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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第1四半期 23,557 1.6 2,704 8.8 2,807 11.3 1,788 4.7
23年3月期第1四半期 23,191 2.0 2,486 △6.7 2,521 △10.4 1,708 △10.2

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 2,619百万円 （70.0％） 23年3月期第1四半期 1,540百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 63.55 ―

23年3月期第1四半期 60.85 ―

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

24年3月期第1四半期 79,871 49,005 61.4 1,740.78
23年3月期 74,376 46,920 63.1 1,667.75

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  49,005百万円 23年3月期  46,920百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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

23年3月期 ― 15.00 ― 20.00 35.00
24年3月期 ―

24年3月期（予想） 17.00 ― 18.00 35.00

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） 
（％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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 47,500 1.7 5,100 1.3 5,150 2.1 3,150 0.1 112.11
通期 90,000 3.4 7,880 1.1 7,980 2.8 4,680 4.0 166.56



(1) 当四半期連結累計期間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）  ：  有  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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報告書のレビュー手続きの対象外であり、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
に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施中であります。 
 
※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につきましては、四半期決
算短信【添付資料】P３「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
 

4.  その他

新規 1社 （社名） Fuji Seal Vietnam,Co.,Ltd 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 30,080,978 株 23年3月期 30,080,978 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 1,929,521 株 23年3月期 1,946,821 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 28,139,243 株 23年3月期1Q 28,072,523 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間における業績は、売上高235億57百万円（前年同期比1.6％増）、営業利益27億４百万

円（前年同期比8.8％増）、経常利益28億７百万円（前年同期比11.3％増）、四半期純利益17億88百万円（前年同期

比4.7％増）となりました。 

 セグメント別の業績の状況は、以下のとおりであります。 

（日本） 

シュリンクラベルは客先での電力事情による前倒し生産も影響して飲料向けが増加したこと、また日用品や食品

向けが好調に推移し売上高は前年同期比5.1％増となりました。タックラベルはキャンペーンラベルが一時的に減少

したことにより前年同期比3.5％減、ソフトパウチは飲料向けの増加などにより前年同期比22.1％増、機械は前年同

期比8.7％減となりました。 

損益面では、シュリンクラベルの売上増加や生産性向上などが貢献して増益となりました。 

 その結果、日本の売上高は171億52百万円（前年同期比1.7％増）、営業利益は20億53百万円（前年同期比10.8％

増）となりました。 

  

（北中米） 

シュリンクラベルは乳製品や飲料向けなどへの採用が拡大し売上高は前年同期比15.8％増（現地通貨ベース）と

なりました。その他ラベルの売上高は前年同期比4.0％増（現地通貨ベース）、機械は前年同期比2.3％増（現地通貨

ベース）となりました。 

損益面では原材料の上昇による影響もありましたが、シュリンクラベルの売上増加が大きく貢献して増益となり

ました。 

その結果、北中米の売上高は38億14百万円（前年同期比0.1％減、現地通貨ベース13.0％増）、営業利益は５億５

百万円（前年同期比13.3％増、現地通貨ベース28.0％増）となりました。 

  

（欧州） 

シュリンクラベルは大手ブランドオーナー向けが好調に推移し前年同期比8.2％増（現地通貨ベース）となりまし

た。機械は前年同期比1.5％減（現地通貨ベース）となりました。 

損益面では原材料価格上昇や東欧・南欧地区での価格設定に対して生産性の改善で吸収するまでには至らず減益

となりました。 

その結果、欧州の売上高は28億30百万円（前年同期比3.3％減、現地通貨ベース7.3％増）、営業利益は１億44百

万円（前年同期比31.4％減、現地通貨ベース24.3％減）となりました。 

  

（アセアン） 

 アセアン諸国への市場拡大のため設立したインドネシア及びベトナムの法人については事業開始に向けて進行中で

あります。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産、負債及び純資産の状況） 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は798億71百万円となり、前連結会計年度末と比較し54億94百万円の

増加となりました。これは、受取手形及び売掛金（電子記録債権を含む）が季節的な要因による売上高増加で43億58

百万円、未収入金などその他流動資産が８億38百万円の増加などにより流動資産が51億３百万円増加したほか、有形

固定資産が４億34百万円増加したこと等によるものであります。 

負債合計は308億66百万円となり、前連結会計年度末と比べ34億10百万円の増加となりました。これは、支払手形

及び買掛金（電子記録債務を含む）が24億30百万円、配当源泉税の預り金などその他流動負債が９億34百万円増加し

たこと等によるものであります。 

 純資産合計は、利益剰余金の増加12億20百万円と為替変動の影響による為替換算調整勘定の増加８億35百万円など

により、前連結会計年度末に比べ20億84百万円増加し490億５百万円となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報



 （キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、13億47百万円の収入（前年同期は10億37百

万円の収入）となりました。これは税金等調整前四半期純利益27億97百万円を計上し、減価償却費10億68百万円及び

仕入債務の増加額22億77百万円等による収入と売上債権の増加額40億19百万円及び法人税等の支払額又は還付額13億

76百万円等の支出によるものであります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、11億29百万円の支出（前年同期は11億19百万円の支出）となりました。

これは日本及び北中米における設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出13億９百万円等によるものでありま

す。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、８億10百万円の支出（前年同期は４億53百万円の収入）となりました。

これは長期借入金の返済による支出１億83百万円及び配当金の支払額５億67百万円等によるものであります。 

 これらの結果、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は、前連結会計年度末に比べ５億７百万

円減少の65億85百万円となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、平成23年５月12日に公表い

たしました業績予想から変更はありません。 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 当第１四半期連結累計期間において、Fuji Seal Vietnam, Co., Ltd.を新たに設立したため、連結の範囲に含

めております。  

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。  

  

（４）その他 

 在外子会社等の収益及び費用については、従来、当該在外連結子会社等の決算日の直物為替相場により円貨に換

算しておりましたが、前第３四半期連結会計期間から期中平均為替相場により円貨に換算する方法に変更しており

ます。なお、前第１四半期連結累計期間については従来の方法によっており、変更後の換算方法を適用した場合、

売上高は88,742千円、営業利益は19,610千円、経常利益は15,905千円、税金等調整前四半期純利益は15,900千円減

少いたします。 

  

 該当事項はありません。 

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要



４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,881,272 7,267,650

受取手形及び売掛金 19,331,215 23,433,140

電子記録債権 1,199,638 1,455,746

商品及び製品 3,382,289 3,138,530

仕掛品 1,528,671 1,906,313

原材料及び貯蔵品 2,223,298 2,388,617

繰延税金資産 1,135,701 1,340,341

その他 1,584,908 2,423,791

貸倒引当金 △55,756 △38,926

流動資産合計 38,211,239 43,315,204

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,346,968 8,759,794

機械装置及び運搬具（純額） 16,389,941 16,492,623

土地 5,012,435 4,821,531

リース資産（純額） 134,962 124,829

建設仮勘定 1,265,362 1,391,327

その他（純額） 478,583 472,763

有形固定資産合計 31,628,253 32,062,868

無形固定資産   

のれん 74,000 59,200

リース資産 339 277

その他 596,338 556,679

無形固定資産合計 670,677 616,157

投資その他の資産   

投資有価証券 2,702,527 2,700,357

繰延税金資産 641,239 660,406

その他 539,771 534,590

貸倒引当金 △17,012 △18,031

投資その他の資産合計 3,866,526 3,877,323

固定資産合計 36,165,456 36,556,349

資産合計 74,376,696 79,871,553



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 14,107,654 15,131,242

電子記録債務 － 1,406,419

短期借入金 2,854,130 2,733,726

1年内返済予定の長期借入金 610,477 620,502

リース債務 56,063 55,432

未払金 2,621,565 2,161,016

未払法人税等 837,724 1,012,217

賞与引当金 881,912 1,244,803

その他 1,400,678 2,335,102

流動負債合計 23,370,207 26,700,464

固定負債   

長期借入金 1,669,598 1,491,581

リース債務 88,333 78,570

繰延税金負債 966,432 1,156,577

退職給付引当金 1,256,298 1,342,208

資産除去債務 48,931 49,097

その他 56,161 47,610

固定負債合計 4,085,756 4,165,645

負債合計 27,455,963 30,866,109

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,990,186 5,990,186

資本剰余金 6,233,090 6,233,090

利益剰余金 45,920,547 47,141,104

自己株式 △3,839,309 △3,806,392

株主資本合計 54,304,515 55,557,988

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 4,029 15,912

繰延ヘッジ損益 3,857 1,674

為替換算調整勘定 △6,691,010 △5,855,201

年金債務調整額 △700,658 △714,931

その他の包括利益累計額合計 △7,383,781 △6,552,544

純資産合計 46,920,733 49,005,443

負債純資産合計 74,376,696 79,871,553



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 23,191,982 23,557,387

売上原価 17,737,327 18,033,130

売上総利益 5,454,654 5,524,257

販売費及び一般管理費 2,967,715 2,819,560

営業利益 2,486,939 2,704,696

営業外収益   

受取利息 9,001 15,926

受取配当金 13,620 13,506

持分法による投資利益 62,333 49,332

事務所移転補填金 32,053 －

その他 25,962 44,780

営業外収益合計 142,971 123,546

営業外費用   

支払利息 31,123 15,938

為替差損 75,599 2,107

その他 1,468 2,429

営業外費用合計 108,191 20,475

経常利益 2,521,719 2,807,767

特別利益   

固定資産売却益 702 233

特別利益合計 702 233

特別損失   

固定資産除売却損 53,896 10,137

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 16,917 －

特別損失合計 70,814 10,137

税金等調整前四半期純利益 2,451,607 2,797,863

法人税、住民税及び事業税 914,569 1,025,026

法人税等調整額 △171,138 △15,472

法人税等合計 743,431 1,009,553

少数株主損益調整前四半期純利益 1,708,176 1,788,309

四半期純利益 1,708,176 1,788,309



（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,708,176 1,788,309

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △31,102 11,883

繰延ヘッジ損益 － △2,182

為替換算調整勘定 △34,282 915,150

持分法適用会社に対する持分相当額 △93,576 △79,341

年金債務調整額 △8,415 △14,272

その他の包括利益合計 △167,377 831,237

四半期包括利益 1,540,798 2,619,546

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,540,798 2,619,546

少数株主に係る四半期包括利益 － －



（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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 2,451,607 2,797,863

減価償却費 1,032,968 1,068,880

のれん償却額 14,800 14,800

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 16,917 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15,711 △19,982

賞与引当金の増減額（△は減少） 378,111 360,241

退職給付引当金の増減額（△は減少） 59,511 56,037

持分法による投資損益（△は益） △62,333 △49,332

固定資産除売却損益（△は益） 53,194 9,903

受取利息及び受取配当金 △22,622 △29,433

支払利息 31,123 15,938

為替差損益（△は益） 10,465 1,979

売上債権の増減額（△は増加） △3,352,273 △4,019,986

たな卸資産の増減額（△は増加） △246,540 △165,558

仕入債務の増減額（△は減少） 2,406,468 2,277,844

未払金の増減額（△は減少） △34,035 △126,256

その他 242,711 590,667

小計 2,964,363 2,783,606

利息及び配当金の受取額 21,518 27,484

利息の支払額 △34,079 △19,925

災害損失の支払額 － △67,383

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,914,416 △1,376,155

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,037,384 1,347,625

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △1,052,267 △1,309,890

有形固定資産の売却による収入 5,302 216,325

無形固定資産の取得による支出 △38,140 △24,737

投資有価証券の取得による支出 △5,909 △6,310

その他 △28,166 △5,289

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,119,181 △1,129,902

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） △402,200 △77,163

長期借入れによる収入 1,499,955 －

長期借入金の返済による支出 △221,550 △183,842

自己株式の取得による支出 △506 △160

自己株式の売却による収入 11,406 33,077

配当金の支払額 △421,084 △567,753

その他 △12,575 △14,690

財務活動によるキャッシュ・フロー 453,443 △810,532

現金及び現金同等物に係る換算差額 46,706 85,088

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 418,353 △507,721

現金及び現金同等物の期首残高 4,846,714 7,093,262

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,265,068 6,585,540



 該当事項はありません。  

  

（セグメント情報）  

Ⅰ 前第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） 

 １．報告セグメントの概要 

 当社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。 

 当社及び連結子会社は、シュリンクラベル・タックラベル・ソフトパウチ及び機械などを中心としたパッケ

ージングの企画、提案、開発、製造及び販売等の事業を、「日本」、「北中米」及び「欧州」の各地域で展開

しております。 

 したがって、当社は、販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日本」、「北中

米」及び「欧州」の３つを報告セグメントとしております。 

  

 ２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 （単位：千円）

（注）１. セグメント利益の調整額23,212千円は、主に未実現損益消去などのセグメント間取引消去であります。 

２. セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益であります。 

  

（追加情報） 

 当第１四半期連結会計期間より、「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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  

報告セグメント
調整額 
（注） 

四半期連結
財務諸表 
計上額  日本 北中米 欧州 合計

売上高             

外部顧客への売上高  16,677,824  3,812,235  2,701,922  23,191,982  －  23,191,982

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 183,403  4,758  223,591  411,753  △411,753  －

計  16,861,227  3,816,994  2,925,513  23,603,735  △411,753  23,191,982

セグメント利益  1,852,627  446,292  211,231  2,510,151  △23,212  2,486,939



Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６月30日） 

 １．報告セグメントの概要 

 当社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。 

 当社及び連結子会社は、シュリンクラベル・タックラベル・ソフトパウチ及び機械などを中心としたパッケ

ージングの企画、提案、開発、製造及び販売等の事業を、「日本」、「北中米」、「欧州」及び「アセアン」

の各地域で展開しております。なお、当第１四半期連結累計期間より、アセアン諸国への市場拡大のため設立

した㈱フジシールサウスイーストアジア、PT. Fuji Seal Indonesia及びFuji Seal Vietnam,Co.,Ltdの事業展

開に伴い、報告セグメントに「アセアン」を追加しております。 

 したがって、当社は、販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日本」、「北中

米」、「欧州」及び「アセアン」の４つを報告セグメントとしております。 

  

 ２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 （単位：千円）

（注）１. セグメント利益の調整額12,584千円は、主に未実現損益消去などのセグメント間取引消去であります。 

２. セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益であります。  

  

 該当事項はありません。   

  

 該当事項はありません。   

   

  

報告セグメント
調整額 
（注） 

四半期連結
財務諸表 
計上額  日本 北中米 欧州 アセアン 合計

売上高             

外部顧客への売上高  16,905,592  3,810,272  2,643,878  197,643  23,557,387  －  23,557,387

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 246,519  4,444  186,324  39,389  476,677  △476,677  －

計  17,152,111  3,814,716  2,830,203  237,033  24,034,065  △476,677  23,557,387

セグメント利益又は損失  2,053,570  505,671  144,994  △12,124  2,692,112  12,584  2,704,696

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象



（１）販売実績 

当第１四半期連結累計期間の報告セグメントの売上高を品目別に示すと、次のとおりであります。 

       （単位：千円）

以 上

  

５．補足情報

セグメントの名称 

当第１四半期連結累計期間 

（自 平成23年４月１日 

    至 平成23年６月30日） 

前期同期比（％）  

日 本  シュリンクラベル  10,491,048  105.1

   タックラベル  2,417,293  96.5

   ソフトパウチ   1,370,791  122.1

   機械  926,510  91.3

   その他   1,946,467  87.1

  日本合計  17,152,111  101.7

北中米  シュリンクラベル  3,016,555  102.4

   その他ラベル   520,844  92.2

   機械  277,316  90.4

  北中米合計  3,814,716  99.9

欧 州  シュリンクラベル  2,316,407  97.6

   機械  477,270  88.9

   その他  36,525  243.5

  欧州合計  2,830,203  96.7

アセアン   シュリンク・ラベル他  228,270  －

   機械  8,763  －

  アセアン合計  237,033  －

セグメント間取引消去  △476,677  －

合計  23,557,387  101.6
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