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平成29年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成28年８月10日

上 場 会 社 名 株式会社フジコー 上場取引所 東

コ ー ド 番 号 3515 URL http://www.fujico-jp.com

代 表 者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)野添 誉之

問合せ先責任者 (役職名)常務取締役 総務、経理、財務担当 (氏名)村田 義樹 (TEL) 072-772-1101

四半期報告書提出予定日 平成28年８月10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

　
(百万円未満切捨て)

１．平成29年３月期第１四半期の連結業績（平成28年４月１日～平成28年６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 ％

29年３月期第１四半期 2,090 △6.0 △65 ― △59 ― △72 ―

28年３月期第１四半期 2,223 3.0 △76 ― △51 ― △42 ―

(注)包括利益 29年３月期第１四半期 △161 百万円 ( ―％) 28年３月期第１四半期 △16 百万円 ( 38.6％)

　

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

29年３月期第１四半期 △15.60 ―

28年３月期第１四半期 △9.22 ―
　
（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 ％

29年３月期第１四半期 12,552 8,894 70.9

28年３月期 12,809 9,093 71.0

(参考) 自己資本 29年３月期第１四半期 8,894 百万円 28年３月期 9,093 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

28年３月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00

29年３月期 ―

29年３月期(予想) 0.00 ― 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29年３月期の連結業績予想（平成28年４月１日～平成29年３月31日）
(％表示は、通期は対前期、四半期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

第２四半期(累計) 4,690 2.0 10 ― 50 ― 20 ― 4.29

通期 9,800 0.9 210 ― 290 ― 180 ― 38.63

(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 ： 有

　 (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 ： 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

（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) 29年３月期１Ｑ 5,000,000株 28年３月期 5,000,000株

② 期末自己株式数 29年３月期１Ｑ 340,536株 28年３月期 340,536株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年３月期１Ｑ 4,659,464株 28年３月期１Ｑ 4,659,963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き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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済政策の効果もみられたものの、新興国経済の

減速や英国のＥＵ離脱問題の影響から株価や為替相場が不安定な動きに推移し、企業収益や個人消費に足踏み状態

がみられ、景気の先行きは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、全社一丸となってその実践に当たってまいりました。

また、平成28年３月にタイに設立したSANWA FELT(THAILAND)CO.,LTD.は、平成28年７月の稼働を目指し、工場の

整備を図ってまいりました。なお、当第１四半期連結累計期間よりSANWA FELT(THAILAND)CO.,LTD.を連結子会社と

しております。

これらの結果、当社グループの業績につきましては、売上高は20億90百万円（前年同四半期比94.0％）となりま

した。損益面におきましては、販管費の減少や償却費負担の減少もあり、営業損失65百万円（前年同四半期は営業

損失76百万円）、経常損失59百万円（前年同四半期は経常損失51百万円）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、72百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失42

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、触媒ロフを中心に販売の強化に努めましたが前年実績を大きく下回りま

した。エネルギー資材につきましては、ＮＡＳ電池向け電極材の販売が第２四半期以降にずれ込み減少しました

が、その他は販売が好調に推移しました。その結果、売上高３億89百万円（前年同四半期比88.6％）、セグメント

利益は16百万円（前年同四半期比84.4％）となりました。

　

工業資材

工業資材については、販売の強化に努めたものの前年同期を下回りました、その結果、売上高７億92百万円（前

年同四半期比98.2％）、セグメント利益は77百万円（前年同四半期比88.4％）となりました。

　

建装・自動車資材

建装資材については、販売は前年同期を下回りました。自動車資材につきましては、販売はやや軟調に推移しま

したが損益の改善に努めました。その結果、売上高７億98百万円（前年同四半期比93.7％）、セグメント利益58百

万円（前年同四半期比145.8％）となりました。

　

その他

その他事業につきましては、電気資材、衣料資材、帽子帽材等ともに販売の強化に取り組んだものの前年同期を

下回りました。その結果、売上高１億９百万円（前年同四半期比88.0％）、セグメント損失10百万円（前年同四半

期はセグメント利益４百万円）となりました。
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（２）財政状態に関する説明

資産、負債及び純資産の状況

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ２億56百万円減少し、125億52百万円となり

ました。これは主に、現金及び預金が１億42百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が３億64百万円減少した

こと等によるものです。

負債は、前連結会計年度末に比べ57百万円減少し、36億58百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛

金が34百万円、賞与引当金が58百万円それぞれ減少したこと等によるものです。

純資産は、前連結会計年度末に比べ１億99百万円減少し、88億94百万円となりました。

これは主に、利益剰余金が１億９百万円、為替換算調整勘定が72百万円減少したこと等によるものです。

　

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想につきましては、平成28年５月19日に発表しました通り変更はありません。

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、新たに設立した、SANWA FELT(THAILAND)CO.LTD.,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

該当事項はありません。
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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28年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,970,522 2,112,774

受取手形及び売掛金 2,789,076 2,424,576

電子記録債権 499,895 563,642

商品及び製品 1,299,742 1,333,298

仕掛品 325,899 307,253

原材料及び貯蔵品 481,000 483,344

繰延税金資産 98,818 97,304

その他 134,442 160,016

貸倒引当金 △4,567 △4,782

流動資産合計 7,594,830 7,477,428

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 3,206,038 3,196,919

減価償却累計額 △1,739,760 △1,758,623

建物及び構築物（純額） 1,466,278 1,438,296

機械装置及び運搬具 5,945,040 6,114,752

減価償却累計額 △5,595,007 △5,777,479

機械装置及び運搬具（純額） 350,032 337,272

土地 1,619,315 1,587,783

建設仮勘定 1,476 406

その他 477,305 474,670

減価償却累計額 △289,265 △275,769

その他（純額） 188,040 198,900

有形固定資産合計 3,625,143 3,562,659

無形固定資産

のれん 26,439 19,829

ソフトウエア 103,912 93,638

その他 33,537 31,591

無形固定資産合計 163,889 145,060

投資その他の資産

投資有価証券 1,058,115 1,028,236

繰延税金資産 202,346 206,394

その他 179,103 144,585

貸倒引当金 △13,780 △11,663

投資その他の資産合計 1,425,785 1,367,553

固定資産合計 5,214,818 5,075,272

資産合計 12,809,648 12,552,701
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,397,126 1,362,742

短期借入金 350,000 350,000

1年内償還予定の社債 100,000 100,000

1年内返済予定の長期借入金 284,392 281,892

未払法人税等 47,150 28,159

未払費用 105,392 106,397

賞与引当金 148,891 89,980

その他 185,858 252,016

流動負債合計 2,618,812 2,571,188

固定負債

長期借入金 256,840 236,992

退職給付に係る負債 555,775 564,783

その他 285,109 285,721

固定負債合計 1,097,725 1,087,497

負債合計 3,716,537 3,658,685

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 5,725,658 5,615,672

自己株式 △222,392 △222,392

株主資本合計 8,819,379 8,709,393

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 165,069 144,711

為替換算調整勘定 179,943 107,343

退職給付に係る調整累計額 △71,280 △67,432

その他の包括利益累計額合計 273,732 184,622

純資産合計 9,093,111 8,894,015

負債純資産合計 12,809,648 12,552,701
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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１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

売上高 2,223,132 2,090,035

売上原価 1,791,677 1,682,514

売上総利益 431,455 407,520

販売費及び一般管理費 507,519 473,370

営業損失（△） △76,063 △65,849

営業外収益

受取利息 1,507 2,427

受取配当金 5,289 4,699

不動産賃貸料 20,163 20,324

その他 8,040 5,611

営業外収益合計 35,001 33,063

営業外費用

支払利息 5,521 4,679

売上割引 2,896 2,685

不動産賃貸原価 2,027 2,027

為替差損 ― 13,124

その他 ― 4,638

営業外費用合計 10,445 27,154

経常損失（△） △51,507 △59,939

特別損失

固定資産除却損 ― 29

特別損失合計 ― 29

税金等調整前四半期純損失（△） △51,507 △59,969

法人税、住民税及び事業税 16,350 16,493

法人税等調整額 △24,902 △3,753

法人税等合計 △8,551 12,740

四半期純損失（△） △42,956 △72,709

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（△） △42,956 △72,709
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

四半期純損失（△） △42,956 △72,709

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 25,544 △20,358

為替換算調整勘定 △1,126 △72,600

退職給付に係る調整額 2,292 3,847

その他の包括利益合計 26,710 △89,110

四半期包括利益 △16,245 △161,820

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △16,245 △161,820

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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