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(百万円未満切捨て)

１．平成28年３月期第３四半期の連結業績（平成27年４月１日～平成27年12月31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３四半期 7,192 2.2 △21 ― 33 △3.4 13 ―

27年３月期第３四半期 7,038 1.7 △87 ― 34 △26.1 △0 ―

(注) 包括利益 28年３月期第３四半期 26 百万円 ( △72.1％) 27年３月期第３四半期 94 百万円 (234.7％)
　

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３四半期 2.90 ―

27年３月期第３四半期 △0.13 ―
　

（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３四半期 13,233 9,400 71.0

27年３月期 13,580 9,406 69.3

(参考) 自己資本 28年３月期第３四半期 9,400 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３Ｑ 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３Ｑ 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３Ｑ 4,659,629株 27年３月期３Ｑ 4,660,000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の影響

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３四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71億92百万円（前年同四半期

比102.2％）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21百万円（前年同四半期は営業損失87百万円）、経常利益33百万円（前年同四半期比96.6％）となりました。

なお、親会社株主に帰属する四半期純利益は、投資有価証券売却益を計上したことにより、13百万円（前年同四

半期は四半期純損失０百万円）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14億２百万円（前年同四半期比98.5％）セグメント利益は51百万円（前年同四

半期比31.3％）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26億36百万円（前年同四半期比115.0％）セグメント利益は４億43百万円（前年同四半期比

132.4％）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26億93百万円（前年同四半期比93.2％）セグメント利益は89百万円（前

年同四半期比28.5％）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４億59百万円（前年同四半期比

106.2％）セグメント利益は22百万円（前年同四半期比35.5％）となりました。
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（２）財政状態に関する説明

当第３四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132億33百万円と前連結会計年度末に比

べて３億47百万円の減少となりました。これは主に、たな卸資産が２億４百万円増加し、現金及び預金が３億６百

万円、受取手形及び売掛金が２億９百万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、38億32百万円となり、前連結会計年度末に比べて３億40百万円減少となりました。これは主に、長

期借入金（１年内返済予定を含む）が１億42百万円、支払手形及び買掛金が89百万円、賞与引当金が72百万円それ

ぞれ減少したことによるものであります。

純資産の部は、94億円となり、前連結会計年度末に比べて６百万円減少となりました。これは主に、利益剰余金

が19百万円減少し、その他有価証券評価差額金及び退職給付に係る調整累計額がそれぞれ６百万円増加したことに

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３四半期連結累計期間

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。
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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27年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成27年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,293,179 1,986,806

受取手形及び売掛金 2,896,841 2,687,581

電子記録債権 459,388 577,930

商品及び製品 1,286,311 1,385,270

仕掛品 335,717 397,687

原材料及び貯蔵品 541,013 584,935

繰延税金資産 95,597 81,503

その他 116,537 119,355

貸倒引当金 △6,044 △6,227

流動資産合計 8,018,541 7,814,843

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 3,185,799 3,203,766

減価償却累計額 △1,652,168 △1,718,690

建物及び構築物（純額） 1,533,631 1,485,075

機械装置及び運搬具 6,120,134 6,138,907

減価償却累計額 △5,456,834 △5,558,602

機械装置及び運搬具（純額） 663,300 580,305

土地 1,619,435 1,616,883

建設仮勘定 2,810 38,074

その他 456,137 483,392

減価償却累計額 △255,744 △279,208

その他（純額） 200,393 204,183

有形固定資産合計 4,019,570 3,924,523

無形固定資産

のれん 52,878 33,049

ソフトウエア 131,463 110,801

その他 30,791 35,484

無形固定資産合計 215,134 179,334

投資その他の資産

投資有価証券 1,151,193 1,145,162

繰延税金資産 83,647 75,553

その他 138,065 107,528

貸倒引当金 △45,600 △13,776

投資その他の資産合計 1,327,306 1,314,468

固定資産合計 5,562,010 5,418,326

資産合計 13,580,552 13,233,170
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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３四半期連結会計期間
(平成27年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,628,343 1,538,919

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 189,392 311,892

未払法人税等 47,282 28,955

未払費用 107,777 114,146

賞与引当金 150,005 77,160

その他 242,801 234,549

流動負債合計 2,765,602 2,755,623

固定負債

社債 100,000 -

長期借入金 541,232 276,688

退職給付に係る負債 475,653 495,150

その他 291,331 305,472

固定負債合計 1,408,217 1,077,310

負債合計 4,173,820 3,832,933

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 5,958,767

自己株式 △222,092 △222,392

株主資本合計 9,071,896 9,052,488

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 216,392 223,115

為替換算調整勘定 149,453 148,765

退職給付に係る調整累計額 △31,010 △24,133

その他の包括利益累計額合計 334,835 347,747

純資産合計 9,406,732 9,400,236

負債純資産合計 13,580,552 13,233,170
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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４月１日
　至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

売上高 7,038,112 7,192,296

売上原価 5,728,501 5,760,709

売上総利益 1,309,610 1,431,587

販売費及び一般管理費 1,397,498 1,453,078

営業損失（△） △87,888 △21,491

営業外収益

受取利息 5,508 4,687

受取配当金 10,172 10,549

不動産賃貸料 59,525 60,740

為替差益 60,073 -

その他 14,780 10,990

営業外収益合計 150,059 86,969

営業外費用

支払利息 13,643 15,807

売上割引 5,949 8,240

不動産賃貸原価 5,585 6,081

その他 2,006 1,565

営業外費用合計 27,184 31,694

経常利益 34,986 33,783

特別利益

固定資産売却益 13 -

投資有価証券売却益 - 48,833

その他 - 620

特別利益合計 13 49,453

特別損失

固定資産除却損 102 249

特別損失合計 102 249

税金等調整前四半期純利益 34,898 82,987

法人税、住民税及び事業税 47,258 50,618

法人税等調整額 △11,761 18,869

法人税等合計 35,496 69,488

四半期純利益又は四半期純損失（△） △598 13,499

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利益又は親会
社株主に帰属する四半期純損失（△）

△598 13,499
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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４月１日
　至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △598 13,499

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 69,218 6,722

為替換算調整勘定 20,462 △687

退職給付に係る調整額 5,612 6,877

その他の包括利益合計 95,292 12,912

四半期包括利益 94,693 26,411

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 94,693 26,411

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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