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1. 平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日）

 (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 ％

23年３月期第１四半期 2,40123.1 66 ─ 77 ─ 38 ─

22年３月期第１四半期 1,950△32.7 △87△146.4 △72△132.8 △54△145.8

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

23年３月期第１四半期 815 ─

22年３月期第１四半期 △1149 ─

 (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

23年３月期第１四半期 12,828 9,112 71.0 1,92145

22年３月期 12,976 9,175 70.7 1,93435

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 9,112百万円 22年３月期 9,175百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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

22年３月期 ─ 000 ─ 1500 1500

23年３月期 ─

23年３月期(予想) 000 ─ 1800 1800

3. 平成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(累計)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) 4,95010.6 185 ─ 210 ─ 109 ─ 2298

通期 10,1006.3 440139.6 51079.0 26861.2 5651

kitamura
FASF

kitamura
JQ



 

 
(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  

  ※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決

算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりま

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、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条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四

半期決算短信（添付資料）３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. その他（詳細は、【添付資料】P.３「その他」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規  ─社 (            )、除外  ─社 (            )

     (注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更に伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

     (注) 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の有無となります。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

      (注) 「四半期連結財務諸表の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、表示方法等の変更の有無となります。

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 5,000,000株 22年３月期 5,000,000株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 257,451株 22年３月期 256,553株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 4,743,111株 22年３月期１Ｑ 4,743,771株



 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報 …………………………………………２ 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 …………………………………………………２ 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 …………………………………………………２ 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 …………………………………………………２ 

2. その他の情報 ……………………………………………………………………………３ 

(1) 重要な子会社の異動の概要 …………………………………………………………３ 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ………………………………………３ 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ………………………………３ 

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要 ………………………………………３ 

3. 四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………４ 

(1) 四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………４ 

(2) 四半期連結損益計算書 ………………………………………………………………６ 

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………７ 

(4) 継続企業の前提に関する注記 ………………………………………………………８ 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ………………………………８ 

  

  

○添付資料の目次

㈱フジコー(3515）平成23年３月期第１四半期決算短信

-1-



当第１四半期連結会計期間における日本経済は、世界経済の改善を背景に輸出や生産が持ち直してき

ており、景気は緩やかに回復しつつあります。   

 しかしながら、欧州を中心とした金融市場の調整問題や、円高、デフレ等、先行きの不透明感は拭え

ない状況にあります。                        

  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、社会に貢献するとの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24億１百万円（前

年同四半期比123.1％）、営業利益は66百万円（前年同四半期は営業損失87百万円）、経常利益は77百

万円（前年同四半期は経常損失72百万円）となりました。  

  なお、第１四半期純利益につきましては、38百万円（前年同四半期は純損失54百万円）となりまし

た。  

  

セグメントの業績は次のとおりであります。 

環境・エネルギー資材 

 世界規模で重要性が高まる環境・エネルギー分野において、ユーザーとの連携強化および新規製

品の投入による売上増加に積極的に取組みました。その結果、環境・エネルギー資材事業では、売

上高は523百万円、セグメント利益は70百万円となりました。 

工業資材 

 ＯＡ機器用、各種産業用資材ともに市況回復傾向にあるとともに、ＯＡ機器用資材のグローバル

化に積極的に取組みました。その結果、工業資材事業では、売上高は976百万円、セグメント利益

は166百万円となりました。 

 建装・自動車資材 

 各種カーペットについては、設備投資・各種展示会ともに抑制傾向が続いたため売上は伸びなや

みました。一方、自動車用資材については、市況の回復の中、売上増加に積極的に取組みました。

その結果、建装・自動車資材事業では、売上高は740百万円、セグメント利益は76百万円となりま

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128億28百万円と前連結会

計年度末に比べて１億48百万円の減少となりました。これは主に、現金及び預金が80百万円、受取手形

及び売掛金が40百万円、商品及び製品が57百万円減少したことと、無形固定資産が29百万円増加したこ

とによるものであります。  

 負債の部は、37億16百万円となり、前連結会計年度末に比べて85百万円減少となりました。これは主

に、賞与引当金が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、91億12百万円となり、前連結会計年度末に比べて62百万円減少となりました。これは

主に、利益剰余金が32百万円、その他有価証券評価差額金が31百万円それぞれ減少したことによるもの

であります。  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

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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(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末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、28億60百

万円と前連結会計年度末と比べ80百万円減少しました。  

（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、41百万円となりました。これは

主に、減価償却費96百万円、税金等調整前四半期純利益74百万円等の増加と、賞与引当金の減少額73百

万円、法人税等の支払額47百万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使用した資金は、55百万円となりました。これは

主に、有形固定資産の取得による支出47百万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、65百万円となりました。これは

主に、配当金の支払額64百万円等によるものであります。  

  

業績予想につきましては、平成22年５月19日に発表しました通り変更はありません。  

 なお、業績予想は現時点で入手された情報に基づき判断した予想であり、潜在的リスクや不確実性が

含まれております。従いまして、実際の業績は様々な要因により上記の予想とは異なることがありま

す。 

  
  

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。 

  

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成

20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号

平成20年３月31日）を適用しております。  

 これにより、税金等調整前四半期純利益が2,491千円減少しております。 

  

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

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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3. 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22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,241,014 3,321,376

受取手形及び売掛金 2,997,059 3,037,278

有価証券 69,792 69,781

商品及び製品 991,686 1,048,981

仕掛品 201,528 190,664

原材料及び貯蔵品 336,247 314,525

繰延税金資産 80,148 98,080

その他 62,845 48,080

貸倒引当金 △23,497 △21,225

流動資産合計 7,956,824 8,107,543

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,346,147 2,344,797

減価償却累計額 △1,250,707 △1,233,102

建物及び構築物（純額） 1,095,439 1,111,695

機械装置及び運搬具 5,445,624 5,430,908

減価償却累計額 △4,599,871 △4,560,296

機械装置及び運搬具（純額） 845,752 870,612

土地 990,552 990,552

建設仮勘定 20,691 16,388

その他 260,985 228,956

減価償却累計額 △197,648 △192,517

その他（純額） 63,336 36,438

有形固定資産合計 3,015,772 3,025,686

無形固定資産 41,411 12,070

投資その他の資産

投資有価証券 740,907 781,710

関係会社出資金 184,594 184,594

繰延税金資産 347,869 345,692

その他 576,455 554,818

貸倒引当金 △35,172 △35,137

投資その他の資産合計 1,814,654 1,831,678

固定資産合計 4,871,838 4,869,435

資産合計 12,828,663 12,976,979
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,725,794 1,720,134

短期借入金 350,000 350,000

未払法人税等 5,706 55,298

賞与引当金 82,789 156,004

その他 328,374 283,181

流動負債合計 2,492,665 2,564,619

固定負債

社債 300,000 300,000

退職給付引当金 793,379 829,508

その他 130,034 107,345

固定負債合計 1,223,414 1,236,854

負債合計 3,716,079 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 5,987,029 6,019,503

自己株式 △168,242 △167,623

株主資本合計 9,134,900 9,167,992

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 10,862 42,155

為替換算調整勘定 △33,178 △34,642

評価・換算差額等合計 △22,315 7,512

純資産合計 9,112,584 9,175,505

負債純資産合計 12,828,663 12,976,979
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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21年４月１日
 至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年６月30日)

売上高 1,950,279 2,401,355

売上原価 1,639,163 1,899,039

売上総利益 311,115 502,316

販売費及び一般管理費 398,818 435,441

営業利益又は営業損失（△） △87,703 66,875

営業外収益

受取利息 1,610 984

受取配当金 3,589 6,690

不動産賃貸料 20,665 20,233

投資有価証券割当益 － 9,240

その他 3,715 3,241

営業外収益合計 29,580 40,390

営業外費用

支払利息 2,713 2,713

売上割引 2,454 2,606

不動産賃貸原価 1,866 1,866

為替差損 6,804 22,025

その他 487 103

営業外費用合計 14,326 29,316

経常利益又は経常損失（△） △72,449 77,949

特別利益

固定資産売却益 295 19

特別利益合計 295 19

特別損失

固定資産除却損 3,914 663

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,491

特別損失合計 3,914 3,155

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（△）

△76,068 74,813

法人税、住民税及び事業税 2,568 2,434

過年度法人税等 6,898 －

法人税等調整額 △31,031 33,700

法人税等合計 △21,564 36,135

四半期純利益又は四半期純損失（△） △54,503 38,677
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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21年４月１日
 至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22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（△）

△76,068 74,813

減価償却費 116,422 96,566

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,147 △36,128

賞与引当金の増減額（△は減少） △86,358 △73,215

長期未払金の増減額（△は減少） － △3,185

貸倒引当金の増減額（△は減少） △366 2,307

受取利息及び受取配当金 △5,199 △7,674

支払利息 2,713 2,713

投資有価証券割当益 － △9,240

固定資産除却損 3,914 663

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,491

売上債権の増減額（△は増加） 427,413 42,008

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,987 25,704

仕入債務の増減額（△は減少） △390,268 3,016

未払金の増減額（△は減少） 34,474 15,586

未払消費税等の増減額（△は減少） 13,951 △39,261

その他 87,758 △14,654

小計 125,547 82,514

利息及び配当金の受取額 5,219 7,302

利息の支払額 △1,316 △1,338

法人税等の支払額 △5,909 △47,049

営業活動によるキャッシュ・フロー 123,540 41,429

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 － △130,000

定期預金の払戻による収入 － 130,000

有価証券の償還による収入 300,000 －

有形固定資産の取得による支出 △61,642 △47,644

有形固定資産の売却による収入 1,000 50

貸付けによる支出 △3,200 △8,000

貸付金の回収による収入 168 193

投資活動によるキャッシュ・フロー 236,325 △55,400

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出 － △1,130

自己株式の取得による支出 △546 △618

配当金の支払額 △62,594 △64,050

財務活動によるキャッシュ・フロー △63,141 △65,799

現金及び現金同等物に係る換算差額 8,593 △580

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 305,318 △80,351

現金及び現金同等物の期首残高 1,885,853 2,941,157

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,191,172 2,860,806
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該当事項はありません。 

  

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) 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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