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(百万円未満切捨て)

１．2021年12月期第１四半期の連結業績（2021年１月１日～2021年３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 ％

2021年12月期第１四半期 2,103 0.9 91 32.7 114 87.8 106 229.2

2020年12月期第１四半期 2,084 △12.0 68 △69.5 60 △71.7 32 △78.0

(注)包括利益 2021年12月期第１四半期 193 百万円 ( ―％) 2020年12月期第１四半期 △165 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

2021年12月期第１四半期 69.50 ―

2020年12月期第１四半期 21.11 ―
　
（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 ％

2021年12月期第１四半期 15,857 10,224 64.5

2020年12月期 15,904 10,092 63.5

(参考) 自己資本 2021年12月期第１四半期 10,224 百万円 2020年12月期 10,092 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

2020年12月期 ― 0.00 ― 40.00 40.00

2021年12月期 ―

2021年12月期(予想) 0.00 ― 40.00 40.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

　

３．2021年12月期の連結業績予想（2021年１月１日～2021年12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) 4,240 5.3 145 127.6 180 133.6 135 368.6 88.18

通期 8,100 7.4 150 ― 180 ― 120 ― 78.38

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

　

　

nobuhito-okagami
FASF



※ 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) 2021年12月期１Ｑ 1,789,487株 2020年12月期 1,789,487株

② 期末自己株式数 2021年12月期１Ｑ 258,558株 2020年12月期 258,435株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年12月期１Ｑ 1,530,982株 2020年12月期１Ｑ 1,531,089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

（将来に関する記述等についてのご注意）

上記の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にかかる本資料発表日現在にお

ける仮定を前提としています。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。

上記の予想に関する事項については、２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」を参照してください。
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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、輸出の増加や生産の持ち直しの動きがみられたものの、新型コ

ロナウイルス感染症の拡大から再び緊急事態宣言が発令された影響により経済活動が停滞し、厳しい状況が続きまし

た。緊急事態宣言の解除やワクチン接種の開始により経済活動の正常化への期待が高まるものの、変異ウイルスの拡

大やワクチン普及の遅れ、米中問題の長期化への懸念などから、依然として先行きは不透明な状況にあります。

当グループを取り巻く事業環境におきましても、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行拡大にともない、国内

外の移動制限や取引先の生産活動の減少などにより事業活動に多大な影響が生じました。こうした状況のもと、主力

のサーマルトランスファーメディアの市場をはじめ、修正テープや機能性フィルム「ＦＩＸＦＩＬＭ」の市場におい

ても環境の厳しさが一層増してきております。

また、当グループの強みである創造型企業としての技術基盤をもとに、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開発に努めてまいりましたが、上記のとおり、新型コロナウイ

ルス感染拡大にともなう様々な制約を受けた中での活動を余儀なくされました。

一方、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まいりました。

この結果、連結売上高は、主力製品を中心に拡販に努めたことにより、21億３百万円(前年同期比0.9％増)となりま

した。

利益面におきましては、当社子会社の業績が比較的堅調に推移し、また、グループを挙げた生産の効率化によるコ

スト削減に取り組みました結果、営業利益は９千１百万円(前年同期比32.7％増)となりました。経常利益は１億１千

４百万円(前年同期比87.8％増)となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は法人税等の計上などにより、１億６百

万円(前年同期比229.2％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、新型コロナウイルスの影響を受けにくい分野に対して、主力のバーコード用

リボンを中心に拡販に努めました結果、11億３千１百万円(前年同期比2.2％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、１億６千２

百万円(前年同期比17.1％減)となりました。

テープ類は、市場環境が厳しいなか、当四半期においては比較的堅調に推移し、４億９千万円(前年同期比0.1％減)

となりました。

機能性フィルムは、電子材料分野を中心に拡販に努めるとともに、新規開発分野の売上が徐々に寄与しはじめてお

り、１億３千４百万円(前年同期比70.7％増)となりました。

その他は、１億８千４百万円(前年同期比12.4％減)となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、158億５千７百万円(前連結会計年度末比0.3％減)と、前連結会計年度末

に比べ４千６百万円の減少となりました。これは、主に受取手形及び売掛金などの増加の一方で、借入金の返済によ

り現金及び預金が減少したことなどによるものであります。

負債は、56億３千３百万円(前連結会計年度末比3.1％減)と、前連結会計年度末に比べ１億７千８百万円の減少とな

りました。これは、電子記録債務が減少したことなどによるものであります。

純資産は、102億２千４百万円(前連結会計年度末比1.3％増)と、前連結会計年度末に比べ１億３千２百万円の増加

となりました。これは、主にその他有価証券評価差額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

2021年12月期の連結業績予想につきましては、2021年２月12日発表の数値を変更しております。詳細につきまして

は、本日発表しております「2021年12月期 第２四半期(累計)連結業績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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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
(2020年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,578,459 4,091,611

受取手形及び売掛金 1,777,418 2,005,325

電子記録債権 608,530 639,731

商品及び製品 581,094 577,030

仕掛品 541,320 515,607

原材料及び貯蔵品 450,678 433,572

その他 71,920 76,755

貸倒引当金 △2,429 △2,625

流動資産合計 8,606,995 8,337,009

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,403,623 2,358,595

機械装置及び運搬具（純額） 1,378,064 1,486,217

土地 1,679,923 1,679,923

建設仮勘定 13,758 46,151

その他（純額） 402,657 385,012

有形固定資産合計 5,878,027 5,955,899

無形固定資産

その他 58,904 56,323

無形固定資産合計 58,904 56,323

投資その他の資産

投資有価証券 1,182,007 1,329,003

その他 178,869 179,722

投資その他の資産合計 1,360,877 1,508,726

固定資産合計 7,297,809 7,520,949

資産合計 15,904,804 15,857,959
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 458,999 536,746

電子記録債務 686,202 522,161

短期借入金 92,254 90,351

1年内返済予定の長期借入金 420,364 325,578

リース債務 14,190 13,512

未払法人税等 21,747 20,986

未払消費税等 9,511 8,254

賞与引当金 ― 92,985

設備関係支払手形 1,969 1,974

設備関係電子記録債務 240,166 216,372

その他 275,898 257,959

流動負債合計 2,221,305 2,086,882

固定負債

長期借入金 2,538,991 2,472,427

リース債務 23,997 21,028

長期未払金 7,500 7,500

繰延税金負債 132,940 154,416

役員退職慰労引当金 181,283 187,883

退職給付に係る負債 702,603 699,531

資産除去債務 3,811 3,811

固定負債合計 3,591,127 3,546,598

負債合計 5,812,432 5,633,480

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 2,363,210 2,408,368

自己株式 △421,413 △421,589

株主資本合計 9,729,522 9,774,504

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 314,162 416,344

為替換算調整勘定 46,162 30,169

退職給付に係る調整累計額 2,525 3,460

その他の包括利益累計額合計 362,849 449,974

純資産合計 10,092,372 10,224,478

負債純資産合計 15,904,804 15,857,959
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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 2020年１月１日
　至 2020年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年３月31日)

売上高 2,084,132 2,103,746

売上原価 1,532,183 1,531,798

売上総利益 551,949 571,948

販売費及び一般管理費 483,194 480,728

営業利益 68,755 91,219

営業外収益

受取利息 179 56

受取配当金 50 67

為替差益 ― 23,876

その他 5,798 3,735

営業外収益合計 6,029 27,735

営業外費用

支払利息 5,224 4,267

為替差損 8,489 ―

その他 103 195

営業外費用合計 13,817 4,463

経常利益 60,967 114,491

特別損失

固定資産廃棄損 20,783 683

特別損失合計 20,783 683

税金等調整前四半期純利益 40,184 113,807

法人税等 7,866 7,407

四半期純利益 32,318 106,399

親会社株主に帰属する四半期純利益 32,318 106,399
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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 2020年１月１日
　至 2020年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年３月31日)

四半期純利益 32,318 106,399

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △210,269 102,182

為替換算調整勘定 10,473 △15,992

退職給付に係る調整額 1,830 934

その他の包括利益合計 △197,964 87,125

四半期包括利益 △165,646 193,525

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △165,646 193,525
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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。

（追加情報）

(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積りについて)

前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の

見積りについて)に記載した新型コロナウイルス感染症の影響に関する仮定について重要な変更はありません。

　


