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

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 9,503 △10.6 183 △9.2 284 21.2 166 40.1
21年3月期 10,629 △11.6 202 △74.7 234 △70.5 118 △72.2

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 ％ ％ ％

22年3月期 35.05 ― 1.8 2.2 1.9
21年3月期 24.67 ― 1.3 1.8 1.9

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

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 12,976 9,175 70.7 1,934.35
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  9,175百万円 21年3月期  9,023百万円

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

22年3月期 906 220 △74 2,941
21年3月期 460 △834 △216 1,885

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 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 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00 71 60.8 0.8
22年3月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00 71 42.8 0.8
23年3月期 

（予想）
― 0.00 ― 18.00 18.00 31.9

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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） 

 

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

4,950 10.6 185 ― 210 ― 109 ― 22.98

通期 10,100 6.3 440 139.6 510 79.0 268 61.2 56.50

－ 1 －



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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注） １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、24ペ－ジ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ― 社 （ 社名 ） 除外 ― 社 （ 社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
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 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  256,553株 21年3月期  255,653株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(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 ％

22年3月期 9,328 △10.9 172 △2.7 275 31.1 155 57.0
21年3月期 10,465 △12.2 176 △77.5 210 △73.1 99 △76.0

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

22年3月期 32.86 ―
21年3月期 20.64 ―

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 12,844 9,035 70.3 1,904.76
21年3月期 12,689 8,895 70.1 1,874.87

（参考） 自己資本 22年3月期  9,035百万円 21年3月期  8,895百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
(将来に関する記述等についてのご注意） 
 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、
実際の実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あたっての注意事項につきまして
は、３ペ－ジ「1、経営成績 （1）経営成績に関する分析」をご覧ください。 

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 
累計期間

4,900 11.6 180 ― 205 801.8 105 ― 22.14

通期 10,000 7.2 430 149.9 500 81.3 260 66.8 54.81

－ 2 －
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① 当期の経営成績 

当連結会計年度における日本経済は、企業収益に一部改善がみられるなど景気は最悪の状況を脱

し、持ち直しの動きが見られるものの自律性には乏しく、また厳しい雇用情勢やデフレなどの懸念要

因もあり、先行きの不透明感を払拭できないまま推移してまいりました。  

 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ってまいりました。 

 事業の拡大につきましては、新分野の開拓や新製品の開発、コスト競争力の強化に重点をおいた事

業基盤の構築を強力に推し進め、販売増強による収益の拡大につとめてまいりました。 

 また、海外事業につきましては、グローバルな営業体制・生産体制の強化をはかり、環境資材、情

報通信資材の特許品等を中心に、アジア、欧州、米国等海外成長市場への展開により増販につとめて

まいりました。 

 これらの結果、当連結会計年度の業績につきましては、売上高は95億３百万円（前連結会計年度比

89.4％）と減収となりました。 

 利益面におきましては、原材料価格が高止まりしている影響を、徹底した生産体制の革新により、

収益力の向上につとめた結果、営業利益は１億83百万円(前連結会計年度比90.8％）、経常利益は２

億84百万円（前連結会計年度比121.2％）、当期純利益は、１億66百万円（前連結会計年度比

140.1％）になりました。 

② 次期の見通し 

今後のわが国経済見通しにつきましては、景気低迷の長期化、雇用情勢や所得環境の悪化や個人消

費の低迷も懸念されるなど、引き続き予断を許さない経営環境で推移するものと思われます。 

 このような環境のもと、当社グループとしましては、引き続き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を経営の基本として、高品質・高機能の不織布・フェルトの技術開発を推進

し、お客さま満足度を向上させてまいります。  

 なお、今後とも収益力の改善対策として、一段の生産体制の効率化や、新製品の開発によりコスト

競争力の強化をはかり、企業価値の向上につとめてまいります。  

 海外関係につきましては、グローバルな運営体制のもと、アジア、欧州、米国などで環境資材や情

報通信資材ならびに高速車両用資材を中心に積極的な事業展開をはかるとともに、子会社「富士工香

港有限公司」の深圳加工工場での生産増強により、活動基盤を拡大し、より強固な事業基盤を構築し

てまいります。  

 環境面につきましては、当社グループは、ＩＳＯ14001を通じ、地球環境保全に取り組み、環境に

配慮した事業活動を環境方針に掲げ、ホームページ等を通じ社外へ開示しております。  

 また、当社グループの技術の優位性の追求及びコンプライアンスの一層の徹底にも積極的に取り組

み、継続的な株主価値の向上につとめてまいります。  

 次期の連結業績見通しにつきましては、売上高101億円（当連結会計年度比106.3％）、営業利益は

４億40百万円（当連結会計年度比239.6％）、経常利益は５億10百万円（当連結会計年度比

179.0％）、当期純利益２億68百万円（当連結会計年度比161.2％）を見込んでおります。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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① 資産・負債及び純資産の状況  

当連結会計年度における資産、負債及び純資産は、総資産が129億76百万円と前連結会計年度に比

べて55百万円増加となりました。資産の部では流動資産が７億89百万円増額、固定資産が７億33百万

円減少しました。 

 負債の部では流動負債が18百万円減少し、固定負債が77百万円減少しました。純資産の部は、１億

51百万円増加し、91億75百万円となりました。 

② キャッシュ・フローに関する分析 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下資金）は29億41百万円と前連結会計年度に比べ

て10億55百万円（56.0％）増加しました。 

 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） 

当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は、９億６百万円（前連結会計年度比96.9％

増）となりました。 

 これは主に、税金等調整前当期純利益２億86百万円、減価償却費４億87百万円等による増加と、減

少要因として仕入債務の減少額１億53百万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） 

当連結会計年度における投資活動の結果得られた資金は２億20百万円（前連結会計年度は８億34百

万円減少）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１億11百万円使用したこと

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）  

当連結会計年度における財務活動の結果使用した資金は74百万円（前連結会計年度比65.7％減）と

なりました。  

 これは主に、配当金の支払71百万円等によるものであります。  

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
（注）自己資本比率：自己資本／総資本 

   時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

   キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

   インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

   １．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

   ２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出して おります。 

   ３．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

   ４．営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用 

     しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負 

     債を対象としております。また、利払いにつきましては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額 

     を使用しております。 

(2) 財政状態に関する分析

平成18年3月期 平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期

自己資本比率 66.0 66.0 66.9 69.8 70.7

時価ベースの自己資本比率 54.9 42.1 27.7 20.1 31.0

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率

143.5 62.8 75.1 141.2 71.7

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ

53.9 112.0 80.8 43.7 83.4

－ 4 －
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当社における配当の基本方針は、株主の皆さまに対する利益還元を経営の最重要政策の一つと考え、

配当性向、財務状況を総合的に勘案して安定配当を行うこととしております。  

 内部留保につきましては、経営体質の強化及び将来の事業展開のために有効活用し、企業競争力の強

化に取り組んでまいります。  

 当期の配当につきましては、安定配当の基本方針のもと１株当たり、普通配当15円を予定しておりま

す。  

 次期の配当につきましては、１株当たり普通配当18円を予定しております。  

当社グループの経営成績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには、以下のようなもの

があります。なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが

判断したものであります。 

① 経済状況 

当社グループ製品を販売しているさまざまな市場における経済状況の影響を受けます。従いまして

日本及びアジアを中心とした海外の主要市場における景気後退及びそれに伴う需要の縮小は、当社グ

ループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

② 新製品開発力 

当社グループ収入は、革新的な新製品開発が売上に大きく寄与しております。当社グループは、環

境・情報通信資材、電気・自動車資材などの新製品による収入が、引き続き当社グループの基盤と考

えており、将来の成長のウエイトを主に革新的な新製品の開発と販売においております。  

 当社グループは、継続して斬新で魅力ある新製品を開発できると考えておりますが、環境の急速な

変化等により、当社グループが市場からの支持を獲得できる新製品、または新技術を正確に予想でき

るとは限らず、またこれらの製品の販売が成功する保証はありません。  

 以上のリスクをはじめとして、当社グループが業界と市場の変化を十分に予測できず、魅力ある新

製品を開発できない場合には、業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

③ 価格競争 

当社グループが属している各製品市場における激しい価格競争が予想されます。当社グループは、

技術的に進化した高品質で高付加価値の製品を送り出すことができる企業であると確信しております

が、将来におきましても有効に競争できるという保証はありません。価格面での圧力、または有効に

競争できないことにより当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

④ 原材料の市況変動 

当社グループの不織布、フェルト事業におきましては、天然繊維及び合成繊維を主原料として使用

しております。従いまして、繊維原料の市況が上昇する局面では、取引業者からの価格引き上げ要請

の可能性があります。  

 当社グループでは、随時市況価格を注視しながら取引業者との価格交渉にあったっておりますが、

今後、市況動向次第では、原材料費の上昇が当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク

－ 5 －
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⑤ 知的財産 

当社グループでは、新規開発製品に関するもので知的財産の保護の対象となる可能性のあるものに

つきましては、必要に応じて特許・商標などの取得を目指しておりますが必ずしもかかる権利を取得

できるとは限りません。  

 当社グループの技術、ノウハウなどが特許権、又は商標権などとして保護されず他者に先んじられ

た場合には、当社グループ製品の開発、または、販売に支障が生じ、当社グループの業績に影響を及

ぼす可能性があります。 

⑥ 退職給付債務 

当社グループの従業員退職給付費用及び債務は、割引率等数理計算上で設定される前提条件や年金

資産の期待運用収益率に基づいて算出されております。実際の結果が前提条件と異なる場合、または

前提条件が変更された場合、その影響は累積され、将来にわたって規則的に認識されるため、一般的

には将来期間において認識される費用及び計上される債務に影響を及ぼします。今後一層の割引率の

低下や、運用利回りの悪化は、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

⑦ 今後の海外展開 

当社グループは、現在海外事業に加えて、中国、欧州、米国及びその他のアジアの国々等におきま

して、事業の拡大を計画しておりますが、現在の経済状況、知的財産保護の欠如、不安定な国際情勢

など、さまざまな問題及びリスクに対応できない場合、当社グループはの業績及び財務状況に影響を

及ぼす可能性があります。 

  

 最近の有価証券報告書（平成21年6月30日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び

「関係会社の状況」から重要な変更がないため開示を省略しております。 

2.  企業集団の状況
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当社グループは、ニードルパンチ不織布・プレスフェルトを通じて、現代社会のあらゆる分野での貢

献と、地球環境にやさしい企業の実現に取り組んでおります。  

 また、全力を使って付加価値を創出し、企業価値を高め、２１世紀に伸びる企業を目指しておりま

す。  

前述の「経営の基本方針」に記載のとおり、当社グループは、物作りNo.１、シェアーNo.１の高収益

企業を目指しており、売上高経常利益率8.0％の達成を目標にしております。 

当社グループは、ニードルパンチ不織布・プレスフェルト技術を駆使して、環境・情報通信資材、電

気・自動車資材、建装・衣料資材、帽子・帽材の４事業部門で事業展開を進めております。 

 ＩＴ（情報技術）分野の進展により社会構造、経済構造が変化する中で、経営効率の向上と企業体質

の構造改革につとめるため、下記の施策に取り組んでおります。 

① 物作りNo.１、シェアーNo.１への基盤強化  

ニードルパンチ不織布・プレスフェルトの特性を見つめ、物作りにおいて高機能製品・高品質製品

の生産活動の推進をする一方、ニーズにあった製品開発とお客さま本位の製品販売により、物作り

No.１、シェアーNo.１体制への基盤を高めるべく注力しております。  

② 高収益企業体質へ改革 

生産工程の効率化、リードタイム短縮による生産性向上及び品質管理の強化を通じ、高収益体質へ

と変革してまいります。 

③ 地球環境にやさしい企業の実現  

循環型社会形成に適合するために、地球環境にやさしい製品の開発と質の高い省エネルギー、省資

源、ゼロエミッションの継続を柱に取り組んでおります。 

２１世紀にふさわしい事業領域を明確化することにより、企業価値の増加につとめてまいります。 

 また、経済環境の変化に的確に対応できる企業体質の実現に向けて、現場主義、足で稼ぐ、スピード

アップ、情報の共有化の定着をはかり、危機感をもって企業風土の変革を進めてまいります。 

  

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。  

        （当社のホームページ）  

         http:www.fujico-jp.com  

（大阪証券取引所ホームページ（「ＪＤＳ」検索ページ）  

         http://jds.jasdaq.co.jp./tekiji/  

  

  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題
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4. 連結財務諸表

(1)【連結貸借対照表】

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,266,149 3,321,376

受取手形及び売掛金 3,022,406 3,037,278

有価証券 69,703 69,781

商品及び製品 1,107,554 1,048,981

仕掛品 190,961 190,664

原材料及び貯蔵品 366,747 314,525

繰延税金資産 78,410 98,080

未収還付法人税等 119,235 －

その他 106,033 48,080

貸倒引当金 △8,932 △21,225

流動資産合計 7,318,271 8,107,543

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,341,041 2,344,797

減価償却累計額 △1,157,061 △1,233,102

建物及び構築物（純額） 1,183,980 1,111,695

機械装置及び運搬具 5,403,508 5,430,908

減価償却累計額 △4,244,918 △4,560,296

機械装置及び運搬具（純額） 1,158,589 870,612

土地 1,006,582 990,552

リース資産 3,048 6,620

減価償却累計額 △762 △1,821

リース資産（純額） 2,286 4,798

建設仮勘定 36,239 16,388

その他 219,910 222,335

減価償却累計額 △188,078 △190,696

その他（純額） 31,831 31,639

有形固定資産合計 3,419,509 3,025,686

無形固定資産

リース資産 5,988 4,790

ソフトウエア 472 2,478

電話加入権 4,800 4,800

無形固定資産合計 11,261 12,070

投資その他の資産

投資有価証券 ※1 996,301 ※1 781,710

関係会社出資金 ※1 184,594 ※1 184,594

繰延税金資産 456,073 345,692

その他 575,497 554,818

貸倒引当金 △40,224 △35,137

投資その他の資産合計 2,172,242 1,831,678

固定資産合計 5,603,012 4,869,435

資産合計 12,921,284 12,976,979
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,869,088 1,720,134

短期借入金 350,000 350,000

リース債務 1,997 2,935

未払法人税等 5,726 55,298

未払費用 83,235 81,994

賞与引当金 155,277 156,004

その他 117,834 198,251

流動負債合計 2,583,160 2,564,619

固定負債

社債 300,000 300,000

リース債務 6,390 6,971

長期未払金 119,941 －

退職給付引当金 811,121 829,508

繰延税金負債 779 246

その他 76,282 100,127

固定負債合計 1,314,515 1,236,854

負債合計 3,897,675 3,801,473

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 5,924,410 6,019,503

自己株式 △167,076 △167,623

株主資本合計 9,073,446 9,167,992

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △13,787 42,155

為替換算調整勘定 △36,050 △34,642

評価・換算差額等合計 △49,838 7,512

純資産合計 9,023,608 9,175,505

負債純資産合計 12,921,284 12,976,979
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(2)【連結損益計算書】

（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日

 至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日

 至 平成22年３月31日)

売上高 10,629,966 9,503,542

売上原価 ※1 8,697,154 ※1 7,654,286

売上総利益 1,932,812 1,849,256

販売費及び一般管理費 ※2, ※3 1,730,546 ※2, ※3 1,665,623

営業利益 202,266 183,632

営業外収益

受取利息 11,853 6,110

受取配当金 12,533 9,060

不動産賃貸料 76,439 84,009

助成金収入 － 28,601

その他 14,133 22,239

営業外収益合計 114,960 150,021

営業外費用

支払利息 11,386 10,870

売上割引 11,233 9,397

たな卸資産廃棄損 541 508

不動産賃貸原価 － 7,466

社債発行費償却 9,296 －

為替差損 40,100 19,106

その他 9,687 1,415

営業外費用合計 82,245 48,765

経常利益 234,981 284,888

特別利益

固定資産売却益 ※4 22 ※4 17,141

特別利益合計 22 17,141

特別損失

固定資産除却損 ※5 14,353 ※5 10,840

固定資産売却損 － ※6 123

投資有価証券評価損 37,502 －

投資有価証券清算損 － 3,133

ゴルフ会員権売却損 － 1,642

特別損失合計 51,855 15,740

税金等調整前当期純利益 183,148 286,290

法人税、住民税及び事業税 19,820 67,867

法人税等調整額 44,679 52,164

法人税等合計 64,500 120,032

当期純利益 118,648 166,258
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(3)【連結株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日

 至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日

 至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 1,716,300 1,716,300

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,716,300 1,716,300

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 1,599,813 1,599,813

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,599,813 1,599,813

利益剰余金

前期末残高 5,923,000 5,924,410

当期変動額

剰余金の配当 △117,238 △71,165

当期純利益 118,648 166,258

当期変動額合計 1,410 95,092

当期末残高 5,924,410 6,019,503

自己株式

前期末残高 △69,437 △167,076

当期変動額

自己株式の取得 △97,638 △546

当期変動額合計 △97,638 △546

当期末残高 △167,076 △167,623

株主資本合計

前期末残高 9,169,675 9,073,446

当期変動額

剰余金の配当 △117,238 △71,165

当期純利益 118,648 166,258

自己株式の取得 △97,638 △546

当期変動額合計 △96,228 94,545

当期末残高 9,073,446 9,167,992
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日

 至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日

 至 平成22年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 74,160 △13,787

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△87,948 55,943

当期変動額合計 △87,948 55,943

当期末残高 △13,787 42,155

為替換算調整勘定

前期末残高 △2,811 △36,050

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△33,239 1,407

当期変動額合計 △33,239 1,407

当期末残高 △36,050 △34,642

評価・換算差額等合計

前期末残高 71,349 △49,838

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△121,187 57,350

当期変動額合計 △121,187 57,350

当期末残高 △49,838 7,512

純資産合計

前期末残高 9,241,024 9,023,608

当期変動額

剰余金の配当 △117,238 △71,165

当期純利益 118,648 166,258

自己株式の取得 △97,638 △546

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △121,187 57,350

当期変動額合計 △217,415 151,896

当期末残高 9,023,608 9,175,505
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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 平成20年４月１日

 至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日

 至 平成22年３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 183,148 286,290

減価償却費 512,829 487,811

退職給付引当金の増減額（△は減少） △34,525 18,386

長期未払金の増減額（△は減少） △21,272 △96,102

貸倒引当金の増減額（△は減少） 37,229 12,300

受取利息及び受取配当金 △24,386 △15,170

支払利息 11,386 10,870

投資有価証券評価損益（△は益） 37,502 －

投資有価証券売却損益（△は益） △884 －

投資有価証券清算損 － 3,133

固定資産売却損益（△は益） △22 △17,141

固定資産除却損 14,353 10,840

売上債権の増減額（△は増加） 777,166 △11,945

たな卸資産の増減額（△は増加） △307,084 112,031

仕入債務の増減額（△は減少） △439,529 △153,679

その他 △65,929 163,669

小計 679,982 811,295

利息及び配当金の受取額 24,097 19,392

利息の支払額 △10,542 △10,870

法人税等の還付額 － 114,821

法人税等の支払額 △233,214 △28,081

営業活動によるキャッシュ・フロー 460,322 906,556

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 455,000 300,000

有形固定資産の取得による支出 △483,146 △111,194

有形固定資産の売却による収入 210 34,551

投資有価証券の取得による支出 △361,330 －

投資有価証券の売却による収入 2,372 －

貸付けによる支出 － △3,200

貸付金の回収による収入 2,229 749

投資活動によるキャッシュ・フロー △834,665 220,906

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 －

社債の発行による収入 300,000 －

社債の償還による支出 △200,000 －

リース債務の返済による支出 △1,997 △2,232

自己株式の取得による支出 △97,638 △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 △216,475 △74,144

現金及び現金同等物に係る換算差額 △29,468 1,985

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △620,287 1,055,304

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期末残高 1,885,853 2,941,157
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前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 該当事項はありません。 

(5) 継続企業の前提に関する注記
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(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事

項

連結子会社の数  １社 

連結子会社の名称 富士工香港有限公司

 なお、子会社のうち、㈲フジコーサー

ビスは連結の範囲に含めておりません。

 非連結子会社の総資産、売上高、当期

純損益及び利益剰余金(持分に見合う額)

等は連結の総資産、売上高、当期純損益

及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ小規模であることから全体と

しても連結財務諸表に重要な影響を及ぼ

しておりません。

同左

２ 持分法の適用に関する

事項

 非連結子会社１社及び関連会社１社

(定興麗達制帽有限公司)については、そ

れぞれ当期純損益及び利益剰余金等に及

ぼす影響が軽微であり、かつ全体として

も重要性がないため、これらの会社に対

する投資については、持分法の適用から

除外し、原価法によって評価しておりま

す。

同左

３ 連結子会社の事業年度

等に関する事項

 連結子会社の富士工香港有限公司の決

算日は12月31日であります。 

 連結財務諸表の作成に当たっては、12

月31日現在の財務諸表を使用し、連結決

算日との間に生じた重要な取引は、連結

上必要な調整を行っております。

同左

４ 会計処理基準に関する

事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

 ① 有価証券

  ａ 満期保有目的の債券

     償却原価法(定額法)

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

 ① 有価証券

  ａ 満期保有目的の債券

同左

  ｂ その他有価証券

    時価のあるもの

決算末日の市場価格等に基づ

く時価法(評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算

定しております)

    時価のないもの

     移動平均法による原価法

  ｂ その他有価証券

    時価のあるもの

同左

    時価のないもの

同左

 ② たな卸資産

 商品、製品、原材料、仕掛品及

び貯蔵品

     総平均法による原価法

    (収益性の低下における簿価切り 

  下げの方法）

（会計方針の変更）

当連結会計年度より、「棚卸資産の評

価に関する会計基準」（企業会計基準第

9号 平成18年7月5日公表分）を適用して

おります。  

これにより、営業利益、経常利益及び税

金等調整前当期純利益は、それぞれ

23,310千円減少しております。

 ② たな卸資産

同左

 
  
 
  
 

─────
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方

法

 ① 有形固定資産(リース資産を除く)

   定率法によっております。

   (在外連結子会社は定額法)

ただし、親会社は、平成10年４月

１日以降取得した建物(建物附属設

備を除く)については、定額法によ

っております。

なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。

建物    26年～50年 

機械装置  ５年～７年

また、平成19年３月31日以前に取

得したものについては、償却可能限

度額まで償却が終了した翌年から５

年間で均等償却する方法によってお

ります。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方

法

 ① 有形固定資産(リース資産を除く)

同左

   

（追加情報）

 有形固定資産の耐用年数の変更

機械装置については、従来、耐用年

数を５年～10年としておりましたが、

当連結会計年度より５年～７年に変更

しました。

この変更は、平成20年度法人税法の

改正を契機として資産の利用状況を見

直した結果、当連結会計年度より、改

正後の法人税法に基づく法定耐用年数

を用いて減価償却を計算しておりま

す。 

これに伴い、従来の方法によった場

合と比較して、当連結会計年度の減価

償却費は93,124千円増加し、営業利益

は78,854千円、経常利益及び税金等調

整前当期純利益はそれぞれ78,858千円

減少しております。

─────

 ② 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における見込利用可

能期間（５年）に基づく定額法によ

っております。

 ② 無形固定資産(リース資産を除く)

同左

 ③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存

価額をゼロとして算定する定額法に

よっております。

 ③ リース資産

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(3) 繰延資産の処理方法

社債発行費の処理方法

支出時に全額費用として処理して

おります。

(3) 繰延資産の処理方法

同左

(4) 重要な引当金の計上基準

 ① 貸倒引当金

親会社は、債権の貸倒れによる損

失に備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念債権

及び破産更生債権等については個別

に回収可能性を検討し、回収不能見

込額を計上しております。

(4) 重要な引当金の計上基準

 ① 貸倒引当金

同左

 ② 賞与引当金

親会社は、従業員の賞与の支給に

充てるため、支給見込額に基づき計

上しております。

 ② 賞与引当金

同左

 ③ 退職給付引当金

親会社は、従業員の退職給付に備

えるため、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産の見込

額に基づき計上しております。

数理計算上の差異については、そ

の発生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数(９年)による定

額法によりそれぞれ発生の翌連結会

計年度から費用処理しております。

 ③ 退職給付引当金

同左

 (会計方針の変更)

当連結会計年度より、「退職給付に

係る会計基準」の一部改正( その

３)」(企業会計基準委員会 平成20年

７月31日 企業会計基準第19号)を適用

しております。この変更が損益に与え

る影響はありません。

(追加情報)

親会社は、従来適格退職年金に加入

しておりましたが、平成22年２月１日

より確定給付型の企業年金制度へ移行

しております。

(5) その他連結財務諸表作成のための重

要な事項

① 社債発行費の処理方法

 支出時に全額費用として処理 

 しております。

② 消費税等の会計処理

 税抜方式によっております。

(5) その他連結財務諸表作成のための重

要な事項

───

 

 

消費税等の会計処理

同左

５ 連結子会社の資産及び

負債の評価に関する事

項

 連結子会社の資産及び負債の評価方法

は全面時価評価法によっております。 同左

６ 連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金

の範囲

 手許現金、要求払預金及び取得日から

３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の

高い、容易に換金可能であり、かつ価値

の変動について僅少なリスクしか負わな

い短期的な投資からなっております。

同左
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 表示方法の変更 

  

 

(7) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

 会計方針の変更 

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関

する当面の取扱いの適用）

 当連結会計年度から「連結財務諸表作成における在外

子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基

準委員会 実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を

適用しております。

 なお、これによる当連結会計年度の損益への影響はあ

りません。

─────

 

 

 

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(連結貸借対照表） 

 財務諸表等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）が適用となることに伴い、

前連結会計年度において、「たな卸資産」として掲記さ

れたものは、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕

掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる

「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、

それぞれ779,344千円、215,183千円、384,617千円であ

ります。

(連結貸借対照表）

 前連結会計年度において独立掲記しておりました「長

期未払金」（当連結会計年度23,839千円）は、金額が僅

少となったため、当連結会計年度においては固定負債の

「その他」に含めて表示しております。 
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(8) 連結財務諸表に関する注記事項

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(平成22年３月31日)

 

※１ 非連結子会社及び関連会社に係る注記

   非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の

とおりであります。

投資その他の資産

投資有価証券 6,909千円

関係会社出資金 184,594千円
 

※１ 非連結子会社及び関連会社に係る注記

   非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の

とおりであります。

投資その他の資産

投資有価証券 6,909千円

関係会社出資金 184,594千円

 

 ２ 保証債務

   従業員の持家融資制度による銀行借入金について

債務保証をしております。

従業員 8,589千円
 

 ２ 保証債務

   従業員の持家融資制度による銀行借入金について

債務保証をしております。

従業員 8,994千円

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

※１ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の

低下による簿価切下額

売上原価 23,310千円
 

※１ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の

低下による簿価切下額

売上原価 28,048千円

 

※２ 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。

荷造・運賃 329,333千円

給料 349,775千円

貸倒引当金繰入額 37,229千円

賞与引当金繰入額 53,315千円

退職給付費用 33,163千円
 

※２ 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。

荷造・運賃 302,815千円

給料 372,935千円

貸倒引当金繰入額 12,300千円

賞与引当金繰入額 57,301千円

退職給付費用 35,395千円

※３ 一般管理費に含まれる研究開発費は、101,099千

円であります。

   なお、当期製造費用には研究開発費は含まれてお

りません。

※３ 一般管理費に含まれる研究開発費は、79,442千円

であります。

   なお、当期製造費用には研究開発費は含まれてお

りません。

 

※４ 固定資産売却益の内容は、次のとおりでありま

す。

機械装置及び運搬具 22千円
 

※４ 固定資産売却益の内容は、次のとおりでありま

す。

土地 17,141千円

 

※５ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。

建物及び構築物 50千円

機械装置及び運搬具 9,550千円

その他 4,752千円

計 14,353千円
 

※５ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。

建物及び構築物 66千円

機械装置及び運搬具 10,327千円

その他 446千円

計 10,840千円

 

※６ 固定資産売却損の内容は、次のとおりでありま

す。

機械装置 123千円
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前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  
２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

 取締役会決議による自己株式の取得による増加 140,000株 

 単元未満株式の買取りによる増加         579株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

   該当事項はありません。 
  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 5,000,000 ― ― 5,000,000

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 115,074 140,579 ― 255,653

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

平成20年６月27日 
定時株主総会

普通株式 117,238 24 平成20年３月31日 平成20年６月30日

決議 株式の種類 配当の原資
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

平成21年６月26日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 71,165 15 平成21年３月31日 平成21年６月29日
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当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  
２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加          900株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

    該当事項はありません。 
  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 5,000,000 ─ ─ 5,000,000

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 255,653 900 ─ 256,553

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

平成21年６月26日 
定時株主総会

普通株式 71,165 15 平成21年３月31日 平成21年６月29日

決議 株式の種類 配当の原資
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

平成22年６月29日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 71,151 15 平成22年３月31日 平成22年６月30日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 2,266,149千円

有価証券勘定 69,703千円

計 2,335,853千円

取得日から償還日までの期間が３ヶ月
を超える債券等

△450,000千円

現金及び現金同等物 1,885,853千円
  

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 3,321,376千円

有価証券勘定 69,781千円

計 3,391,157千円

取得日から償還日までの期間が３ヶ月
を超える債券等

△450,000千円

現金及び現金同等物 2,941,157千円
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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。 

  

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合が

いずれも90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合が

いずれも90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

連結売上高に対し10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

連結売上高に対し10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

２ 所在地別セグメント情報

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

３ 海外売上高

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

  

 
  

２ １株当たり当期純利益 

  

 
  

（開示の省略） 

リース取引関係、関連当事者情報、税効果会計関係、金融商品関係、有価証券関係、デリバティ

ブ取引関係、退職給付関係、ストック・オプション等関係、企業結合等関係及び賃貸等不動産に関

する注記につきましては、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省

略致します。 

  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 
１株当たり純資産額 1,901円97銭

 
１株当たり純資産額 1,934円35銭

 
１株当たり当期純利益 24円67銭

 
１株当たり当期純利益 35円05銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在

株式がないため記載しておりません。

同左

項目
前連結会計年度

(平成21年３月31日)
当連結会計年度

(平成22年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 9,023,608 9,175,505

普通株式に係る純資産額(千円) 9,023,608 9,175,505

普通株式の発行済株式数(千株) 5,000 5,000

普通株式の自己株式数(千株) 255 256

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株
式の数(千株)

4,744 4,743

項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当期純利益(千円) 118,648 166,258

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ─

普通株式に係る当期純利益(千円) 118,648 166,258

普通株式の期中平均株式数(千株) 4,810 4,743
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5. 個別財務諸表

(1)【貸借対照表】

（単位：千円）

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,135,823 3,214,908

受取手形 1,030,225 1,110,454

売掛金 1,987,533 1,995,008

有価証券 69,703 69,781

商品及び製品 1,038,747 979,329

仕掛品 190,961 190,664

原材料及び貯蔵品 366,747 314,525

前渡金 96 4,329

前払費用 30,316 14,097

繰延税金資産 72,771 91,910

未収入金 43,398 25,545

未収還付法人税等 119,235 －

その他 30,425 3,090

貸倒引当金 △9,451 △22,164

流動資産合計 7,106,536 7,991,481

固定資産

有形固定資産

建物 2,138,347 2,141,301

減価償却累計額 △997,261 △1,066,775

建物（純額） 1,141,085 1,074,525

構築物 202,694 203,496

減価償却累計額 △159,799 △166,326

構築物（純額） 42,895 37,169

機械及び装置 5,350,576 5,395,161

減価償却累計額 △4,193,856 △4,525,264

機械及び装置（純額） 1,156,719 869,897

車両運搬具 52,932 35,747

減価償却累計額 △51,062 △35,032

車両運搬具（純額） 1,869 714

工具、器具及び備品 194,933 192,488

減価償却累計額 △178,396 △174,592

工具、器具及び備品（純額） 16,537 17,896

土地 1,006,582 990,552

リース資産 3,048 6,620

減価償却累計額 △762 △1,821

リース資産（純額） 2,286 4,798

建設仮勘定 36,239 16,388

有形固定資産合計 3,404,215 3,011,943

無形固定資産

リース資産 5,988 4,790

ソフトウエア 472 2,478

電話加入権 4,800 4,800

無形固定資産合計 11,261 12,070
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（単位：千円）

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 989,392 774,800

関係会社株式 7,709 7,709

出資金 50 50

関係会社出資金 184,594 184,594

従業員に対する長期貸付金 2,330 4,781

破産更生債権等 40,217 35,122

長期前払費用 1,440 835

繰延税金資産 456,073 345,692

会員権 10,672 2,172

長期預金 500,000 500,000

その他 15,565 8,787

貸倒引当金 △40,224 △35,137

投資その他の資産合計 2,167,822 1,829,409

固定資産合計 5,583,298 4,853,423

資産合計 12,689,834 12,844,905

負債の部

流動負債

支払手形 1,207,334 1,187,788

買掛金 562,987 544,985

短期借入金 350,000 350,000

未払金 98,360 101,494

リース債務 1,997 2,935

未払費用 80,514 77,923

未払法人税等 5,123 55,298

預り金 8,903 27,788

前受収益 6,236 6,236

賞与引当金 155,277 156,004

その他 4,334 62,732

流動負債合計 2,481,069 2,573,187

固定負債

社債 300,000 300,000

リース債務 6,390 6,971

長期未払金 119,941 －

退職給付引当金 811,121 829,508

その他 76,282 100,127

固定負債合計 1,313,736 1,236,607

負債合計 3,794,806 3,809,794
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（単位：千円）

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,716,300 1,716,300

資本剰余金

資本準備金 1,599,813 1,599,813

資本剰余金合計 1,599,813 1,599,813

利益剰余金

利益準備金 429,075 429,075

その他利益剰余金

配当平均積立金 110,000 110,000

別途積立金 5,020,800 5,020,800

繰越利益剰余金 199,904 284,590

利益剰余金合計 5,759,779 5,844,465

自己株式 △167,076 △167,623

株主資本合計 8,908,816 8,992,954

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △13,787 42,155

評価・換算差額等合計 △13,787 42,155

純資産合計 8,895,028 9,035,110

負債純資産合計 12,689,834 12,844,905
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(2)【損益計算書】

（単位：千円）

前事業年度
(自 平成20年４月１日

 至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日

 至 平成22年３月31日)

売上高

製品売上高 7,987,429 7,453,419

商品売上高 2,477,739 1,874,674

売上高合計 10,465,168 9,328,093

売上原価

製品期首たな卸高 659,377 990,561

商品期首たな卸高 37,812 48,186

当期製品製造原価 6,865,431 5,922,237

当期商品仕入高 2,138,878 1,608,559

合計 9,701,500 8,569,544

他勘定振替高 12,618 11,968

製品期末たな卸高 990,561 937,942

商品期末たな卸高 48,186 41,387

売上原価合計 8,650,133 7,578,246

売上総利益 1,815,034 1,749,847

販売費及び一般管理費

運賃及び荷造費 313,666 289,499

見本費 11,848 12,357

販売促進費 8,109 4,127

役員報酬 168,780 175,500

給料 323,122 346,301

賞与 46,487 40,356

賞与引当金繰入額 53,315 57,301

退職給付費用 32,413 34,709

法定福利費 67,074 68,944

福利厚生費 25,171 21,791

交際費 18,847 10,454

旅費及び交通費 39,679 37,941

通信費 20,785 20,439

事務用消耗品費 10,165 8,790

支払手数料 149,754 133,540

保険料 8,425 9,151

租税公課 56,177 27,816

賃借料 40,023 36,154

減価償却費 30,724 41,559

研究開発費 101,099 79,442

貸倒引当金繰入額 37,628 12,721

その他 74,859 108,869

販売費及び一般管理費合計 1,638,159 1,577,773

営業利益 176,875 172,073
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（単位：千円）

前事業年度
(自 平成20年４月１日

 至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日

 至 平成22年３月31日)

営業外収益

受取利息 6,896 4,470

有価証券利息 4,625 1,621

受取配当金 12,533 9,060

仕入割引 732 176

受取手数料 4,599 －

不動産賃貸料 76,439 84,009

助成金収入 － 28,601

その他 8,502 21,083

営業外収益合計 114,329 149,023

営業外費用

支払利息 6,862 5,223

社債利息 4,522 5,647

売上割引 11,233 9,397

たな卸資産廃棄損 541 508

不動産賃貸原価 － 7,466

社債発行費償却 9,296 －

為替差損 38,744 15,628

その他 9,687 1,415

営業外費用合計 80,888 45,287

経常利益 210,316 275,810

特別利益

固定資産売却益 22 17,141

特別利益合計 22 17,141

特別損失

固定資産除却損 14,353 10,840

固定資産売却損 － 123

投資有価証券評価損 37,502 －

投資有価証券清算損 － 3,133

ゴルフ会員権売却損 － 1,642

特別損失合計 51,855 15,740

税引前当期純利益 158,483 277,211

法人税、住民税及び事業税 17,224 68,665

法人税等調整額 41,978 52,695

法人税等合計 59,202 121,360

当期純利益 99,281 155,850
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 製造原価明細書

第59期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

第60期
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比 
(％)

金額(千円)
構成比 
(％)

Ⅰ 材料費 4,449,904 64.9 3,713,351 62.4

Ⅱ 労務費 979,381 14.3 886,472 14.9

Ⅲ 経費 ※２ 1,425,272 20.8 1,354,429 22.7

  当期総製造費用 6,854,559 100.0 5,954,253 100.0

  期首仕掛品たな卸高 215,183 190,961

合計 7,069,743 6,145,214

  期末仕掛品たな卸高 190,961 190,664

  他勘定振替高 ※３ 13,349 32,311

  当期製品製造原価 6,865,431 5,922,237

(脚注)

第59期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

第60期
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 １ 原価計算の方法 

   組別総合原価計算を採用しております。

 １ 原価計算の方法

同左

 

※２ 経費の主な内訳

外注加工費 407,308千円

減価償却費 474,836千円

業務委託調査料 76,403千円
 

※２ 経費の主な内訳

外注加工費 417,337千円

減価償却費 438,056千円

業務委託調査料 65,015千円

※３ 他勘定振替高の内訳

   営業外費用(たな卸資産廃棄損)に58千円及び販売

費及び一般管理費(見本費他)に13,291千円振替え

たものであります。

※３ 他勘定振替高の内訳

   営業外費用(たな卸資産廃棄損)に2千円及び販売

費及び一般管理費(見本費他)に32,309千円振替え

たものであります。

－ 30 －

254
タイプライタ
㈱フジコ－（3515）平成22年3月期　決算短信



  

(3)【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日

 至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日

 至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 1,716,300 1,716,300

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,716,300 1,716,300

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 1,599,813 1,599,813

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,599,813 1,599,813

資本剰余金合計

前期末残高 1,599,813 1,599,813

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,599,813 1,599,813

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 429,075 429,075

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 429,075 429,075

その他利益剰余金

配当平均積立金

前期末残高 110,000 110,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 110,000 110,000

別途積立金

前期末残高 4,720,800 5,020,800

当期変動額

別途積立金の積立 300,000 －

当期変動額合計 300,000 －

当期末残高 5,020,800 5,020,800

繰越利益剰余金

前期末残高 517,861 199,904

当期変動額

剰余金の配当 △117,238 △71,165

当期純利益 99,281 155,850

別途積立金の積立 △300,000 －

当期変動額合計 △317,957 84,685

当期末残高 199,904 284,590
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日

 至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日

 至 平成22年３月31日)

利益剰余金合計

前期末残高 5,777,736 5,759,779

当期変動額

剰余金の配当 △117,238 △71,165

当期純利益 99,281 155,850

別途積立金の積立 － －

当期変動額合計 △17,957 84,685

当期末残高 5,759,779 5,844,465

自己株式

前期末残高 △69,437 △167,076

当期変動額

自己株式の取得 △97,638 △546

当期変動額合計 △97,638 △546

当期末残高 △167,076 △167,623

株主資本合計

前期末残高 9,024,412 8,908,816

当期変動額

剰余金の配当 △117,238 △71,165

当期純利益 99,281 155,850

自己株式の取得 △97,638 △546

当期変動額合計 △115,596 84,138

当期末残高 8,908,816 8,992,954

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 74,160 △13,787

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △87,948 55,943

当期変動額合計 △87,948 55,943

当期末残高 △13,787 42,155

評価・換算差額等合計

前期末残高 74,160 △13,787

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △87,948 55,943

当期変動額合計 △87,948 55,943

当期末残高 △13,787 42,155

純資産合計

前期末残高 9,098,572 8,895,028

当期変動額

剰余金の配当 △117,238 △71,165

当期純利益 99,281 155,850

自己株式の取得 △97,638 △546

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △87,948 55,943

当期変動額合計 △203,544 140,082

当期末残高 8,895,028 9,035,110
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該当事項はありません。 

(4) 継続企業の前提に関する注記
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① 代表者の異動 

 該当事項はありません。 

② その他の役員の異動（平成22年６月29日付予定） 

新任役員候補  

  該当事項はありません。  

  

退任予定取締役 

  常務取締役 服 部 和 夫（海外事業部担当） 

  取締役   山 口 末四郎（本社製造部門長） 

  

新任監査役（常勤）候補  

  監査役   山 口 末四郎（本社製造部門長）  

  監査役   小 山 隆 二（東京営業第１部長） 

  

退任予定監査役 

  監査役   拝 野  篤 

  

6. その他

(1) 役員の異動
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