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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 7,141 △18.1 114 △70.7 183 △52.0 95 △54.5
21年3月期第3四半期 8,719 △5.5 388 △45.4 382 △48.2 209 △50.1

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3四半期 20.06 ―
21年3月期第3四半期 43.29 ―

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3四半期 13,039 9,074 69.6 1,913.10
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3四半期  9,074百万円 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
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

21年3月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00
22年3月期 ― 0.00 ―
22年3月期 

（予想）
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） 
（％表示は対前期増減率） 

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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

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－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 
 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3四半期 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3四半期  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3四半期 4,743,555株 21年3月期第3四半期 4,831,471株
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当第３四半期連結累計期間における日本経済は、企業収益の悪化による設備投資の低迷や雇用環境の

悪化による個人消費の冷え込みなど、依然として厳しく、円高とデフレの進行が企業業績の不透明感を

与えるなど景気の下押しリスクが懸念される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、今後の如何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３四半期連結累計期間における業績につきましては、売上高は71億41百万円（前

年同期比81.9％）、営業利益は１億14百万円（前年同期比29.3％）、経常利益は１億83百万円（前年同

期比48.0％）となりました。  

 なお、第３四半期純利益につきましては、95百万円（前年同期比45.5％）となりました。  

  

（１）資産・負債・純資産に関する分析 

当第３四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130億39百万円となり前連

結会計年度末に比べて１億18百万円の増加となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が２億70百

万円増加したものの商品及び製品が１億53百万円減少したことによるものであります。  

 負債の部は、39億65百万円となり、前連結会計年度末と比べて67百万円の増加となりました。これは

主に、未払法人税等が42百万円増加したことによるものであります。  

 純資産の部は、90億74百万円となり、前連結会計年度末と比べて51百万円増加となりました。これは

主に、利益剰余金が24百万円、その他有価証券評価差額金が28百万円、それぞれ増加したことによるも

のであります。  

（２）キャッシュ・フローに関する分析 

当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下資金）は、26億18百万円と前連結会

計年度末と比べ７億32百万円（38.8％）増加しました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、５億99百万円（前年同期比

317.9％増）となりました。  

 これは主に、税金等調整前四半期純利益１億72百万円、減価償却費３億62百万円、たな卸資産の減少

１億51百万円、法人税等の還付１億14百万円による増加と、減少要因としての売上債権の増加２億74百

万円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３四半期連結累計期間における投資活動の結果得られた資金は、２億４百万円（前第３四半期連

結累計期間は８億49百万円の減少）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、有形固定資産の取得による支出93百万円によるもの

であります。  

・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
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（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

当第３四半期連結累計期間における財務活動の結果使用した資金は、73百万円（前年同期比65.8％

減）となりました。  

 これは主に、配当金の支払いによるものであります。 

  

通期の業績予想につきましては、平成21年５月20日に発表しました通り変更はありません。 

  
  

該当事項はありません。 

  

①棚卸資産の評価方法 

当第３四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、第２四半期連結会計期

間末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出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案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。 

  

  

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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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３四半期連結会計期間末 
(平成21年12月31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 2,998,357 2,266,149 

受取手形及び売掛金 3,293,204 3,022,406 

有価証券 69,767 69,703 

商品及び製品 953,565 1,107,554 

仕掛品 199,991 190,961 

原材料及び貯蔵品 359,084 366,747 

繰延税金資産 56,863 78,410 

その他 65,448 225,269 

貸倒引当金 △9,657 △8,932 

流動資産合計 7,986,625 7,318,271 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,343,798 2,341,041 

減価償却累計額 △1,216,276 △1,157,061 

建物及び構築物（純額） 1,127,521 1,183,980 

機械装置及び運搬具 5,443,902 5,403,508 

減価償却累計額 △4,472,759 △4,244,918 

機械装置及び運搬具（純額） 971,142 1,158,589 

土地 1,006,582 1,006,582 

建設仮勘定 3,683 36,239 

その他 223,026 222,958 

減価償却累計額 △187,746 △188,840 

その他（純額） 35,280 34,117 

有形固定資産合計 3,144,210 3,419,509 

無形固定資産 10,154 11,261 

投資その他の資産   

投資有価証券 738,336 996,301 

関係会社出資金 184,594 184,594 

繰延税金資産 441,947 456,073 

その他 569,012 575,497 

貸倒引当金 △35,138 △40,224 

投資その他の資産合計 1,898,752 2,172,242 

固定資産合計 5,053,117 5,603,012 

資産合計 13,039,743 12,921,284 
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末 
(平成21年12月31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 1,873,236 1,869,088 

短期借入金 350,000 350,000 

未払法人税等 48,369 5,726 

賞与引当金 77,436 155,277 

その他 277,801 203,067 

流動負債合計 2,626,843 2,583,160 

固定負債   

社債 300,000 300,000 

退職給付引当金 833,503 811,121 

その他 204,706 203,393 

固定負債合計 1,338,209 1,314,515 

負債合計 3,965,053 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 5,948,422 5,924,410 

自己株式 △167,623 △167,076 

株主資本合計 9,096,912 9,073,446 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 15,113 △13,787 

為替換算調整勘定 △37,335 △36,050 

評価・換算差額等合計 △22,222 △49,838 

純資産合計 9,074,690 9,023,608 

負債純資産合計 13,039,743 12,921,284 
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 8,719,736 7,141,902 

売上原価 7,029,207 5,793,140 

売上総利益 1,690,529 1,348,762 

販売費及び一般管理費 1,301,654 1,234,748 

営業利益 388,874 114,013 

営業外収益   

受取利息 8,923 4,375 

受取配当金 8,801 5,306 

不動産賃貸料 55,801 62,772 

助成金収入 － 24,085 

その他 11,544 16,142 

営業外収益合計 85,070 112,682 

営業外費用   

支払利息 8,629 8,219 

売上割引 8,948 7,044 

不動産賃貸原価 5,651 5,599 

社債発行費 9,296 － 

為替差損 56,318 20,770 

その他 2,128 1,075 

営業外費用合計 90,972 42,709 

経常利益 382,972 183,987 

特別利益   

固定資産売却益 22 295 

特別利益合計 22 295 

特別損失   

固定資産除却損 13,723 8,934 

投資有価証券清算損 － 3,133 

特別損失合計 13,723 12,067 

税金等調整前四半期純利益 369,271 172,215 

法人税、住民税及び事業税 91,681 63,018 

法人税等調整額 68,453 14,019 

法人税等合計 160,135 77,038 

四半期純利益 209,136 95,177 

-7-

254
タイプライタ
株式会社フジコ－（3515）平成22年３月期第3四半期決算短信



【第３四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 2,850,680 2,666,871 

売上原価 2,312,834 2,098,010 

売上総利益 537,846 568,860 

販売費及び一般管理費 440,142 424,643 

営業利益 97,703 144,216 

営業外収益   

受取利息 2,277 639 

受取配当金 2,146 1,299 

不動産賃貸料 20,689 21,149 

為替差益 － 4,695 

助成金収入 － 2,596 

その他 1,839 1,924 

営業外収益合計 26,952 32,305 

営業外費用   

支払利息 3,009 2,777 

売上割引 2,905 2,419 

不動産賃貸原価 1,883 1,866 

為替差損 58,512 － 

その他 38 102 

営業外費用合計 66,350 7,165 

経常利益 58,305 169,356 

特別利益   

特別利益合計 － － 

特別損失   

固定資産除却損 － 4,942 

投資有価証券清算損 － 3,133 

特別損失合計 － 8,075 

税金等調整前四半期純利益 58,305 161,280 

法人税、住民税及び事業税 △34,440 32,404 

法人税等調整額 58,729 30,253 

法人税等合計 24,288 62,658 

四半期純利益 34,016 98,622 
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 369,271 172,215 

減価償却費 375,526 362,457 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △28,886 22,381 

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） 12,312 733 

受取利息及び受取配当金 △17,724 △9,682 

支払利息 8,629 8,219 

投資有価証券清算損 － 3,133 

固定資産除却損 13,723 8,934 

売上債権の増減額（△は増加） △82,733 △274,329 

たな卸資産の増減額（△は増加） △216,947 151,832 

仕入債務の増減額（△は減少） 39,864 6,250 

その他 △94,320 53,398 

小計 357,444 505,544 

利息及び配当金の受取額 17,477 12,649 

利息の支払額 △6,583 △6,767 

法人税等の還付額 － 114,821 

法人税等の支払額 △224,831 △26,504 

営業活動によるキャッシュ・フロー 143,506 599,743 

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 △450,000 △450,000 

定期預金の払戻による収入 － 450,000 

有価証券の償還による収入 55,000 300,000 

有形固定資産の取得による支出 △403,203 △93,900 

有形固定資産の売却による収入 210 1,000 

投資有価証券の取得による支出 △54,595 － 

投資有価証券の売却による収入 1,288 － 

貸付けによる支出 － △3,200 

貸付金の回収による収入 2,110 555 

投資活動によるキャッシュ・フロー △849,190 204,455 

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） △100,000 － 

リース債務の返済による支出 － △1,314 

社債の発行による収入 300,000 － 

社債の償還による支出 △200,000 － 

自己株式の取得による支出 △97,300 △546 

配当金の支払額 △116,838 △71,365 

財務活動によるキャッシュ・フロー △214,138 △73,227 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △11,869 1,300 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △931,692 732,271 

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 1,574,448 2,618,125 
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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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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
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