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1. 平成23年12月期第３四半期の連結業績（平成23年１月１日～平成23年９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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年12月期第３四半期 7,739 △2.3 637 39.2 575 72.6 392 73.0
22年12月期第３四半期 7,924 29.1 457 ― 333 ― 226 ―

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

23年12月期第３四半期 24 28 ―
22年12月期第３四半期 13 94 ―

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

23年12月期第３四半期 17,186 8,676 50.5 542 36
22年12月期 15,870 8,438 53.2 521 80

(参考) 自己資本 23年12月期第３四半期 8,676百万円 22年12月期 8,438百万円

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

22年12月期 ― 0 00 ― 4 00 4 00
23年12月期 ― 0 00 ―
23年12月期(予想) 4 00 4 00

3. 平成23年12月期の連結業績予想（平成23年１月１日～平成23年12月31日）
(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 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 10,700 1.9 550 4.5 550 47.8 400 62.4 24 74

seiji-sakae
財務会計基準機構




(注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

(注) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。

(注) 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成

に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。

(4) 発行済株式数（普通株式）

この四半期決算短信は、金融商品取引法にもと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、金融商品取引法にもとづく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しており

ません。

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。

4. その他（詳細は、【添付資料】P.４「2. その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

新規 ―社 ( )、除外 ―社 ( )

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 無

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

② ①以外の変更 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年12月期３Ｑ 17,894,877株 22年12月期 17,894,877株

② 期末自己株式数 23年12月期３Ｑ 1,897,037株 22年12月期 1,723,586株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年12月期３Ｑ 16,147,927株 22年12月期３Ｑ 16,262,015株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出企業を中心とする景気回復の動きが、平成23

年３月11日の東日本大震災により一旦大きな停滞を余儀なくされ、その後、復興に向けた活動が続いて

おりますが、経済活動の改善は緩やかなものに留まっております。さらに、欧州における財政問題なら

びに米国における経済活動の低迷にともなう急速な円高が輸出企業の収益に影響を与えるなど、今後の

経済情勢に対する不安が払拭できない状況で推移しております。

このような環境のなか、当グループは新たな商品分野として取り組んでまいりました機能性フィルム

および主力製品であるバーコード用リボン、修正テープなどの拡販活動を進めるとともに、原材料を確

保して安定した生産に努めること、ならびに原材料コストアップを吸収するための収益改善活動を進め

ることに注力してまいりました。

生産面におきましては、震災後のサプライチェーンの問題などから主要原材料の調達困難および価格

高騰という厳しい状況に直面しましたが、原材料を確保して安定した生産を維持することに注力しなが

ら、スピードとアクションを基本とした生産革新活動を更に進め、徹底した効率化の推進による収益の

確保に取り組んでまいりました。

この結果、連結売上高は、77億３千９百万円(前年同期比2.3％減)、営業利益は６億３千７百万円(前

年同期比39.2％増)、経常利益は５億７千５百万円(前年同期比72.6％増)となりました。

四半期純利益は投資有価証券の売却益の計上、関係会社清算にともなう投資資金の回収益の計上の一

方、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額と法人税等の計上はありましたが、３億９千２百万円

(前年同期比73.0％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、主力のバーコード用リボンを中心に拡販に努めたものの、震災

にともなう市場環境の変化により、全体では31億４千万円(前年同期比5.2％減)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と景気回復による

需要増などにより、全体では12億５千７百万円(前年同期比2.0％増)となりました。

テープ類は、国内外で景気回復による需要の改善はあったものの、震災の影響などにより全体では15

億８百万円(前年同期比0.2％増)となりました。

機能性フィルムは、国内外で新たな性能を持つ新製品の拡販など営業活動に努めた結果、全体では８

億９千８百万円(前年同期比11.2％増)となりました。

その他は、全体では９億３千４百万円(前年同期比12.2％減)となりました。

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報
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当第３四半期連結会計期間末の総資産は、171億８千６百万円(前連結会計年度末比8.3％増)と、前連

結会計年度末に比べ13億１千６百万円の増加となりました。これは、主に借入の実行による現金及び預

金の増加などによるものであります。

負債は、85億９百万円(前連結会計年度末比14.5％増)と、前連結会計年度末に比べ10億７千７百万円

の増加となりました。これは、主に金融機関より長期借入の実行をしたことなどによるものでありま

す。

純資産は、86億７千６百万円(前連結会計年度末比2.8％増)と、前連結会計年度末に比べ２億３千８

百万円の増加となりました。これは、主に四半期純利益の計上などによるものであります。

当第３四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の計

上、減価償却費の内部留保の一方で仕入債務の減少およびたな卸資産の増加などがあり１億３千７百万

円の収入となり、前年同期比では５億５千７百万円の減少となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出の一方で有価証券の償還によ

る収入および関係会社の清算による収入などがあり１億８千３百万円の支出となり、前年同期比では２

千万円の支出の増加となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、借入による資金調達などにより９億１千９百万円の収入とな

り、前年同期比では２億６千８百万円の増加となりました。

この結果、現金及び現金同等物の当第３四半期連結累計期間末残高は、期首残高に比べ８億６千６百

万円増加し、54億４千４百万円となりました。

当グループの第３四半期以降は、国内外の経済情勢による不確定要素が未だあり、現在精査中であり

ます。よって、平成23年12月期の業績予想につきましては、現時点では前回公表(平成23年８月10日)し

ました通期の業績予想から変更はしておりません。

今後、業績予想の見直しが必要と判断された場合には、速やかに開示いたします。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

① 財政状態の分析

② キャッシュ・フローの状況の分析

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。

該当事項はありません。

会計処理基準に関する事項の変更

「資産除去債務に関する会計基準」

第１四半期連結会計期間より「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号)および「資

産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号)を適用しております。

なお、これによる当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益に与える影響は軽微であり、税

金等調整前四半期純利益は8,882千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産

除去債務の変動額は14,047千円であります。

表示方法の変更

(四半期連結損益計算書関係)

「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号)にもとづく財務諸表等規則等の一部を改

正する内閣府令(内閣府令第５号)の適用により、当第３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調

整前四半期純利益」の科目を表示しております。

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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)

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年12月31日)

資産の部
流動資産

現金及び預金 5,553,744 4,687,428
受取手形及び売掛金 2,973,201 3,306,367
有価証券 － 150,159
商品及び製品 752,455 653,043
仕掛品 545,523 464,664
原材料及び貯蔵品 738,187 409,635
その他 147,374 105,115
貸倒引当金 △7,019 △7,070

流動資産合計 10,703,465 9,769,343
固定資産

有形固定資産
建物及び構築物（純額） 1,463,071 1,522,639
機械装置及び運搬具（純額） 1,336,613 1,436,581
土地 1,681,745 1,681,745
建設仮勘定 840,914 37,353
その他（純額） 178,553 163,919

有形固定資産合計 5,500,899 4,842,239
無形固定資産 1,187 1,412
投資その他の資産

投資有価証券 640,242 755,241
その他 340,741 502,269
貸倒引当金 △122 △100

投資その他の資産合計 980,861 1,257,410

固定資産合計 6,482,948 6,101,063

資産合計 17,186,414 15,870,406
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年12月31日)

負債の部
流動負債

支払手形及び買掛金 1,375,899 1,981,308
短期借入金 300,000 －
1年内返済予定の長期借入金 649,500 1,017,409
未払法人税等 217,661 23,411
未払消費税等 5,044 17,787
賞与引当金 90,659 －
設備関係支払手形 324,737 86,658
その他 476,176 318,763

流動負債合計 3,439,679 3,445,339
固定負債

長期借入金 4,210,500 3,128,000
退職給付引当金 699,609 678,586
役員退職慰労引当金 74,408 86,066
その他 85,685 94,257

固定負債合計 5,070,202 3,986,910

負債合計 8,509,881 7,432,249
純資産の部

株主資本
資本金 4,791,796 4,791,796
資本剰余金 2,995,945 2,995,945
利益剰余金 1,352,506 1,025,077
自己株式 △296,580 △275,190

株主資本合計 8,843,667 8,537,629
評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 28,166 90,772
為替換算調整勘定 △195,302 △190,245

評価・換算差額等合計 △167,135 △99,472

純資産合計 8,676,532 8,438,156

負債純資産合計 17,186,414 15,870,406

フジコピアン㈱ (7957) 平成23年12月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

- 6 -



(2) 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22年１月１日
至 平成22年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年９月30日)

売上高 7,924,491 7,739,598
売上原価 5,818,422 5,605,571

売上総利益 2,106,068 2,134,027
販売費及び一般管理費 1,648,359 1,496,721

営業利益 457,709 637,306
営業外収益

受取利息 11,831 7,301
受取配当金 11,352 11,645
雑収入 25,563 22,919

営業外収益合計 48,747 41,866
営業外費用

支払利息 54,794 55,865
為替差損 106,811 43,991
雑損失 11,539 3,870

営業外費用合計 173,145 103,726

経常利益 333,311 575,446
特別利益

投資有価証券売却益 － 20,358
関係会社清算益 － 29,532
補助金収入 30,000 －

特別利益合計 30,000 49,890
特別損失

固定資産廃棄損 － 4,971
固定資産圧縮損 30,000 －
投資有価証券評価損 69,310 －
減損損失 21,066 －
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 8,410

特別損失合計 120,376 13,381

税金等調整前四半期純利益 242,935 611,954
法人税等 16,291 219,841

少数株主損益調整前四半期純利益 － 392,113

四半期純利益 226,643 392,113
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益 242,935 611,954
減価償却費 439,067 349,402
減損損失 21,066 －
賞与引当金の増減額（△は減少） 95,501 90,659
退職給付引当金の増減額（△は減少） 29,751 21,073
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △212 △11,658
受取利息及び受取配当金 △23,184 △18,947
支払利息 54,794 55,865
補助金収入 △30,000 －
固定資産廃棄損 － 4,971
固定資産圧縮損 30,000 －
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 8,410
投資有価証券売却損益（△は益） － △20,358
投資有価証券評価損益（△は益） 69,310 －
関係会社清算損益（△は益） － △29,532
売上債権の増減額（△は増加） △301,370 327,775
たな卸資産の増減額（△は増加） △132,666 △515,216
仕入債務の増減額（△は減少） 108,893 △590,907
未払又は未収消費税等の増減額 37,073 △12,743
その他 94,909 △79,551

小計 735,869 191,197
利息及び配当金の受取額 23,184 18,947
利息の支払額 △54,794 △55,865
法人税等の支払額 △8,604 △16,586

営業活動によるキャッシュ・フロー 695,654 137,692
投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入 48,200 150,000
定期預金の預入による支出 △100,044 －
定期預金の払戻による収入 100,000 －
有形固定資産の取得による支出 △331,978 △530,265
投資有価証券の取得による支出 △4,856 △5,076
投資有価証券の売却による収入 250 38,860
投資有価証券の償還による収入 50,000 －
貸付けによる支出 △394 －
貸付金の回収による収入 6,849 2,002
関係会社の清算による収入 － 146,540
補助金の受取による収入 30,000 －
その他 38,952 14,770

投資活動によるキャッシュ・フロー △163,021 △183,169
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(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少） 200,000 300,000
長期借入れによる収入 1,000,000 1,600,000
長期借入金の返済による支出 △458,197 △885,409
リース債務の返済による支出 △6,661 △9,896
自己株式の取得による支出 △19,106 △21,390
配当金の支払額 △65,065 △64,302

財務活動によるキャッシュ・フロー 650,969 919,001
現金及び現金同等物に係る換算差額 △23,552 △6,658

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,160,049 866,866
現金及び現金同等物の期首残高 3,550,144 4,577,379

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,710,193 5,444,245
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該当事項はありません。

前第３四半期連結累計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22年９月30日)

当グループは、インク製造技術、塗布技術を技術基盤とする各種情報機器用の印字記録媒体からな

る単一セグメンテーションで事業活動を行っておりますので、記載を省略しております。

前第３四半期連結累計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22年９月30日)

(注) 国または地域の区分の方法および各区分に属する主な国または地域
(1) 国または地域の区分の方法……地理的近接度によっております。
(2) 各区分に属する主な国または地域……その他：中国、欧州、米国

前第３四半期連結累計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22年９月30日)

(注) １ 海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。
２ 国または地域の区分の方法および各区分に属する主な国または地域

(1) 国または地域の区分の方法……地理的近接度によっております。
(2) 各区分に属する主な国または地域……アジア：中国他

欧州 ：英国他
その他：米国他

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

① 事業の種類別セグメント情報

② 所在地別セグメント情報

日本
(千円)

その他
(千円)

計
(千円)

消去又は
全社(千円) 連結(千円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高 7,109,768 814,722 7,924,491 ― 7,924,491

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高 679,930 23,380 703,310 (703,310) ―

計 7,789,698 838,103 8,627,801 (703,310) 7,924,491

営業利益又は
営業損失(△) 466,560 △6,558 460,001 (2,292) 457,709

③ 海外売上高

アジア 欧州 その他 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 1,278,031 526,038 410,808 2,214,878

Ⅱ 連結売上高(千円) 7,924,491

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％) 16.1 6.6 5.2 27.9
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当グループは、インク製造技術、塗布技術を技術基盤とする各種情報機器用の印字記録媒体からなる単一

セグメンテーションで事業活動を行っておりますので、記載を省略しております。

(追加情報)

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号)および

「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号)を適用しておりま

す。

該当事項はありません。

【セグメント情報】

(6) 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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