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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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2四半期 4,145 △12.9 38 △74.0 68 △37.2 30 △28.2
23年3月期第2四半期 4,760 6.4 147 ― 108 642.1 43 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 2百万円 （△6.3％） 23年3月期第2四半期 2百万円 （―％）

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2四半期 6.63 ―
23年3月期第2四半期 9.07 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 12,351 8,967 72.6
23年3月期 12,637 9,025 71.4
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  8,967百万円 23年3月期  9,025百万円

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 ― 0.00 ― 13.00 13.00
24年3月期 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 13.00 13.00

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、対前期増減率）

（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

通期 9,400 1.8 300 △1.7 360 84.2 205 ― 43.98



(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）  ：  無  

(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「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 ―社 （社名） 、 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2Q 5,000,000 株 23年3月期 5,000,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 338,512 株 23年3月期 337,523 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 4,661,714 株 23年3月期2Q 4,742,523 株
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当第２四半期連結累計期間における日本経済は、東日本大震災の影響による急激な落ち込みから

徐々に回復しつつあるものの、欧米の財政・金融不安による、円高の進行、株価の下落等の懸念材料

も多く、依然として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２四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41億45百万円

（前年同四半期比87.1％）、営業利益は38百万円（前年同四半期比26.0％）、経常利益は68百万円

（前年同四半期比62.8％）となりました。  

 なお、四半期純利益につきましては、30百万円（前年同四半期比71.8％）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10億48百万円（前年同四半期比96.7％）、セグメント利益は１億54百万円（前年同四半期比

92.9％）となりました。 

工業資材  

OA機器用、各種産業用資材ともに震災の影響から徐々に回復しましたが、主要納入先の稼働率は

完全には回復せず、当社の販売も低調に推移しました。その結果、工業資材事業では、売上高は16

億66百万円（前年同四半期比88.2％）、セグメント利益は１億93百万円（前年同四半期比63.9％）

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、震災の影響により、各種展示会やイベントが中止となり、販売は低

調に推移しました。また、自動車資材についても、震災の影響を受け、各自動車メーカーの稼働率

が激減し、当社の販売も低調に推移しました。その結果、建装・自動車資材事業では、売上高は11

億32百万円（前年同四半期比77.0％）、セグメント利益は１億４百万円（前年同四半期比71.5％）

となりました。 

  

(1)資産・負債・純資産に関する分析 

当第２四半期連結会計期間における財政状態につきましては、総資産が123億51百万円と前連結

会計年度末に比べて２億86百万円の減少となりました。これは主に、投資その他の資産が４億43百

万円増加しましたが、現金及び預金が６億77百万円、受取手形及び売掛金が79百万円それぞれ減少

したことによるものであります。  

 負債の部は、33億84百万円となり、前連結会計年度末に比べて２億27百万円減少となりました。

これは主に、支払手形及び買掛金が98百万円、退職給付引当金が54百万円、未払法人税等が53百万

円それぞれ減少したことによるものであります。  

  純資産の部は、89億67百万円となり、前連結会計年度末に比べて58百万円減少となりました。こ

れは主に、配当金の支払い等により利益剰余金が29百万円、その他有価証券評価差額金が27百万円

それぞれ減少したことによるものであります。 

１．当四半期決算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

- 2-

㈱フジコー(3515)　平成24年３月期 第2四半期決算短信



 

  
(2)キャッシュ・フローに関する分析 

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下資金）は、25億67百万円と前連結

会計年度末と比べ１億77百万円減少しました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は、58百万円（前年同期比

63.5％減）となりました。これは主に、減価償却費１億68百万円増加したものの、仕入債務が98百

万円減少したこと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２四半期連結累計期間における投資活動の結果使用した資金は、１億66百万円（前年同期比

22.8％減）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１億46百万円及び無形固定

資産の取得による支出19百万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２四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、67百万円（前年同期比

10.7％減）となりました。これは主に、配当金の支払額60百万円によるものであります。 

  

当社グループの事業を取り巻く環境は依然として厳しく、平成24年３月期第２四半期の業績予想に

つきましては、平成23年11月４日公表の「平成24年３月期第２四半期（累計）業績予想の修正に関す

るお知らせ」のとおり修正を行っております。また、通期の業績予想につきましては、平成23年５月

19日に発表しました通り変更ありません。  

 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。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,624,952 2,947,237

受取手形及び売掛金 2,688,985 2,609,687

有価証券 372,069 370,968

商品及び製品 1,127,516 1,151,083

仕掛品 249,847 246,319

原材料及び貯蔵品 353,069 380,008

繰延税金資産 83,289 75,904

その他 51,522 50,327

貸倒引当金 △6,636 △3,443

流動資産合計 8,544,618 7,828,093

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,408,808 2,429,086

減価償却累計額 △1,304,953 △1,342,558

建物及び構築物（純額） 1,103,854 1,086,528

機械装置及び運搬具 5,529,733 5,585,982

減価償却累計額 △4,819,490 △4,894,751

機械装置及び運搬具（純額） 710,243 691,231

土地 990,552 990,552

建設仮勘定 137,092 145,302

その他 260,497 265,836

減価償却累計額 △206,348 △215,152

その他（純額） 54,148 50,683

有形固定資産合計 2,995,890 2,964,298

無形固定資産 58,035 76,444

投資その他の資産

投資有価証券 517,002 473,363

繰延税金資産 295,750 284,075

その他 261,315 761,260

貸倒引当金 △35,132 △36,140

投資その他の資産合計 1,038,935 1,482,559

固定資産合計 4,092,861 4,523,302

資産合計 12,637,479 12,351,395
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,583,045 1,484,330

短期借入金 350,000 350,000

未払法人税等 64,910 11,565

未払費用 79,015 80,523

賞与引当金 147,717 140,715

その他 216,990 209,885

流動負債合計 2,441,678 2,277,019

固定負債

社債 300,000 300,000

退職給付引当金 736,907 682,157

その他 132,925 125,045

固定負債合計 1,169,832 1,107,202

負債合計 3,611,511 3,384,221

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 5,942,884 5,913,178

自己株式 △221,140 △221,455

株主資本合計 9,037,857 9,007,836

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 40,273 12,750

為替換算調整勘定 △52,162 △53,412

その他の包括利益累計額合計 △11,889 △40,662

純資産合計 9,025,968 8,967,174

負債純資産合計 12,637,479 12,351,395
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（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２四半期連結累計期間

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年９月30日)

売上高 4,760,559 4,145,844

売上原価 3,768,766 3,366,211

売上総利益 991,792 779,632

販売費及び一般管理費 844,293 741,318

営業利益 147,499 38,314

営業外収益

受取利息 2,504 2,513

受取配当金 7,316 5,148

不動産賃貸料 40,346 40,296

助成金収入 4,418 6,221

投資有価証券割当益 9,240 －

その他 6,702 9,152

営業外収益合計 70,528 63,332

営業外費用

支払利息 5,441 5,441

売上割引 5,081 4,042

不動産賃貸原価 3,733 3,716

持分法による投資損失 51,236 －

為替差損 43,300 19,071

その他 654 1,153

営業外費用合計 109,447 33,425

経常利益 108,580 68,221

特別利益

固定資産売却益 19 －

受取保険金 11,500 3,475

特別利益合計 11,519 3,475

特別損失

固定資産除却損 677 448

投資有価証券評価損 2,233 2,310

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 5,402 2,758

税金等調整前四半期純利益 114,697 68,937

法人税、住民税及び事業税 53,972 5,170

法人税等調整額 17,695 32,861

法人税等合計 71,667 38,031

少数株主損益調整前四半期純利益 43,030 30,906

少数株主利益 － －

四半期純利益 43,030 30,906
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四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 43,030 30,906

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △33,176 △27,523

為替換算調整勘定 △7,577 △1,249

その他の包括利益合計 △40,753 △28,772

四半期包括利益 2,276 2,133

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,276 2,133

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年９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 114,697 68,937

減価償却費 198,054 168,316

退職給付引当金の増減額（△は減少） △57,688 △54,750

貸倒引当金の増減額（△は減少） △13,963 △2,185

受取利息及び受取配当金 △9,820 △7,662

支払利息 5,441 5,441

投資有価証券評価損益（△は益） 2,233 2,310

投資有価証券割当益 △9,240 －

受取保険金 △11,500 △3,475

固定資産除却損 677 448

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） 51,236 －

売上債権の増減額（△は増加） 24,900 76,763

たな卸資産の増減額（△は増加） 11,309 △47,392

仕入債務の増減額（△は減少） △33,861 △98,065

その他 △83,358 1,953

小計 191,611 110,640

利息及び配当金の受取額 11,924 9,268

利息の支払額 △5,464 △5,435

法人税等の支払額 △48,119 △58,983

保険金の受取額 11,500 3,475

営業活動によるキャッシュ・フロー 161,451 58,964

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 △950,000

定期預金の払戻による収入 450,000 950,000

有形固定資産の取得による支出 △129,071 △146,983

有形固定資産の売却による収入 50 －

無形固定資産の取得による支出 △32,636 △19,897

投資有価証券の取得による支出 △54,264 －

貸付けによる支出 △8,000 －

貸付金の回収による収入 8,387 387

投資活動によるキャッシュ・フロー △215,534 △166,494

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 △3,216 △6,538

自己株式の取得による支出 △1,269 △315

配当金の支払額 △71,429 △60,944

財務活動によるキャッシュ・フロー △75,915 △67,798

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,665 △2,365

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △133,663 △177,693

現金及び現金同等物の期首残高 2,941,157 2,744,776

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,807,494 2,567,082
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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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