっております。 

  

該当事項はありません。 
  

  

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

㈱フジコー(3515)　平成22年3月期　第1四半期決算短信
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5.【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 2,571,440 2,266,149 

受取手形及び売掛金 2,605,524 3,022,406 

有価証券 69,731 69,703 

商品及び製品 1,119,135 1,107,554 

仕掛品 195,467 190,961 

原材料及び貯蔵品 362,559 366,747 

繰延税金資産 110,733 78,410 

未収還付法人税等 117,536 119,235 

その他 50,740 106,033 

貸倒引当金 △8,555 △8,932 

流動資産合計 7,194,315 7,318,271 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,342,648 2,341,041 

減価償却累計額 △1,176,750 △1,157,061 

建物及び構築物（純額） 1,165,897 1,183,980 

機械装置及び運搬具 5,440,800 5,403,508 

減価償却累計額 △4,290,936 △4,244,918 

機械装置及び運搬具（純額） 1,149,863 1,158,589 

土地 1,006,582 1,006,582 

建設仮勘定 6,760 36,239 

その他 225,074 222,958 

減価償却累計額 △191,580 △188,840 

その他（純額） 33,493 34,117 

有形固定資産合計 3,362,597 3,419,509 

無形固定資産 10,885 11,261 

投資その他の資産   

投資有価証券 759,408 996,301 

関係会社出資金 184,594 184,594 

繰延税金資産 428,907 456,073 

その他 571,280 575,497 

貸倒引当金 △40,235 △40,224 

投資その他の資産合計 1,903,955 2,172,242 

固定資産合計 5,277,439 5,603,012 

資産合計 12,471,754 12,921,284 

㈱フジコー(3515)　平成22年3月期　第1四半期決算短信
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,495,727 1,869,088 

短期借入金 350,000 350,000 

未払法人税等 5,495 5,726 

賞与引当金 68,918 155,277 

その他 289,657 203,067 

流動負債合計 2,209,798 2,583,160 

固定負債   

社債 300,000 300,000 

退職給付引当金 813,269 811,121 

その他 202,958 203,393 

固定負債合計 1,316,227 1,314,515 

負債合計 3,526,026 3,897,675 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,716,300 1,716,300 

資本剰余金 1,599,813 1,599,813 

利益剰余金 5,798,741 5,924,410 

自己株式 △167,623 △167,076 

株主資本合計 8,947,230 9,073,446 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 24,005 △13,787 

為替換算調整勘定 △25,507 △36,050 

評価・換算差額等合計 △1,502 △49,838 

純資産合計 8,945,728 9,023,608 

負債純資産合計 12,471,754 12,921,284 

㈱フジコー(3515)　平成22年3月期　第1四半期決算短信
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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 2,898,534 1,950,279 

売上原価 2,288,535 1,639,163 

売上総利益 609,998 311,115 

販売費及び一般管理費 420,868 398,818 

営業利益又は営業損失（△） 189,130 △87,703 

営業外収益   

受取利息 2,500 1,610 

受取配当金 4,248 3,589 

不動産賃貸料 14,442 20,665 

為替差益 17,019 － 

その他 1,894 3,715 

営業外収益合計 40,105 29,580 

営業外費用   

支払利息 2,661 2,713 

売上割引 3,170 2,454 

不動産賃貸原価 1,883 1,866 

為替差損 － 6,804 

その他 876 487 

営業外費用合計 8,591 14,326 

経常利益又は経常損失（△） 220,644 △72,449 

特別利益   

固定資産売却益 － 295 

特別利益合計 － 295 

特別損失   

固定資産除却損 13,044 3,914 

特別損失合計 13,044 3,914 

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（△）

207,599 △76,068 

法人税、住民税及び事業税 27,364 2,568 

過年度法人税等 － 6,898 

法人税等調整額 61,153 △31,031 

法人税等合計 88,518 △21,564 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 119,080 △54,503 

㈱フジコー(3515)　平成22年3月期　第1四半期決算短信
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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（△）

207,599 △76,068 

減価償却費 113,540 116,422 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △30,937 2,147 

賞与引当金の増減額（△は減少） △89,041 △86,358 

長期未払金の増減額（△は減少） △21,272 － 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △152 △366 

受取利息及び受取配当金 △6,748 △5,199 

支払利息 2,661 2,713 

固定資産除却損 13,044 3,914 

売上債権の増減額（△は増加） 255,443 427,413 

たな卸資産の増減額（△は増加） △82,172 △4,987 

仕入債務の増減額（△は減少） △171,078 △390,268 

未払金の増減額（△は減少） － 34,474 

未払消費税等の増減額（△は減少） 7,665 13,951 

その他 75,473 87,758 

小計 274,026 125,547 

利息及び配当金の受取額 6,730 5,219 

利息の支払額 △2,101 △1,316 

法人税等の支払額 △104,708 △5,909 

営業活動によるキャッシュ・フロー 173,947 123,540 

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 50,000 300,000 

有形固定資産の取得による支出 △181,154 △61,642 

有形固定資産の売却による収入 － 1,000 

投資有価証券の取得による支出 △1,800 － 

貸付けによる支出 － △3,200 

貸付金の回収による収入 1,873 168 

投資活動によるキャッシュ・フロー △131,080 236,325 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 － △546 

配当金の支払額 △101,061 △62,594 

財務活動によるキャッシュ・フロー △101,061 △63,141 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △14,935 8,593 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △73,130 305,318 

現金及び現金同等物の期首残高 2,506,141 1,885,853 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,433,010 2,191,172 

㈱フジコー(3515)　平成22年3月期　第1四半期決算短信
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該当事項はありません。 

  

   【事業の種類別セグメント情報】 

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) 

当連結グループは、製品の種類・性質、製造方法、販売市場等の類似性から判断して、フェルト及

び不織布を専ら製造販売しているので、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) 

当連結グループは、製品の種類・性質、製造方法、販売市場等の類似性から判断して、フェルト及

び不織布を専ら製造販売しているので、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。 

   【所在地別セグメント情報】 

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) 

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が、90％を超えるため、所在地別セグメント

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) 

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が、90％を超えるため、所在地別セグメント

情報の記載を省略しております。 

   【海外売上高】 

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) 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高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) 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5)セグメント情報

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

㈱フジコー(3515)　平成22年3月期　第1四半期決算短信

- 9 -




