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当第１四半期連結累計期間における日本経済は、新政権下における経済政策及び金融政策による円

安・株高への進行を背景に、景気回復への期待感から明るい兆しが見え始めました。しかしながら、欧

州を中心とした景気の下振れ懸念や、中国経済の減速等依然として先行きの不透明感が拭えない状況に

あります。 

このような状況のもと、当社グループとしましては、今後の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し、社会に貢献するとの事業運営の基本方針を掲

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１四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20億96百万円（前

年同四半期比104.0％）、営業損失は86百万円(前年同四半期は営業損失44百万円）、経常損失は50百万

円（前年同四半期は経常損失35百万円）となりました。 

なお、四半期純損失につきましては、55百万円（前年同四半期は四半期純損失30百万円）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、公共事業の回復もあり好調に推移しました。また、エネルギー資材についても

堅調に推移しました。その結果、環境・エネルギー資材事業では、売上高は３億75百万円（前年同四半

期比124.2％）セグメント利益は57百万円（前年同四半期比152.4％）となりました。  

工業資材 

OA機器用、各種産業用資材ともに市況は回復傾向にあり、販売は堅調に推移しました。その結果、工

業資材事業では、売上高は７億73百万円（前年同四半期比102.0％）セグメント利益は１億23百万円

（前年同四半期比100.8％）となりました。 

建装・自動車資材   

各種カーペットについては、各種展示会等の受注を中心に堅調に推移しました。また、自動車資材に

ついても、新規品の受注等により販売は堅調に推移しました。その結果、建装・自動車資材事業では、

売上高は８億７百万円（前年同四半期比98.9％）セグメント利益は88百万円（前年同四半期比

128.6％）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

開拓に積極的に取組みました。その結果、その他事業では、売上高は１億40百万円（前年同四半期比

101.1％）セグメント利益は24百万円（前年同四半期比164.5％）となりました。 

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

㈱フジコー（3515）　平成26年３月第１四半期決算短信

- 2 -



 

  

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における財政状態につきましては、総資産が126億52百万円と前連結会

計年度末に比べて71百万円の減少となりました。これは主に、商品及び製品が１億58百万円増加し、現

金及び預金が２億29百万円減少したことによるものであります。 

 負債の部は、36億72百万円となり、前連結会計年度末に比べて17百万円増加となりました。これは主

に支払手形及び買掛金が48百万円増加、長期借入金（1年内返済予定を含む）が28百万円減少したこと

によるものであります。 

純資産の部は、89億79百万円となり、前連結会計年度末に比べて88百万円減少となりました。これは

主に、利益剰余金が92百万円減少したことによるものであります。 

  

業績予想につきましては、平成25年５月17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。  

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,815,710 1,586,452 

受取手形及び売掛金 2,806,287 2,825,003 

有価証券 26,068 － 

商品及び製品 1,040,330 1,198,999 

仕掛品 278,682 267,621 

原材料及び貯蔵品 385,861 468,707 

繰延税金資産 113,567 61,089 

その他 70,414 54,362 

貸倒引当金 △1,001 △955 

流動資産合計 6,535,922 6,461,280 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,918,048 2,917,299 

減価償却累計額 △1,497,617 △1,509,722 

建物及び構築物（純額） 1,420,430 1,407,577 

機械装置及び運搬具 5,958,444 5,964,308 

減価償却累計額 △5,146,791 △5,192,501 

機械装置及び運搬具（純額） 811,652 771,806 

土地 1,140,005 1,138,834 

建設仮勘定 512,935 534,700 

その他 318,298 320,050 

減価償却累計額 △252,814 △259,849 

その他（純額） 65,484 60,200 

有形固定資産合計 3,950,509 3,913,119 

無形固定資産   

のれん 105,756 99,147 

ソフトウエア 130,566 133,466 

その他 10,779 10,108 

無形固定資産合計 247,102 242,722 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,033,991 1,020,877 

繰延税金資産 208,396 272,193 

その他 779,347 773,918 

貸倒引当金 △31,634 △31,634 

投資その他の資産合計 1,990,101 2,035,354 

固定資産合計 6,187,713 6,191,196 

資産合計 12,723,635 12,652,477 
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,423,252 1,471,991 

短期借入金 350,000 350,000 

1年内償還予定の社債 300,000 300,000 

1年内返済予定の長期借入金 109,632 107,992 

未払法人税等 33,732 14,479 

未払費用 102,279 112,409 

賞与引当金 121,748 84,009 

その他 209,782 238,244 

流動負債合計 2,650,427 2,679,127 

固定負債   

社債 50,000 50,000 

長期借入金 230,716 203,718 

退職給付引当金 593,155 603,450 

その他 130,479 136,278 

固定負債合計 1,004,351 993,447 

負債合計 3,654,778 3,672,574 

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 5,875,362 5,782,824 

自己株式 △221,889 △221,977 

株主資本合計 8,969,585 8,876,959 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 112,182 102,740 

為替換算調整勘定 △12,910 202 

その他の包括利益累計額合計 99,271 102,943 

純資産合計 9,068,856 8,979,903 

負債純資産合計 12,723,635 12,652,477 
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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24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年６月30日) 

売上高 2,015,978 2,096,596 

売上原価 1,636,220 1,729,486 

売上総利益 379,757 367,109 

販売費及び一般管理費 423,841 453,924 

営業損失（△） △44,083 △86,814 

営業外収益   

受取利息 2,098 2,891 

受取配当金 3,097 3,336 

不動産賃貸料 20,427 19,347 

為替差益 － 14,262 

その他 3,180 4,014 

営業外収益合計 28,804 43,852 

営業外費用   

支払利息 3,957 3,579 

売上割引 1,644 1,871 

不動産賃貸原価 1,853 1,850 

為替差損 8,779 － 

その他 2,888 578 

営業外費用合計 19,122 7,879 

経常損失（△） △34,402 △50,841 

特別利益   

固定資産売却益 － 1,136 

特別利益合計 － 1,136 

特別損失   

固定資産除却損 162 1,605 

特別損失合計 162 1,605 

税金等調整前四半期純損失（△） △34,564 △51,311 

法人税、住民税及び事業税 15,552 9,511 

法人税等調整額 △19,161 △5,568 

法人税等合計 △3,609 3,943 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △30,955 △55,254 

少数株主利益 － － 

四半期純損失（△） △30,955 △55,254 
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △30,955 △55,254 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △14,964 △9,441 

為替換算調整勘定 7,676 13,113 

その他の包括利益合計 △7,288 3,672 

四半期包括利益 △38,243 △51,582 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △38,243 △51,582 

少数株主に係る四半期包括利益 － － 
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）
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