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１．平成23年３月期の連結業績（平成22年４月１日～平成23年３月31日）
（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 ％

 23年 ３月期 9,236 △2.8 305 66.1 195 △31.4 10 △93.6

 22年 ３月期 9,503 △10.6 183 △9.2 284 21.2 166 40.1

(注) 包括利益 23年３月期 △8百万円(―％) 22年３月期 223百万円(―％)

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 ％ ％ ％

 23年 ３月期 2.24 ― 0.1 1.5 3.3
 22年 ３月期 35.05 ― 1.8 2.2 1.9

(参考) 持分法投資損益 23年３月期 △168百万円 22年３月期 ―百万円

（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 12,637 9,025 71.4 1,935.87
 22年 ３月期 12,976 9,175 70.7 1,934.35

(参考) 自己資本 23年３月期 9,025百万円 22年３月期 9,175百万円

（３）連結キャッシュ・フローの状況

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

 23年 ３月期 554 △605 △134 2,744

 22年 ３月期 895 231 △74 2,941

２．配当の状況

年間配当金 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 ％ ％

22年３月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00 71 42.8 0.8

23年３月期 ―                              0.00 ― 13.00 13.00 60 579.1 0.7

24年３月期(予想) ― 0.00 ― 13.00 13.00 29.6

３．平成24年３月期の連結業績予想（平成23年４月１日～平成24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(累計) 4,070 △14.5 △15 ― 15 △86.2 10 △76.8 2.14

通  期 9,400 1.8 300 △1.7 360 84.2 205 ― 43.97
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（２）個別財政状態 

 

 
  

（％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）

 
  

・この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点におい
て、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終了していません。 

  

・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、添付
資料２ページ「経営成績に関する分析」をご覧ください。 

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

  新規 ―社 (                          )、除外 ―社 (            )

（２）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

（３）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) 23年３月期 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 337,523株 22年３月期 256,553株

③ 期中平均株式数 23年３月期 4,737,895株 22年３月期 4,743,528株

(参考) 個別業績の概要
 平成23年３月期の個別業績（平成22年４月１日～平成23年３月31日）
（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 ％

23年３月期 9,077 △2.7 304 76.9 364 32.0 △5 △103.8

22年３月期 9,328 △10.9 172 △2.7 275 31.1 155 57.0

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

23年３月期 △1.25 ―

22年３月期 32.86 ―

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 12,492 8,902 71.3 1,909.42

22年３月期 12,844 9,035 70.3 1,904.76

(参考) 自己資本 23年３月期 8,902百万円 22年３月期 9,035百万円

２．平成24年３月期の個別業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日）

売上高 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 ％ 円 銭

第２四半期(累計) 4,000 △14.5 10 △93.9 5 △94.8 1.07

通  期 9,250 1.9 350 △3.9 200 ― 42.90

※ 監査手続の実施状況に関する表示

※ 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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① 当期の経営成績 

  当連結会計年度における日本経済は、復調傾向にある世界経済や政府による各種経済対策の効果

もあり、緩やかに回復しつつありましたが、３月11日に発生した東日本大震災により、電力供給や

材料確保に支障がでる等、経済界に多大な影響が及んでいます。 

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あたってまいりました。 

   また、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

おき設備投資を図る等、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。 

    さらに、海外事業につきましては、グローバルな営業体制・生産体制の強化を図り、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。 

     しかしながら、当連結会計年度の業績につきましては、売上高は92億36百万円（前連結会計年

度比97.2％）と減収となりました。 

     利益面におきましては、徹底した生産体制の革新による収益力の向上につとめた結果、営業利

益は３億５百万円(前連結会計年度比166.1％）と増益になりましたが、持分法による投資損失を

168百万円計上した事等により経常利益は１億95百万円（前連結会計年度比68.6％）、当期純利益

は、10百万円（前連結会計年度比6.4％）になりました。 

    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及び新製品

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

売上高は22億69百万円、セグメント利益は３億75百万円となりました。 

  工業資材 

     OA機器用、各種産業用資材ともに市況は回復傾向にあり、売上増加に積極的に取り組みまし

た。その結果、工業資材事業では、売上高は34億83百万円、セグメント利益は５億67百万円とな

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ており売上は伸びなや

みました。一方、自動車資材については、国内向けの販売が好調に推移する中、新製品の投入に

よる売上増加に積極的に取り組みましたが、震災の影響により、各自動車メーカーの生産が激減

し、当社も受注が減少しました。その結果、建装・自動車資材事業では、売上高は28億37百万

円、セグメント利益は３億７百万円となりました。 

② 次期の見通し 

   今後のわが国の経済見通しにつきましては、東日本大震災による影響により、国内景気低迷の

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、極めて厳しい状況で

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。 

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析
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     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

や情報通信資材を中心に積極的な事業展開を図るとともに、子会社富士工香港有限公司の加工部

門である富士工精密器材(深圳)有限公司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、継続的な企業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94億円（当連結会計年度比101.8％）、営業利益

は３億円（当連結会計年度比98.3％）、経常利益は３億60百万円（当連結会計年度比

184.2％）当期純利益２億５百万円（当連結会計年度は10百万円）を見込んでおります。 

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126億37百万円と前連結会計年度に

比べて３億39百万円減少しました。資産の部では流動資産が４億37百万円増加、固定資産が７億76

百万円減少しました。これは主に、投資有価証券３億円及びその他投資３億円が、１年内に償還日

又は期日が到来するものがあったためであります。 

 負債の部では流動負債が１億22百万円減少し、固定負債が67百万円減少しました。これは主に支

払手形及び買掛金１億７百万円、退職給付引当金92百万円がそれぞれ減少したことによるもので

す。純資産の部は、１億49百万円減少し、90億25百万円となりました。これは主に、利益剰余金が

76百万円減少したことと、自己株式が53百万円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 

 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下資金）は27億44百万円と前連結会計年度に

比べて１億96百万円（6.7％）減少しました。  

  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、５億24百万円（前連結会計年度

比41.4％減）となりました。 

 これは主に、減価償却費４億10百万円、たな卸資産の増加額１億86百万円等の増加と、持分法に

よる投資損益の減少１億68百万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使用した資金は５億76百万円（前連結会計年度は２億31

百万円増加）となりました。 

 これは主に、定期預金等の預け入れによる支出２億円、有形固定資産の取得による支出２億96百

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） 

 当連結会計年度における財務活動の結果使用した資金は１億34百万円（前連結会計年度比

80.9％増加）となりました。 

 これは主に、自己株式の取得による支出53百万円、配当金の支払額71百万円等によるものであり

ます。 

（２）財政状態に関する分析
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(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。 

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、平成23年４月28日の修正開示の通り、13円とさせていただきます。 

 次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13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

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 平成23年3月期

自己資本比率 66.0 66.9 69.8 70.7 71.4

時価ベースの自己資本比率 42.1 27.7 20.1 31.0 20.6

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率

62.8 75.1 141.2 71.7 117.3

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ

112.0 80.8 43.7 83.4 50.9

（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

- 4 -

㈱フジコー(3515)　平成23年３月期 決算短信



 

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。 

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、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす

可能性があります。 

該当事項はありません。  

（５）継続企業の前提に関する重要事象等
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 当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社、子会社３社及び関連会社１社で構成され、主な

事業内容は不織布及びフェルトの製造、販売であります。 

 各事業における当社グループ各社の位置付け等は次のとおりであります。 

環境・エネルギー資材部門 

 各種フィルター、電池電極用資材、高温炉断熱資材等 

当社が製造・販売するほか、子会社㈲フジコーサービスにその作業工程の一部を委託しております。 

  子会社富士工香港有限公司は製品の一部を販売しております。 

子会社富士工精密器材(深圳)有限公司は富士工香港有限公司より材料を仕入れ、製品を販売して

おります。 

工業資材部門 

 ＯＡ機器用資材、各種産業用資材等 

当社が製造・販売するほか、子会社㈲フジコーサービスにその作業工程の一部を委託しております。 

建装・自動車資材部門 

 各種カーペット、自動車用内装材等 

当社が製造・販売するほか、子会社㈲フジコーサービスにその作業工程の一部を委託しております。 

電気・衣料資材・帽子・帽材部門 

 ホットカーペット、毛氈及び衣料用芯地、フェルト帽子、制帽等 

当社が製造・販売するほか、子会社㈲フジコーサービスにその作業工程の一部を委託しております。 

  また、関連会社定興麗達制帽有限公司から帽子・帽体を購入しております。 

  事業の系統図は、次のとおりであります。 

  

 

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・エネルギー資材、

工業資材、建装・自動車資材、その他の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 高収益企業体質への改革 

 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図り、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(銘柄検索ページ）) 

         http://www.ose.or.jp/listed_company_info/description/search 

  

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22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,321,376 3,624,952

受取手形及び売掛金 3,037,278 2,688,985

有価証券 69,781 372,069

商品及び製品 1,048,981 1,127,516

仕掛品 190,664 249,847

原材料及び貯蔵品 314,525 353,069

繰延税金資産 98,080 83,289

その他 48,080 51,522

貸倒引当金 △21,225 △6,636

流動資産合計 8,107,543 8,544,618

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,344,797 2,408,808

減価償却累計額 △1,233,102 △1,304,953

建物及び構築物（純額） 1,111,695 1,103,854

機械装置及び運搬具 5,430,908 5,529,733

減価償却累計額 △4,560,296 △4,819,490

機械装置及び運搬具（純額） 870,612 710,243

土地 990,552 990,552

リース資産 6,620 46,979

減価償却累計額 △1,821 △9,106

リース資産（純額） 4,798 37,872

建設仮勘定 16,388 137,092

その他 222,335 213,518

減価償却累計額 △190,696 △197,242

その他（純額） 31,639 16,275

有形固定資産合計 3,025,686 2,995,890

無形固定資産

リース資産 4,790 6,635

ソフトウエア 2,478 2,617

電話加入権 4,800 4,800

ソフトウエア仮勘定 － 43,981

無形固定資産合計 12,070 58,035

投資その他の資産

投資有価証券 ※1 781,710 ※1 517,002

関係会社出資金 ※1 184,594 －

繰延税金資産 345,692 295,750

その他 554,818 261,315

貸倒引当金 △35,137 △35,132

投資その他の資産合計 1,831,678 1,038,935

固定資産合計 4,869,435 4,092,861

資産合計 12,976,979 12,637,479

- 8 -

㈱フジコー(3515)　平成23年３月期 決算短信



  

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,720,134 1,583,045

短期借入金 350,000 350,000

リース債務 2,935 12,413

未払法人税等 55,298 64,910

未払費用 81,994 79,015

賞与引当金 156,004 147,717

その他 198,251 204,576

流動負債合計 2,564,619 2,441,678

固定負債

社債 300,000 300,000

リース債務 6,971 34,289

退職給付引当金 829,508 736,907

繰延税金負債 246 －

その他 100,127 98,636

固定負債合計 1,236,854 1,169,832

負債合計 3,801,473 3,611,511

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 6,019,503 5,942,884

自己株式 △167,623 △221,140

株主資本合計 9,167,992 9,037,857

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 42,155 40,273

為替換算調整勘定 △34,642 △52,162

その他の包括利益累計額合計 7,512 △11,889

純資産合計 9,175,505 9,025,968

負債純資産合計 12,976,979 12,637,479
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

 連結損益計算書

（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日

 至 平成23年３月31日)

売上高 9,503,542 9,236,476

売上原価 ※1 7,654,286 ※1 7,353,313

売上総利益 1,849,256 1,883,162

販売費及び一般管理費 ※2, ※3 1,665,623 ※2, ※3 1,578,067

営業利益 183,632 305,095

営業外収益

受取利息 6,110 4,740

受取配当金 9,060 14,675

不動産賃貸料 84,009 80,531

助成金収入 28,601 15,939

その他 22,239 21,801

営業外収益合計 150,021 137,687

営業外費用

支払利息 10,870 10,869

売上割引 9,397 9,719

不動産賃貸原価 7,466 7,466

持分法による投資損失 － 168,718

為替差損 19,106 49,767

その他 1,924 819

営業外費用合計 48,765 247,360

経常利益 284,888 195,423

特別利益

固定資産売却益 ※4 17,141 ※4 19

受取保険金 － 11,500

貸倒引当金戻入額 － 2,159

投資有価証券売却益 － 3,676

特別利益合計 17,141 17,356

特別損失

固定資産除却損 ※5 10,840 ※5 1,376

固定資産売却損 ※6 123 －

投資有価証券評価損 － 1,649

投資有価証券清算損 3,133 －

ゴルフ会員権売却損 1,642 －

災害損失 － 2,324

品質補償損失 － 1,027

たな卸資産廃棄損 － ※7 33,645

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 15,740 42,514

税金等調整前当期純利益 286,290 170,265

法人税、住民税及び事業税 67,867 89,463

法人税等調整額 52,164 70,148

法人税等合計 120,032 159,612

当期純利益 166,258 10,653
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 連結包括利益計算書

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日

 至 平成23年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 － 10,653

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 － △1,882

為替換算調整勘定 － △17,519

その他の包括利益合計 － △19,402

包括利益 － △8,748

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 － △8,748

少数株主に係る包括利益 － －
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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21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日

 至 平成23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 5,924,410 6,019,503

当期変動額

剰余金の配当 △71,165 △71,151

当期純利益 166,258 10,653

持分法の適用範囲の変動 － △16,120

当期変動額合計 95,092 △76,618

当期末残高 6,019,503 5,942,884

自己株式

前期末残高 △167,076 △167,623

当期変動額

自己株式の取得 △546 △53,516

当期変動額合計 △546 △53,516

当期末残高 △167,623 △221,140

株主資本合計

前期末残高 9,073,446 9,167,992

当期変動額

剰余金の配当 △71,165 △71,151

当期純利益 166,258 10,653

持分法の適用範囲の変動 － △16,120

自己株式の取得 △546 △53,516

当期変動額合計 94,545 △130,135

当期末残高 9,167,992 9,037,857
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日

 至 平成23年３月31日)

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △13,787 42,155

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

55,943 △1,882

当期変動額合計 55,943 △1,882

当期末残高 42,155 40,273

為替換算調整勘定

前期末残高 △36,050 △34,642

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

1,407 △17,519

当期変動額合計 1,407 △17,519

当期末残高 △34,642 △52,162

その他の包括利益累計額合計

前期末残高 △49,838 7,512

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

57,350 △19,402

当期変動額合計 57,350 △19,402

当期末残高 7,512 △11,889

純資産合計

前期末残高 9,023,608 9,175,505

当期変動額

剰余金の配当 △71,165 △71,151

当期純利益 166,258 10,653

持分法の適用範囲の変動 － △16,120

自己株式の取得 △546 △53,516

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 57,350 △19,402

当期変動額合計 151,896 △149,537

当期末残高 9,175,505 9,025,968
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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21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日

 至 平成23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 286,290 170,265

減価償却費 487,811 410,404

退職給付引当金の増減額（△は減少） 18,386 △92,600

長期未払金の増減額（△は減少） △96,102 △3,185

貸倒引当金の増減額（△は減少） 12,300 △14,593

受取利息及び受取配当金 △15,170 △19,415

支払利息 10,870 10,869

受取保険金 － △11,500

投資有価証券評価損益（△は益） － 1,649

投資有価証券売却損益（△は益） － △3,676

投資有価証券割当益 － △9,240

投資有価証券清算損 3,133 －

固定資産売却損益（△は益） △17,017 △19

固定資産除却損 10,840 1,376

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,491

持分法による投資損益（△は益） － 168,718

売上債権の増減額（△は増加） △13,904 340,423

たな卸資産の増減額（△は増加） 114,801 △186,946

仕入債務の増減額（△は減少） △151,719 △131,539

その他 150,215 △53,900

小計 800,734 579,580

利息及び配当金の受取額 19,392 22,317

利息の支払額 △10,870 △10,890

法人税等の還付額 114,821 －

法人税等の支払額 △28,081 △77,782

保険金の受取額 － 11,500

営業活動によるキャッシュ・フロー 895,996 524,726

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 △650,000

定期預金の払戻による収入 450,000 450,000

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 △108,932 △296,691

有形固定資産の売却による収入 34,551 50

無形固定資産の取得による支出 △2,261 △44,771

投資有価証券の取得による支出 － △54,264

投資有価証券の売却による収入 － 18,870

投資有価証券の清算による収入 3,703 －

貸付けによる支出 △3,200 △8,000

貸付金の回収による収入 749 8,774

会員権売却による収入 6,857 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 231,467 △576,033
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（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日

 至 平成23年３月31日)

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 △2,232 △9,066

自己株式の取得による支出 △546 △53,516

配当金の支払額 △71,365 △71,580

財務活動によるキャッシュ・フロー △74,144 △134,164

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,985 △10,909

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,055,304 △196,381

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期末残高 2,941,157 2,744,776
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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21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23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。

連結子会社の数  ２社 

連結子会社の名称

 富士工香港有限公司

 富士工精密器材（深圳）有限公司

 当連結会計年度において、新たに設立

した富士工精密器材（深圳）有限公司を

連結の範囲に含めております。

 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。

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。

(1)持分法を適用した関連会社数

１社

  会社等の名称  定興麗達制帽有限公司

（会計方針の変更）

当連結会計年度より、「持分法に関

する会計基準」(企業会計基準第16

号  平成20年３月10日公表分)及び「持

分法適用関連会社の会計処理に関する

当面の取扱い」(実務対応報告第24

号  平成20年３月10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。

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およ

び富士工精密器材（深圳）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）

 ② たな卸資産

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23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

   

 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

価額を零として算定する定額法によ

っております。

なお、リース取引開始日が適用初

年度開始前の所有権移転外ファイナ

ンス・リース取引については、通常

の賃貸借に係る方法に準じた会計処

理を引き続き採用しております。

 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

同左

(3) 繰延資産の処理方法

─────

(3) 繰延資産の処理方法

―――――
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項目
前連結会計年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

(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

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。

(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) 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

であります。

(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

税抜方式によっております。

(6) 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。

―――――

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。

―――――                 
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（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21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

(退職給付引当金)

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)」(企業会計基準第19号 平

成20年７月31日)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。

―――――

――――― (資産除去債務に関する会計基準等)

当連結会計年度より、「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、当連結会計年度の税金等調整前当期

純利益は2,491千円減少しております。

【追加情報】

前連結会計年度
(自  平成21年４月１日
至  平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

――――― 当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計

基準」(企業会計基準第25号  平成22年６月30日)を適用

しております。ただし、「その他の包括利益累計額」及

び「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度の

金額は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等

合計」の金額を記載しております。

表示方法の変更

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

(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、負債及び

純資産の合計額の5/100以下であるため、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。

―――――

（連結損益計算書）

１．前連結会計年度において独立掲記しておりました  

「たな卸資産廃棄損」（当連結会計年度508千円）

は、営業外費用の総額の10/100以下であるため、当

連結会計年度においては営業外費用の「その他」に

含めて表示しております。

２．前連結会計年度において営業外費用の「その他」に

含めておりました「不動産賃貸原価」（前連結会計

年度 7,535千円）は、営業外費用の総額の10/100

を超えるため、当連結会計年度においては区分掲記

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22年３月31日)

当連結会計年度 
(平成23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

 

 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
 

 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 2,944千円
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当連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日) 

      当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

 
  

      当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

 
  

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23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 28,048千円
 

※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 14,114千円

 

※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

役員報酬 182,814千円

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
 

※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 277,542千円

役員報酬 162,620千円

給料 392,988千円

賞与引当金繰入額 56,044千円

退職給付費用 28,420千円

※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。

※３ 一般管理費に含まれる研究開発費は、85,574千円

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。

土地等 17,141千円
 

※４ 固定資産売却益の内容は、次のとおりでありま

す。

機械及び装置 19千円

 

※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 10,420千円

その他 353千円

計 10,840千円
 

※５ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。

機械装置及び運搬具 1,329千円

その他 46千円

計 1,376千円

 

※６ 固定資産売却損の内容は、次のとおりでありま

す。

機械装置及び運搬具 123千円

―――――

――――― ※７ たな卸資産廃棄損は、帽子部門の経営改善を図る

ために製品11,120千円、半製品9,333千円、副材

料他13,191千円を廃棄したものであります。

(連結包括利益計算書関係)

親会社株主に係る包括利益 223,609千円

少数株主に係る包括利益  ― 千円

計 223,609千円

その他有価証券評価差額金 55,943千円

為替換算調整勘定 1,407千円

計 57,350千円
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前連結会計年度(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 

 
  

(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) 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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当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23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       77,000株 

 単元未満株式の買取りによる増加              3,970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) 256,553 80,970 ― 337,523

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22年６月29日 
定時株主総会

普通株式 71,151 15 平成22年３月31日 平成22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23年６月29日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 60,612 13 平成23年３月31日 平成23年６月30日
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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。 

  

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。 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23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 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
  

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 3,624,952千円

有価証券勘定 372,069千円

計 3,997,021千円

取得日から償還日までの期間が３ヶ月
を超える債券等

△1,252,245千円

現金及び現金同等物 2,744,776千円
 

(セグメント情報等)

(事業の種類別セグメント情報)

前連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

(所在地別セグメント情報)

前連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

(海外売上高)

前連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)
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Ⅰ  当連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日) 

１  報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取

締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているも

のであります。 

当社グループは、本社に営業本部を置き、取り扱う製品別に国内及び海外の包括的な戦略を立案し、

事業活動を展開しております。  

従って、当社グループのセグメントは、取り扱う製品に基づき構成されており、「環境・エネルギー

資材」、「工業資材」及び「建装・自動車資材」の３つを報告セグメントとしております。  

「環境・エネルギー資材」は、各種フィルター、電池電極用資材、高温炉断熱資材を製造販売してお

ります。  

「工業資材」は、ＯＡ機器用資材、各種産業用資材を製造販売しております。  

「建装・自動車資材」は、各種カーペット、自動車用内装材を製造販売しております。  

  

２  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、たな卸資産の評価基準を除き、「連結財務諸表

作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。 

棚卸資産の評価については、収益性の低下に基づく簿価切下げ前の価額で評価しております。報告セ

グメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。  

  

３  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

 
(注) １. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、電気資材業、衣料事業業及び 

帽子帽材事業を含んでおります。 

２. 当社は、資産及び負債項目についてセグメントごとに配分していないため、開示しておりません。 

 

(単位：千円)

報告セグメント
その他
(注)

合計
環境・エネルギ

ー資材
工業資材

建装・自動車資
材

計

売上高

  外部顧客への売上高 2,269,374 3,483,934 2,837,747 8,591,158 645,318 9,236,476

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 2,269,374 3,483,934 2,837,848 8,591,158 645,318 9,236,476

セグメント利益 375,593 567,211 307,829 1,250,635 134,451 1,385,087
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４  報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項) 

 
  

 
 (注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

 （追加情報） 

当連結会計年度より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３

月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号

平成20年３月21日）を適用しております。 

当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

１  製品及びサービスごとの情報 

   セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

２  地域ごとの情報 

(1) 売上高 

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しておりま

す。 

(2) 有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた

め、記載を省略しております。 

３  主要な顧客ごとの情報 

 

(単位：千円)

売上高 金額

報告セグメント計 8,591,158

その他の売上高 645,318

セグメント間取引消去 ―

連結財務諸表の売上高 9,236,476

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 1,250,635

その他の利益 134,451

セグメント間取引消去 ―

全社費用 △918,193

棚卸資産の調整額 △163,368

その他の調整額 1,570

連結財務諸表の営業利益 305,095

 

(関連情報)

(単位：千円)

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

泉㈱ 964,982 環境・エネルギー資材
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当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23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22年４月１日 至 平成23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22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

         該当事項はありません。 

(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)

(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)

(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)

- 28 -

㈱フジコー(3515)　平成23年３月期 決算短信



 

  

 
(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金額 

  

 
  

   （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。 

  

 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21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

 
１株当たり純資産額 1,934円35銭

 
１株当たり純資産額 1,935円87銭

 
１株当たり当期純利益金額 35円05銭

 
１株当たり当期純利益金額 2円24銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

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22年３月31日)
当連結会計年度

(平成23年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 9,175,505 9,025,968

普通株式に係る純資産額(千円) 9,175,505 9,025,968

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) 256 337

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)

4,743 4,662

項目
前連結会計年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当期純利益(千円) 166,258 10,635

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) 166,258 10,635

普通株式の期中平均株式数(千株) 4,743 4,662

(重要な後発事象)
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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22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,214,908 3,577,667

受取手形 1,110,454 1,030,249

売掛金 ※1 1,995,008 ※1 1,680,735

有価証券 69,781 372,069

商品及び製品 979,329 1,063,995

仕掛品 190,664 248,705

原材料及び貯蔵品 314,525 329,699

前渡金 4,329 3,313

前払費用 14,097 26,997

繰延税金資産 91,910 74,675

未収入金 25,545 11,663

その他 3,090 4,699

貸倒引当金 △22,164 △7,068

流動資産合計 7,991,481 8,417,403

固定資産

有形固定資産

建物 2,141,301 2,199,147

減価償却累計額 △1,066,775 △1,131,978

建物（純額） 1,074,525 1,067,168

構築物 203,496 209,661

減価償却累計額 △166,326 △172,975

構築物（純額） 37,169 36,685

機械及び装置 5,395,161 5,490,379

減価償却累計額 △4,525,264 △4,785,691

機械及び装置（純額） 869,897 704,687

車両運搬具 35,747 34,077

減価償却累計額 △35,032 △33,736

車両運搬具（純額） 714 340

工具、器具及び備品 192,488 194,878

減価償却累計額 △174,592 △183,446

工具、器具及び備品（純額） 17,896 11,432

土地 990,552 990,552

リース資産 6,620 46,979

減価償却累計額 △1,821 △9,106

リース資産（純額） 4,798 37,872

建設仮勘定 16,388 137,092

有形固定資産合計 3,011,943 2,985,833
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（単位：千円）

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

無形固定資産

リース資産 4,790 6,635

ソフトウエア 2,478 2,617

電話加入権 4,800 4,800

ソフトウエア仮勘定 － 43,981

無形固定資産合計 12,070 58,035

投資その他の資産

投資有価証券 774,800 510,093

関係会社株式 7,709 7,709

出資金 50 50

関係会社出資金 184,594 －

従業員に対する長期貸付金 4,781 4,007

破産更生債権等 35,122 35,122

長期前払費用 835 2,914

繰延税金資産 345,692 295,282

会員権 2,172 2,152

長期預金 500,000 200,000

その他 8,787 8,562

貸倒引当金 △35,137 △35,132

投資その他の資産合計 1,829,409 1,030,760

固定資産合計 4,853,423 4,074,629

資産合計 12,844,905 12,492,032

負債の部

流動負債

支払手形 1,187,788 1,038,164

買掛金 544,985 522,850

短期借入金 350,000 350,000

未払金 101,494 148,744

リース債務 2,935 12,413

未払費用 77,923 77,250

未払法人税等 55,298 64,408

預り金 27,788 7,749

前受収益 6,236 5,669

賞与引当金 156,004 147,717

その他 62,732 44,609

流動負債合計 2,573,187 2,419,577
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（単位：千円）

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

固定負債

社債 300,000 300,000

リース債務 6,971 34,289

退職給付引当金 829,508 736,907

資産除去債務 － 2,491

その他 100,127 96,144

固定負債合計 1,236,607 1,169,832

負債合計 3,809,794 3,589,410

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 284,590 207,501

利益剰余金合計 5,844,465 5,767,376

自己株式 △167,623 △221,140

株主資本合計 8,992,954 8,862,348

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 42,155 40,273

評価・換算差額等合計 42,155 40,273

純資産合計 9,035,110 8,902,622

負債純資産合計 12,844,905 12,492,032
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（２）損益計算書

（単位：千円）

前事業年度
(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日

 至 平成23年３月31日)

売上高

製品売上高 7,453,419 7,591,646

商品売上高 1,874,674 1,485,559

売上高合計 9,328,093 9,077,206

売上原価

製品期首たな卸高 990,561 937,942

商品期首たな卸高 48,186 41,387

当期製品製造原価 5,922,237 6,128,210

当期商品仕入高 1,608,559 1,288,951

合計 8,569,544 8,396,492

他勘定振替高 ※1 11,968 ※1 37,786

製品期末たな卸高 937,942 1,027,778

商品期末たな卸高 41,387 36,217

売上原価合計 ※2 7,578,246 ※2 7,294,710

売上総利益 1,749,847 1,782,496

販売費及び一般管理費

運賃及び荷造費 289,499 257,371

見本費 12,357 4,281

販売促進費 4,127 2,899

役員報酬 175,500 156,097

給料 346,301 359,643

賞与 40,356 47,242

賞与引当金繰入額 57,301 56,044

退職給付費用 34,709 27,766

法定福利費 68,944 77,472

福利厚生費 21,791 26,042

交際費 10,454 11,728

旅費及び交通費 37,941 38,957

通信費 20,439 17,865

事務用消耗品費 8,790 9,524

支払手数料 133,540 125,661

保険料 9,151 9,471

租税公課 27,816 39,475

賃借料 36,154 40,529

減価償却費 41,559 41,652

研究開発費 ※3 79,442 ※3 85,574

貸倒引当金繰入額 12,721 －

その他 108,869 42,863

販売費及び一般管理費合計 1,577,773 1,478,163

営業利益 172,073 304,332
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（単位：千円）

前事業年度
(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日

 至 平成23年３月31日)

営業外収益

受取利息 4,470 3,292

有価証券利息 1,621 1,436

受取配当金 9,060 14,675

仕入割引 176 156

不動産賃貸料 84,009 80,531

助成金収入 28,601 15,939

その他 21,083 20,497

営業外収益合計 149,023 136,528

営業外費用

支払利息 5,223 5,222

社債利息 5,647 5,647

売上割引 9,397 9,719

不動産賃貸原価 7,466 7,466

為替差損 15,628 47,825

その他 1,924 818

営業外費用合計 45,287 76,699

経常利益 275,810 364,162

特別利益

固定資産売却益 ※4 17,141 ※4 19

受取保険金 － 11,500

貸倒引当金戻入額 － 2,666

投資有価証券売却益 － 3,676

特別利益合計 17,141 17,863

特別損失

固定資産除却損 ※5 10,840 ※5 1,376

固定資産売却損 ※6 123 －

投資有価証券評価損 － 1,649

投資有価証券清算損 3,133 －

ゴルフ会員権売却損 1,642 －

関係会社出資金評価損 － 184,594

災害損失 － 2,324

品質補償損失 － 1,027

たな卸資産廃棄損 － ※7 33,645

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 15,740 227,108

税引前当期純利益 277,211 154,917

法人税、住民税及び事業税 68,665 88,212

法人税等調整額 52,695 72,642

法人税等合計 121,360 160,854

当期純利益又は当期純損失（△） 155,850 △5,937
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製造原価明細書

第60期
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

第61期
(自 平成22年４月１日
至 平成23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 3,713,351 62.4 3,983,079 64.2

Ⅱ 労務費 886,472 14.9 850,936 13.7

Ⅲ 経費 ※２ 1,354,429 22.7 1,373,041 22.1

  当期総製造費用 5,954,253 100.0 6,207,058 100.0

  期首仕掛品たな卸高 190,961 190,664

合計 6,145,214 6,397,723

  期末仕掛品たな卸高 190,664 248,705,663

  他勘定振替高 ※３ 32,311 20,806

  当期製品製造原価 5,922,237 6,128,210

(脚注)

第60期
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

第61期
(自 平成22年４月１日
至 平成23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 417,337千円

減価償却費 438,056千円

業務委託調査料 65,015千円
 

※２ 経費の主な内訳

外注加工費 450,785千円

減価償却費 361,213千円

業務委託調査料 70,958千円

※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。

※３ 他勘定振替高の内訳

   特別損失(たな卸資産廃棄損)に1,786千円及び販

売費及び一般管理費(見本費他)に19,021千円振替

えたものであります。
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（３）株主資本等変動計算書

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日

 至 平成23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 5,020,800 5,020,800

当期変動額

別途積立金の積立 － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,020,800 5,020,800

繰越利益剰余金

前期末残高 199,904 284,590

当期変動額

剰余金の配当 △71,165 △71,151

当期純利益又は当期純損失（△） 155,850 △5,937

別途積立金の積立 － －

当期変動額合計 84,685 △77,088

当期末残高 284,590 207,501
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日

 至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
 至 平成23年３月31日)

利益剰余金合計

前期末残高 5,759,779 5,844,465

当期変動額

剰余金の配当 △71,165 △71,151

当期純利益又は当期純損失（△） 155,850 △5,937

別途積立金の積立 － －

当期変動額合計 84,685 △77,088

当期末残高 5,844,465 5,767,376

自己株式

前期末残高 △167,076 △167,623

当期変動額

自己株式の取得 △546 △53,516

当期変動額合計 △546 △53,516

当期末残高 △167,623 △221,140

株主資本合計

前期末残高 8,908,816 8,992,954

当期変動額

剰余金の配当 △71,165 △71,151

当期純利益又は当期純損失（△） 155,850 △5,937

自己株式の取得 △546 △53,516

当期変動額合計 84,138 △130,605

当期末残高 8,992,954 8,862,348

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △13,787 42,155

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 55,943 △1,882

当期変動額合計 55,943 △1,882

当期末残高 42,155 40,273

評価・換算差額等合計

前期末残高 △13,787 42,155

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 55,943 △1,882

当期変動額合計 55,943 △1,882

当期末残高 42,155 40,273

純資産合計

前期末残高 8,895,028 9,035,110

当期変動額

剰余金の配当 △71,165 △71,151

当期純利益又は当期純損失（△） 155,850 △5,937

自己株式の取得 △546 △53,516

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 55,943 △1,882

当期変動額合計 140,082 △132,488

当期末残高 9,035,110 8,902,622
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該当事項はありません。 

  

当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
    (今期よりセグメントの変更をしたため、前年同期比の記載はありません。)                             

 
(注) １．金額は、平均販売価格により表示しております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当社は受注から販売までの期間が短く、一部には受注生産も行っておりますが、その多くが短期間で販売するも

のであることから、期中の受注高と販売実績とがほぼ同一のため、記載を省略しております。 

  

当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
   (今期よりセグメントの変更をしたため、前年同期比の記載はありません。） 

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

該当事項はありません。 

  

監査役      田中 久司 

監査役      久保  隆 

(注)  新任監査役候補者  田中 久司氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

（４）継続企業の前提に関する注記

６．その他

（１）生産、受注及び販売の状況

①生産実績

セグメントの名称 生産高(千円) 前年同期比(％)

環境・エネルギー資材 2,302,894 ―

工業資材 2,708,756 ―

建装・自動車資材 2,252,318 ―

その他 364,809 ―

合計 7,628,778 ―

②受注状況

③販売実績

セグメントの名称 販売高(千円) 前年同期比(％)

環境・エネルギー資材 2,269,374 ―

工業資材 3,483,934 ―

建装・自動車資材 2,837,848 ―

その他 645,318 ―

合計 9,236,476  ―

（２）役員の異動

①代表者の異動

②その他の役員の異動（平成23年６月29日付予定）

１ 新任監査役候補

２ 退任予定監査役
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