
平成25年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成25年11月12日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 フジコピアン株式会社 上場取引所 東 
コード番号 7957 URL http://www.fujicopian.com
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 赤城 貫太郎
問合せ先責任者 （役職名） 管理部長 （氏名） 栄   聖二 TEL 06-6471-7071
四半期報告書提出予定日 平成25年11月12日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成25年12月期第3四半期の連結業績（平成25年1月1日～平成25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 ％

25年12月期第3四半期 7,280 0.6 139 △41.7 221 △13.1 153 ―
24年12月期第3四半期 7,235 △6.5 238 △62.6 254 △55.7 △92 ―

（注）包括利益 25年12月期第3四半期 296百万円 （―％） 24年12月期第3四半期 △148百万円 （―％）

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

25年12月期第3四半期 9.72 ―
24年12月期第3四半期 △5.85 ―

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

25年12月期第3四半期 15,637 9,019 57.7 572.20
24年12月期 15,915 8,787 55.2 557.34
（参考） 自己資本   25年12月期第3四半期  9,019百万円 24年12月期  8,787百万円

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

24年12月期 ― 0.00 ― 4.00 4.00
25年12月期 ― 0.00 ―
25年12月期（予想） 4.00 4.00

3. 平成25年12月期の連結業績予想（平成25年 1月 1日～平成25年12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 10,200 4.3 600 89.6 600 57.5 400 879.6 25.37



(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、金融商品取引法にもとづく四半期レビュー手続の対象外であります。なお、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
にもと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 
上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報および将来の業績に影響をあたえる不確実な要因を前提としております。実際の業績は、今後
の様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 

※  注記事項

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） 25年12月期3Q 17,894,877 株 24年12月期 17,894,877 株
② 期末自己株式数 25年12月期3Q 2,131,603 株 24年12月期 2,128,665 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期3Q 15,764,818 株 24年12月期3Q 15,766,092 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済対策および金融政策を背景とした円安

および株価の上昇などにより、主に輸出関連企業において業績の回復ならびに個人消費改善の兆しが見

えてまいりました。一方、長期化する欧州債務問題、新興国の経済成長の減速および円安による輸入原

材料の価格上昇などから、依然景気は先行き不透明な状況で推移しました。

このような環境のなか、当グループは主力製品であるバーコード用リボン、機能性フィルムの統一ブ

ランドである「ＦＩＸＦＩＬＭ®」を中心として、顧客の様々なニーズに対応するとともに拡販活動に

努めてまいりました。

生産面におきましては、品質のさらなる向上と安定化による顧客満足度のアップに取り組むととも

に、スピードとアクションを基本とした生産革新活動を継続し、徹底した効率化の推進による収益の改

善に取り組んでまいりました。

この結果、連結売上高は、主力製品を中心とした拡販活動に努め、72億８千万円(前年同期比0.6％

増)となりました。

利益面におきましては、効率化の徹底推進によるコスト削減を図りましたが、円安による原価の上昇

などにより、営業利益は１億３千９百万円(前年同期比41.7％減)となりました。経常利益は円安による

為替差益１億１千９百万円の計上などにより、２億２千１百万円(前年同期比13.1％減)となり、四半期

純利益は１億５千３百万円(前年同期は四半期純損失９千２百万円)となりました。

品目別売上高の状況は、次のとおりであります。

サーマルトランスファーメディアは、主力のバーコード用リボンを中心に拡販に努めた結果、全体で

は32億６千９百万円(前年同期比6.1％増)となりました。

インパクトリボンは、市場の縮小傾向が続くなか拡販に努めた結果、全体では12億２千万円(前年同

期比6.2％増)となりました。

テープ類は、市場価格の低下がありましたが、全体では12億４千９百万円(前年同期比1.9％増)とな

りました。

機能性フィルムは、電子材料分野を中心に拡販活動に努めましたが、販売競争の激化などにより、全

体では６億１千７百万円(前年同期比32.9％減)となりました。

その他は、全体では９億２千３百万円(前年同期比7.8％増)となりました。

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、156億３千７百万円(前連結会計年度末比1.7％減)と、前連

結会計年度末に比べ２億７千７百万円の減少となりました。これは、主に現金及び預金の減少などによ

るものであります。

負債は、66億１千７百万円(前連結会計年度末比7.2％減)と、前連結会計年度末に比べ５億１千万円

の減少となりました。これは、金融機関への長期借入金の返済による減少などによるものであります。

純資産は、90億１千９百万円(前連結会計年度末比2.6％増)と、前連結会計年度末に比べ２億３千２

百万円の増加となりました。これは、主に利益剰余金およびその他有価証券評価差額金の増加などによ

るものであります。

平成25年12月期の連結業績予想につきましては、前回発表（平成25年２月14日公表）からの変更はご

ざいません。

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

（３）連結業績予想に関する定性的情報

フジコピアン㈱ (7957) 平成25年12月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

- 2 -



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(注記事項)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
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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)

前連結会計年度
(平成24年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,596,736 4,298,723

受取手形及び売掛金 2,855,976 2,917,712

電子記録債権 1,468 961

商品及び製品 651,010 520,368

仕掛品 433,690 609,418

原材料及び貯蔵品 487,326 451,750

繰延税金資産 4,852 4,991

その他 194,114 73,794

貸倒引当金 △2,846 △2,803

流動資産合計 9,222,329 8,874,916

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,895,393 1,863,270

機械装置及び運搬具（純額） 1,679,214 1,586,136

土地 1,681,745 1,681,745

建設仮勘定 118,348 63,463

その他（純額） 176,061 200,569

有形固定資産合計 5,550,763 5,395,186

無形固定資産

のれん 106,706 108,046

その他 41,387 113,671

無形固定資産合計 148,093 221,717

投資その他の資産

投資有価証券 777,448 927,747

長期貸付金 5,929 5,190

その他 211,158 213,183

貸倒引当金 △266 △266

投資その他の資産合計 994,268 1,145,854

固定資産合計 6,693,125 6,762,759

資産合計 15,915,454 15,637,675
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,149,733 1,378,393

短期借入金 240,998 265,390

1年内返済予定の長期借入金 1,148,000 1,062,800

リース債務 20,084 31,720

未払法人税等 17,311 45,615

未払消費税等 45,115 1,091

賞与引当金 － 89,261

設備関係支払手形 205,863 81,715

その他 260,909 285,274

流動負債合計 3,088,016 3,241,262

固定負債

長期借入金 3,106,412 2,307,500

リース債務 44,710 99,906

繰延税金負債 27,511 79,092

退職給付引当金 780,067 799,593

役員退職慰労引当金 78,033 86,866

資産除去債務 3,635 3,678

固定負債合計 4,040,372 3,376,638

負債合計 7,128,388 6,617,900

純資産の部

株主資本

資本金 4,791,796 4,791,796

資本剰余金 2,995,928 2,995,928

利益剰余金 1,271,199 1,361,378

自己株式 △329,209 △329,759

株主資本合計 8,729,714 8,819,343

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 68,588 161,803

為替換算調整勘定 △11,237 38,628

その他の包括利益累計額合計 57,350 200,431

純資産合計 8,787,065 9,019,775

負債純資産合計 15,915,454 15,637,675
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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３四半期連結累計期間
(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
至 平成24年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年１月１日
至 平成25年９月30日)

売上高 7,235,851 7,280,192

売上原価 5,554,153 5,645,207

売上総利益 1,681,697 1,634,984

販売費及び一般管理費 1,443,107 1,495,929

営業利益 238,590 139,054

営業外収益

受取利息 5,631 5,963

受取配当金 10,273 17,268

為替差益 － 119,066

その他 59,248 22,034

営業外収益合計 75,154 164,333

営業外費用

支払利息 46,889 38,232

為替差損 7,186 －

関係会社移転費用 － 42,346

その他 4,890 1,516

営業外費用合計 58,967 82,095

経常利益 254,777 221,292

特別利益

事業譲渡益 30,000 －

特別利益合計 30,000 －

特別損失

固定資産廃棄損 1,427 9,287

投資有価証券評価損 2,307 －

関係会社清算損 9,005 －

関係会社整理損失引当金繰入額 200,266 －

特別損失合計 213,006 9,287

税金等調整前四半期純利益 71,771 212,005

法人税等 163,976 58,761

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△92,205 153,243

四半期純利益又は四半期純損失（△） △92,205 153,243
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四半期連結包括利益計算書
第３四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
至 平成24年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年１月１日
至 平成25年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△92,205 153,243

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △54,438 93,215

為替換算調整勘定 △2,107 49,865

その他の包括利益合計 △56,545 143,080

四半期包括利益 △148,751 296,324

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △148,751 296,324
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該当事項はありません。

当グループは、インク製造技術、塗布技術を技術基盤として、印字記録媒体および事務用消耗品関連

事業を主な業務とした単一セグメントで事業活動を行っておりますので、記載を省略しております。

該当事項はありません。

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（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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