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(百万円未満切捨て)

１．平成27年12月期第３四半期の連結業績（平成27年１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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

27年12月期第３四半期 6,523 △6.2 75 221.1 56 87.8 15 174.9

26年12月期第３四半期 6,954 △4.5 23 △83.0 30 △86.3 5 △96.3

(注)包括利益 27年12月期第３四半期 27 百万円 ( △83.1％) 26年12月期第３四半期 159 百万円 ( △46.1％)
　

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

27年12月期第３四半期 1.03 ―

26年12月期第３四半期 0.37 ―
　

（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 ％

27年12月期第３四半期 16,941 9,216 54.4

26年12月期 16,859 9,024 53.5

(参考) 自己資本 27年12月期第３四半期 9,216 百万円 26年12月期 9,024 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

26年12月期 ― 0.00 ― 4.00 4.00

27年12月期 ― 0.00 ―

27年12月期(予想) 4.00 4.00
(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27年12月期の連結業績予想（平成27年１月１日～平成27年12月31日）

(％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
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 8,500 △9.0 120 22.8 110 △44.7 50 △57.3 3.26
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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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
（注）詳細は、添付資料３ページ「２.サマリー情報(注記事項)に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」

をご覧ください。

（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) 27年12月期３Ｑ 17,894,877株 26年12月期 17,894,877株

② 期末自己株式数 27年12月期３Ｑ 2,559,943株 26年12月期 2,558,140株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年12月期３Ｑ 15,335,823株 26年12月期３Ｑ 15,369,723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、金融商品取引法にもと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せん。

　

※ 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。
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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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、金融政策を主とした経済政策などを背景に企業業績、雇用情

勢に改善が見られ、景気は全体として緩やかな回復基調となりました。しかしながら、米国が利上げ時期を模索し

ていることや、中国経済の減速懸念が強まっていることなどを背景として、景気の動向は依然として先行き不透明

な状況で推移しました。

当グループを取り巻く事業環境は、主力のバーコード用リボン、修正テープの市場は堅調に推移している反面、

スマートフォン・タブレット端末等の電子材料分野向けの機能性フィルム「ＦＩＸＦＩＬＭ」の市場においては、

依然、厳しい販売競争・価格競争が続いております。

このような環境のなか、当グループは、経営基盤の強化、技術革新による新製品の開発および新市場の開拓を重

点課題とし、多様化・高度化する顧客のニーズに対応するための新規・新製品開発およびバーコード用リボン、修

正テープ、「ＦＩＸＦＩＬＭ」など主力製品の国内外での拡販活動に積極的に取り組んでおります。

また、生産面におきましては、海外生産拠点であるエフシー ベトナム コーポレーション(当社子会社)の活用強

化による生産の効率化、グループ全体でのコスト削減の推進による収益の改善に取り組んでおります。

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ましたが、65億２千３百万円(前年同期比6.2％

減)となりました。

利益面におきましては、円安による原材料価格の上昇などがありましたが、グループを挙げた生産の効率化によ

るコスト削減に努めた結果、営業利益は７千５百万円(前年同期比221.1％増)、経常利益は５千６百万円(前年同期

比87.8％増)となりました。四半期純利益は固定資産廃棄損の計上および法人税等の計上などにより、１千５百万円

(前年同期比174.9％増)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、33億６千４百万円

(前年同期比1.9％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、選択と集中にもとづく営業活動を展開しましたが、８億６千

７百万円(前年同期比23.9％減)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、堅調な需要に支えられ、14億１千１百万円(前年同期比4.9％増)と

なりました。

機能性フィルムは、電子材料分野を中心とした拡販活動に努めましたが、販売競争、価格競争の激化により、３

億１千９百万円(前年同期比36.2％減)となりました。

その他は、５億６千万円(前年同期比15.8％減)となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、169億４千１百万円(前連結会計年度末比0.5％増)と、前連結会計年度

末に比べ８千１百万円の増加となりました。これは、主に運転資金の借入れによる現金及び預金の増加などによる

ものであります。

負債は、77億２千４百万円(前連結会計年度末比1.4％減)と、前連結会計年度末に比べ１億９百万円の減少となり

ました。これは、支払手形及び買掛金が減少した一方で、金融機関からの長期借入金が増加したことなどによるも

のであります。

純資産は、92億１千６百万円(前連結会計年度末比2.1％増)と、前連結会計年度末に比べ１億９千１百万円の増加

となりました。これは、主に利益剰余金の増加など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27年２月13日に公表いたしました業績予想を修正しております。

詳細につきましては、本日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。

　 なお、上記の業績予想は、発表日現在において入手可能な情報にもとづき作成したものであり、実際の業績は、

今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。
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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

　該当事項はありません。

（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

(会計方針の変更等)

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号。以下「退職給付会計基準」という。）および「退職給付に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号。以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会

計基準第35項本文および退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて第１四半期連結会計期間より適用

し、退職給付債務および勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算

定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間にもとづき決定する方法から、退職

給付の支払見込期間および支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更してお

ります。

　退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第３四半

期連結累計期間の期首において、退職給付債務および勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減

しております。

この結果、当第３四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が215,858千円減少し、利益剰余金が215,858

千円増加しております。なお、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益

に与える影響は軽微であります。
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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26年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,636,475 5,761,956

受取手形及び売掛金 2,931,114 2,922,000

電子記録債権 11,085 16,547

商品及び製品 558,661 571,073

仕掛品 552,567 489,929

原材料及び貯蔵品 379,947 480,686

繰延税金資産 1,500 40,036

その他 85,492 88,771

貸倒引当金 △2,964 △2,905

流動資産合計 10,153,878 10,368,095

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,721,766 1,609,384

機械装置及び運搬具（純額） 1,260,905 1,219,414

土地 1,681,745 1,681,745

建設仮勘定 1,841 117,960

その他（純額） 202,102 205,674

有形固定資産合計 4,868,362 4,834,179

無形固定資産

のれん 85,823 73,233

その他 163,893 165,619

無形固定資産合計 249,716 238,852

投資その他の資産

投資有価証券 1,351,254 1,198,435

関係会社株式 - 53,600

長期貸付金 4,347 3,820

その他 232,299 244,408

貸倒引当金 △335 △335

投資その他の資産合計 1,587,565 1,499,929

固定資産合計 6,705,644 6,572,962

資産合計 16,859,523 16,941,057
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(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 1,395,424 1,250,028

短期借入金 120,229 158,437

1年内返済予定の長期借入金 1,209,100 735,400

リース債務 54,043 60,850

未払法人税等 26,221 30,115

未払消費税等 24,865 7,260

賞与引当金 - 82,748

設備関係支払手形 9,170 50,697

その他 203,412 215,679

流動負債合計 3,042,467 2,591,218

固定負債

長期借入金 3,322,700 3,937,763

リース債務 122,205 123,146

繰延税金負債 238,971 169,275

役員退職慰労引当金 97,095 92,624

退職給付に係る負債 1,007,568 807,012

資産除去債務 3,752 3,796

固定負債合計 4,792,293 5,133,620

負債合計 7,834,760 7,724,838

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 1,328,218 1,508,759

自己株式 △416,494 △416,830

株主資本合計 8,699,449 8,879,654

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 437,293 355,911

為替換算調整勘定 60,414 117,714

退職給付に係る調整累計額 △172,394 △137,060

その他の包括利益累計額合計 325,313 336,565

純資産合計 9,024,763 9,216,219

負債純資産合計 16,859,523 16,941,057
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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26年１月１日
　至 平成26年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年１月１日
　至 平成27年９月30日)

売上高 6,954,788 6,523,406

売上原価 5,482,427 4,976,605

売上総利益 1,472,361 1,546,801

販売費及び一般管理費 1,448,747 1,470,987

営業利益 23,613 75,813

営業外収益

受取利息 4,002 3,543

受取配当金 13,657 15,751

為替差益 9,963 -

その他 20,951 17,035

営業外収益合計 48,575 36,331

営業外費用

支払利息 34,225 32,320

為替差損 - 13,658

その他 7,669 9,268

営業外費用合計 41,895 55,246

経常利益 30,293 56,898

特別利益

固定資産売却益 - 1,936

投資有価証券売却益 - 3,677

為替換算調整勘定取崩益 - 1,650

特別利益合計 - 7,263

特別損失

固定資産廃棄損 2,553 35,194

特別損失合計 2,553 35,194

税金等調整前四半期純利益 27,739 28,968

法人税等 22,002 13,195

少数株主損益調整前四半期純利益 5,736 15,772

四半期純利益 5,736 15,772
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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26年１月１日
　至 平成26年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年１月１日
　至 平成27年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 5,736 15,772

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 137,114 △81,381

為替換算調整勘定 16,994 57,300

退職給付に係る調整額 - 35,333

その他の包括利益合計 154,108 11,251

四半期包括利益 159,845 27,024

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 159,845 27,024
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（３）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。

（セグメント情報等）

　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。
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