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(百万円未満切捨て)

１．2020年３月期第３四半期の連結業績（2019年４月１日～2019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 ％

2020年３月期第３四半期 6,393 △2.0 △80 － △26 － △191 －

2019年３月期第３四半期 6,526 △4.8 △9 － 78 △75.9 △3 －
(注) 包括利益 2020年３月期第３四半期 △206百万円( －％) 2019年３月期第３四半期 △172百万円( －％)

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

2020年３月期第３四半期 △205.57 －

2019年３月期第３四半期 △3.71 －
　

　

（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 ％

2020年３月期第３四半期 12,434 8,608 69.2

2019年３月期 12,745 8,875 69.6
(参考) 自己資本 2020年３月期第３四半期 8,608百万円 2019年３月期 8,875百万円

　

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

2019年３月期 － 0.00 － 65.00 65.00

2020年３月期 － 0.00 －

2020年３月期(予想) 25.00 25.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

※配当予想の修正につきましては、本日(2020年2月13日)公表の「特別損失の計上並びに業績予想の修正及び配当予想の修正
に関するお知らせ」をご参照ください。

３．2020年３月期の連結業績予想（2019年４月１日～2020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 8,480 △4.1 △110 － △50 － △260 － △279.07
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
　

※業績予想の修正につきましては、本日(2020年2月13日)公表の「特別損失の計上並びに業績予想の修正及び配当予想の修正
に関するお知らせ」をご参照ください。
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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 ： 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) 2020年３月期３Ｑ 1,000,000株 2019年３月期 1,000,000株

② 期末自己株式数 2020年３月期３Ｑ 68,328株 2019年３月期 68,328株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年３月期３Ｑ 931,672株 2019年３月期３Ｑ 931,672株

　
　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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。
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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、雇用環境の改善が続きましたが、米中貿易摩擦や消費増税の

影響もあり、企業の景況感が悪化するなど一部で弱さが見られ、景気の先行きは不透明な状況となっております。

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、「グローバル展開」、「付加価値の創出」、「生産拠点

の整備」、「強固な事業基盤の構築」を重点施策として持続的発展を目指してまいりました。2019年５月には、ド

イツで行われた展示会「テクテキスタイル」に３度目の出展をし、当社の認知度の向上、新規顧客の開拓、欧州に

向けた展開強化を図りました。

当社グループの業績につきましては、受注の減少により、売上高は6,393百万円（前年同四半期比98.0%）となり

ました。損益面におきましては、販売価格の適正化を進めたほか、連結子会社のPT.FUJIKO INDONESIAの損益が大き

く改善しましたが、売上高減少の影響により営業損失80百万円（前年同四半期は営業損失９百万円）となり、経常

損失26百万円（前年同四半期は経常利益78百万円）となりました。親会社株主に帰属する四半期純損失は、固定資

産解体撤去費用の計上もあり191百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失３百万円）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、販売は、工業用フィルターは堅調に推移しましたが、耐熱フィルター、触媒ロフが軟調に

推移した結果、減少しました。エネルギー資材については、販売は軟調に推移しました。その結果、売上高1,359百

万円（前年同四半期比93.4％）、セグメント利益53百万円（前年同四半期比87.8％）となりました。

工業資材

工業資材については、販売面では連結子会社の売上が増加したものの、全体ではほぼ横ばいとなりました。また、

PT.FUJIKO INDONESIAでは損益が大きく改善したものの親会社での売上高減少の影響が大きく、損益は悪化しまし

た。その結果、売上高2,452百万円（前年同四半期比99.3％）、セグメント利益367百万円（前年同四半期比89.2

％）となりました。

建装・自動車資材

建装資材・自動車資材については、販売はともにやや軟調に推移しました。その結果、売上高2,214百万円（前年

同四半期比98.6％）、セグメント利益109百万円（前年同四半期比83.4％）となりました。

その他

その他事業については、販売は、帽子帽材等が好調に推移しました。その結果、売上高367百万円（前年同四半期

比103.0％）、セグメント利益12百万円（前年同四半期はセグメント損失４百万円）となりました。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2019年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,372,347 1,669,522

受取手形及び売掛金 2,223,483 2,014,727

電子記録債権 758,027 714,542

有価証券 － 218,817

商品及び製品 1,161,709 1,555,520

仕掛品 362,344 395,129

原材料及び貯蔵品 510,666 534,795

その他 233,427 243,840

貸倒引当金 △830 △738

流動資産合計 7,621,175 7,346,157

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 3,286,514 3,230,458

減価償却累計額 △1,983,632 △1,973,190

建物及び構築物（純額） 1,302,882 1,257,267

機械装置及び運搬具 5,793,203 5,694,563

減価償却累計額 △5,443,995 △5,358,139

機械装置及び運搬具（純額） 349,208 336,424

土地 1,581,404 1,569,086

建設仮勘定 8,711 20,868

その他 501,113 494,179

減価償却累計額 △308,711 △305,691

その他（純額） 192,402 188,488

有形固定資産合計 3,434,608 3,372,135

無形固定資産

ソフトウエア 62,532 64,307

ソフトウエア仮勘定 11,232 7,828

その他 11,014 31,651

無形固定資産合計 84,779 103,786

投資その他の資産

投資有価証券 1,415,792 1,448,572

繰延税金資産 37,765 18,378

その他 159,688 151,338

貸倒引当金 △8,209 △5,977

投資その他の資産合計 1,605,037 1,612,311

固定資産合計 5,124,425 5,088,233

資産合計 12,745,600 12,434,391
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2019年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 531,674 535,307

電子記録債務 757,391 823,082

短期借入金 350,000 350,000

1年内償還予定の社債 100,000 60,000

1年内返済予定の長期借入金 271,400 53,750

未払法人税等 46,478 32,666

賞与引当金 167,720 81,600

その他 464,437 421,214

流動負債合計 2,689,102 2,357,621

固定負債

社債 － 240,000

長期借入金 135,900 100,000

繰延税金負債 108,352 116,762

退職給付に係る負債 700,828 705,712

その他 235,977 305,663

固定負債合計 1,181,057 1,468,138

負債合計 3,870,160 3,825,760

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 5,459,172 5,207,094

自己株式 △223,243 △223,243

株主資本合計 8,552,042 8,299,963

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 270,881 288,827

為替換算調整勘定 89,655 56,997

退職給付に係る調整累計額 △37,139 △37,157

その他の包括利益累計額合計 323,397 308,666

純資産合計 8,875,440 8,608,630

負債純資産合計 12,745,600 12,434,391
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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 2018年４月１日
　至 2018年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

売上高 6,526,641 6,393,928

売上原価 5,065,787 4,954,855

売上総利益 1,460,854 1,439,072

販売費及び一般管理費 1,470,513 1,519,719

営業損失（△） △9,658 △80,647

営業外収益

受取利息 7,177 8,032

受取配当金 14,262 16,147

不動産賃貸料 61,760 62,741

為替差益 13,917 －

その他 16,740 15,987

営業外収益合計 113,859 102,908

営業外費用

支払利息 11,746 11,077

売上割引 6,589 6,107

不動産賃貸原価 5,992 5,992

為替差損 － 19,767

その他 1,564 5,866

営業外費用合計 25,893 48,812

経常利益又は経常損失（△） 78,306 △26,551

特別利益

受取保険金 3,033 37,441

投資有価証券売却益 － 6,673

特別利益合計 3,033 44,114

特別損失

固定資産除却損 912 5,476

減損損失 49,602 10,984

災害による損失 10,577 19,658

固定資産解体撤去費用 － 114,718

特別損失合計 61,092 150,837

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

20,248 △133,274

法人税、住民税及び事業税 54,446 51,565

法人税等調整額 △30,742 6,679

法人税等合計 23,704 58,245

四半期純損失（△） △3,456 △191,519

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（△） △3,456 △191,519
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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 2018年４月１日
　至 2018年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

四半期純損失（△） △3,456 △191,519

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △183,842 17,945

為替換算調整勘定 6,332 △32,658

退職給付に係る調整額 8,438 △17

その他の包括利益合計 △169,072 △14,731

四半期包括利益 △172,528 △206,250

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △172,528 △206,250

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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