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(百万円未満切捨て)

１．平成28年３月期第２四半期の連結業績（平成27年４月１日～平成27年９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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

28年３月期第２四半期 4,595 1.1 △115 ― △68 ― △54 ―

27年３月期第２四半期 4,547 1.2 △129 ― △90 ― △67 ―

(注) 包括利益 28年３月期第２四半期 △68百万円 ( ―％) 27年３月期第２四半期 △34百万円 ( ―％)
　

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

28年３月期第２四半期 △11.74 ―

27年３月期第２四半期 △14.50 ―
　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

28年３月期第２四半期 13,168 9,305 70.7

27年３月期 13,580 9,406 69.3

(参考) 自己資本 28年３月期第２四半期 9,305 百万円 27年３月期 9,406百万円
　

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

27年３月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00

28年３月期 ― 0.00

28年３月期(予想) ― 8.00 8.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

　

３．平成28年３月期の連結業績予想（平成27年４月１日～平成28年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 10,150 8.1 120 ― 200 146.8 120 835.0 25.75
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

　 新規 ―社 (社名) 、除外 ―社 (社名)

（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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

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

（４）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) 28年３月期２Ｑ 5,000,000株 27年３月期 5,000,000株

② 期末自己株式数 28年３月期２Ｑ 340,536株 27年３月期 340,018株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年３月期２Ｑ 4,659,712株 27年３月期２Ｑ 4,660,009株

　

※ 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、四半期財務諸表に対する四半期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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報(３)連結業績予想

などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策や日銀の金融緩和等により輸出企業を中心と

した企業業績の回復や雇用環境の改善が続く中、個人消費の持ち直しやインバウンド需要の拡大等を背景として、

足取りは重いものの緩やかな回復基調で推移しました。しかしながら、中国経済の減速懸念や米国の利上げに対す

る警戒感等により、先行きは依然として不透明な状況が続いております。

このような状況のもと、当社グループとしましては、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する、を基本方針に、品質の向上、原価低減、人材の適正配置を運営方針に掲

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45億95百万円（前年同四半期

比101.1％）となりました。利益面におきましては、PT.FUJIKO INDONESIAの本格稼働に伴う経費負担等により、営

業損失１億15百万円（前年同四半期は営業損失１億29百万円）、経常損失68百万円（前年同四半期は経常損失90百万

円）となりました。

なお、親会社株主に帰属する四半期純損失は、繰延税金資産の回収可能性を見直した結果、54百万円（前年同四

半期は四半期純損失67百万円）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

環境資材については、耐熱フィルターを中心に環境資材関連の受注の下振れにより軟調に推移しました。また、

エネルギー資材については、市況の回復の遅れ等によりやや軟調に推移しました。その結果、環境・エネルギー資

材事業では、売上高は８億86百万円（前年同四半期比94.6％）セグメント利益は42百万円（前年同四半期比41.2％）

となりました。

工業資材

工業資材については、OA機器用、各種産業用資材ともに、販売は好調に推移しました。その結果、工業資材事業

では、売上高は16億81百万円（前年同四半期比113.7％）セグメント利益は１億90百万円（前年同四半期比102.2％）

となりました。

建装・自動車資材

建装資材については、展示会等の各種カーペットの受注を中心に堅調に推移しました。自動車資材については、

受注は安定しておりますが自動車メーカーの海外シフト等により販売は軟調に推移しました。その結果、建装・自

動車資材事業では、売上高は17億33百万円（前年同四半期比93.9％）セグメント利益は87百万円（前年同四半期比

45.0％）となりました。

その他

その他事業については、電気資材、衣料資材、帽子帽材等ともに、販売ルートの強化及び新規市場の開拓に取組

み、販売は堅調に推移しました。その結果、その他事業では、売上高は２億93百万円（前年同四半期比103.0％）セ

グメント利益は10百万円（前年同四半期比25.7％）となりました。

（２）財政状態に関する説明

(1)資産・負債及び純資産の状況

当第２四半期連結累計期間末における財政状態につきましては、総資産が131億68百万円と前連結会計年度末に比

べて４億11百万円の減少となりました。これは主に、たな卸資産が１億96百万円増加し、現金及び預金が２億５百

万円、受取手形及び売掛金が２億96百万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、38億63百万円となり、前連結会計年度末に比べて３億10百万円減少となりました。これは主に、支

払手形及び買掛金が１億57百万円、長期借入金（１年内返済予定を含む）が94百万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、93億５百万円となり、前連結会計年度末に比べて１億１百万円減少となりました。これは主に、

利益剰余金が87百万円、その他有価証券評価差額金が28百万円それぞれ減少したことによるものであります。
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(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、15億82百万円と前連結会計年度末と比

べ２億59百万円（19.6％）増加しました。

（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の営業活動によるキャッシュフローは、５百万円の収入（前第２四半期連結累計期間

は84百万円の支出）となりました。これは主に、減価償却費１億69百万円、売上債権の減少額３億２百万円等によ

る資金の増加と、税金等調整前四半期純損失25百万円、たな卸資産の増加額１億93百万円、仕入債務の減少額１億

93百万円、法人税等の支払額41百万円等の資金の減少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の投資活動によるキャッシュフローは、４億51百万円の収入（前第２四半期連結累計

期間は２億25百万円の支出）となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入４億65百万円等によるもので

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の財務活動によるキャッシュフローは、２億２百万円の支出（前第２四半期連結累計

期間は６百万円の支出）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出94百万円、社債の償還による支

出50百万円、配当金の支払額36百万円等の資金の減少によるものであります。

　

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成28年３月期第２四半期の業績予想につきましては、平成27年11月６日公表の「業績予想の修正に関するお知

らせ」の通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27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。

　

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

当第１四半期連結会計期間より、重要性が増したため三和氈子香港有限公司を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

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）、「連結財務諸表に関する会計基準」

（企業会計基準第22号 平成25年９月13日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25

年９月13日）等を、第１四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非

支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第２四半期連結累計期間

及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

　

３．継続企業の前提に関する重要事象等

　該当事項はありません。
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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27年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,293,179 2,087,284

受取手形及び売掛金 2,896,841 2,600,077

電子記録債権 459,388 482,633

商品及び製品 1,286,311 1,354,469

仕掛品 335,717 389,921

原材料及び貯蔵品 541,013 600,028

繰延税金資産 95,597 100,841

その他 116,537 113,977

貸倒引当金 △6,044 △6,137

流動資産合計 8,018,541 7,723,095

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 3,185,799 3,198,990

減価償却累計額 △1,652,168 △1,696,694

建物及び構築物（純額） 1,533,631 1,502,296

機械装置及び運搬具 6,120,134 6,133,898

減価償却累計額 △5,456,834 △5,517,952

機械装置及び運搬具（純額） 663,300 615,946

土地 1,619,435 1,626,929

建設仮勘定 2,810 14,389

その他 456,137 481,902

減価償却累計額 △255,744 △270,130

その他（純額） 200,393 211,771

有形固定資産合計 4,019,570 3,971,334

無形固定資産

のれん 52,878 39,658

ソフトウエア 131,463 115,966

その他 30,791 37,430

無形固定資産合計 215,134 193,055

投資その他の資産

投資有価証券 1,151,193 1,095,490

繰延税金資産 83,647 96,690

その他 138,065 102,983

貸倒引当金 △45,600 △13,851

投資その他の資産合計 1,327,306 1,281,313

固定資産合計 5,562,010 5,445,703

資産合計 13,580,552 13,168,798
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,628,343 1,470,479

短期借入金 350,000 350,000

1年内償還予定の社債 50,000 100,000

1年内返済予定の長期借入金 189,392 339,392

未払法人税等 47,282 47,431

未払費用 107,777 126,267

賞与引当金 150,005 152,007

その他 242,801 175,717

流動負債合計 2,765,602 2,761,295

固定負債

社債 100,000 -

長期借入金 541,232 296,536

退職給付に係る負債 475,653 490,679

その他 291,331 314,728

固定負債合計 1,408,217 1,101,943

負債合計 4,173,820 3,863,238

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 5,977,876 5,890,577

自己株式 △222,092 △222,392

株主資本合計 9,071,896 8,984,298

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 216,392 188,076

為替換算調整勘定 149,453 159,610

退職給付に係る調整累計額 △31,010 △26,425

その他の包括利益累計額合計 334,835 321,261

純資産合計 9,406,732 9,305,559

負債純資産合計 13,580,552 13,168,798
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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26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

売上高 4,547,298 4,595,874

売上原価 3,720,467 3,731,660

売上総利益 826,831 864,213

販売費及び一般管理費 956,622 979,981

営業損失（△） △129,791 △115,767

営業外収益

受取利息 3,973 3,135

受取配当金 6,999 7,512

不動産賃貸料 39,699 40,423

その他 7,707 17,433

営業外収益合計 58,379 68,506

営業外費用

支払利息 9,264 10,830

売上割引 3,826 5,622

不動産賃貸原価 3,723 4,054

その他 1,777 502

営業外費用合計 18,592 21,010

経常損失（△） △90,003 △68,272

特別利益

固定資産売却益 13 -

投資有価証券売却益 - 42,873

その他 - 620

特別利益合計 13 43,493

特別損失

固定資産除却損 90 248

特別損失合計 90 248

税金等調整前四半期純損失（△） △90,080 △25,026

法人税、住民税及び事業税 32,279 35,266

法人税等調整額 △54,783 △5,601

法人税等合計 △22,504 29,664

四半期純損失（△） △67,575 △54,691

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △67,575 △54,691

決算短信 （宝印刷）  2015年11月13日 08時41分 8ページ （Tess 1.40(64) 20150116_01）



株式会社フジコー(3515) 平成28年３月期 第２四半期決算短信

7

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26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

四半期純損失（△） △67,575 △54,691

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 52,076 △28,316

為替換算調整勘定 △22,755 10,156

退職給付に係る調整額 3,741 4,584

その他の包括利益合計 33,062 △13,574

四半期包括利益 △34,513 △68,265

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △34,513 △68,265

非支配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26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27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損失（△） △90,080 △25,026

減価償却費 165,292 169,893

のれん償却額 13,219 13,219

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 35,108 21,754

貸倒引当金の増減額（△は減少） 20,024 93

受取利息及び受取配当金 △10,973 △10,648

支払利息 9,264 10,830

有形固定資産売却損益（△は益） △13 ―

投資有価証券売却損益（△は益） ― △42,873

有形固定資産除却損 90 248

売上債権の増減額（△は増加） 54,932 302,101

たな卸資産の増減額（△は増加） △102,817 △193,654

仕入債務の増減額（△は減少） △99,946 △193,689

その他 △34,772 △11,294

小計 △40,671 40,954

利息及び配当金の受取額 10,585 12,368

利息の支払額 △9,417 △11,095

法人税等の還付額 ― 4,527

法人税等の支払額 △45,228 △41,723

営業活動によるキャッシュ・フロー △84,732 5,031

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 △950,000 △504,400

定期預金の払戻による収入 950,000 970,000

有形固定資産の取得による支出 △194,742 △70,708

有形固定資産の売却による収入 13 －

投資有価証券の売却による収入 ― 58,800

無形固定資産の取得による支出 △31,004 △2,384

貸付金の回収による収入 116 116

投資活動によるキャッシュ・フロー △225,616 451,422

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △94,696 △94,696

セール・アンド・リースバックによる収入 135,147 ―

リース債務の返済による支出 △9,636 △20,139

社債の償還による支出 ― △50,000

自己株式の取得による支出 △17 △299

配当金の支払額 △37,067 △36,907

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,268 △202,043

現金及び現金同等物に係る換算差額 14,996 △8,963

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △301,621 245,447

現金及び現金同等物の期首残高 1,737,110 1,323,179

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 ― 14,257

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,435,489 1,582,884
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　該当事項はありません。
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