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1. 平成25年12月期第2四半期の連結業績（平成25年1月1日～平成25年6月30日）

(2) 連結財政状態

(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 ％

25年12月期第2四半期 4,692 △2.5 144 △5.4 257 66.6 217 ―
24年12月期第2四半期 4,813 △9.1 152 △66.2 154 △66.2 △119 ―

（注）包括利益 25年12月期第2四半期 322百万円 （―％） 24年12月期第2四半期 △106百万円 （―％）

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

25年12月期第2四半期 13.78 ―
24年12月期第2四半期 △7.60 ―

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

25年12月期第2四半期 16,040 9,046 56.4 573.88
24年12月期 15,915 8,787 55.2 557.34
（参考） 自己資本 25年12月期第2四半期 9,046百万円 24年12月期 8,787百万円

2. 配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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

24年12月期 ― 0.00 ― 4.00 4.00
25年12月期 ― 0.00
25年12月期（予想） ― 4.00 4.00

3. 平成25年12月期の連結業績予想（平成25年 1月 1日～平成25年12月31日）
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

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 10,200 4.3 600 89.6 600 57.5 400 879.6 25.37



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

(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

(4) 発行済株式数（普通株式）

※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。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
上記の業績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を前提としております。実際の業績は、今後
の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。

※ 注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年12月期2Q 17,894,877 株 24年12月期 17,894,877 株
② 期末自己株式数 25年12月期2Q 2,131,086 株 24年12月期 2,128,665 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期2Q 15,765,406 株 24年12月期2Q 15,766,026 株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済対策を背景とした円安および株価の上

昇などにより、輸出関連企業を中心として緩やかながら企業業績回復への期待感が高まる状況となりま

した。一方、長期化する欧州債務問題、新興国の経済成長の減速および輸入原材料の価格上昇などか

ら、依然景気は先行き不透明な状況で推移しました。

このような環境のなか、当グループは主力製品であるバーコード用リボン、機能性フィルムの統一ブ

ランドである「ＦＩＸＦＩＬＭ®」を中心として、顧客の様々なニーズに対応するとともに拡販活動に

努めてまいりました。

生産面におきましては、品質のさらなる向上と安定化による顧客満足度のアップに取り組むととも

に、スピードとアクションを基本とした生産革新活動を継続し、徹底した効率化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、主力製品を中心とした拡販活動に努めたものの、46億９千２百万円(前年

同期比2.5％減)となりました。

利益面におきましては、効率化の徹底推進を図りましたが、円安による原価の上昇などにより、営業

利益は１億４千４百万円(前年同期比5.4％減)となりました。経常利益は円安による為替差益１億７百

万円の計上により、２億５千７百万円(前年同期比66.6％増)となり、四半期純利益は２億１千７百万円

(前年同期は四半期純損失１億１千９百万円)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、販売

競争の激化により、全体では20億６千５百万円(前年同期比0.4％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、全体では６億８千９百万円(前年同期比13.5％減)

となりました。

テープ類は、市場価格の低下により、全体では８億９百万円(前年同期比6.2％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活動に努めましたが、販売競争の激化などの要因によ

り、全体では４億２千９百万円(前年同期比18.5％減)となりました。

その他は、全体では６億９千８百万円(前年同期比22.6％増)となりました。

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、160億４千万円(前連結会計年度末比0.8％増)と、前連結会

計年度末に比べ１億２千４百万円の増加となりました。これは、主に受取手形及び売掛金の増加などに

よるものであります。

負債は、69億９千３百万円(前連結会計年度末比1.9％減)と、前連結会計年度末に比べ１億３千４百

万円の減少となりました。これは、支払手形及び買掛金の増加の一方で金融機関への長期借入金の返済

による減少などによるものであります。

純資産は、90億４千６百万円(前連結会計年度末比3.0％増)と、前連結会計年度末に比べ２億５千９

百万円の増加となりました。これは、主に利益剰余金および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。

１．当四半期決算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

（２）連結財政状態に関する定性的情報

①資産、負債及び純資産の状況
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当第２四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、税金等調整前当期純利益の計

上、減価償却費の内部留保および仕入債務の増加などにより、９億６百万円の収入となり、前年同期比

では２億８千４百万円の収入の増加となりました。

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などにより３億２千６百万円

の支出となり、前年同期比では４億４千９百万円の支出の減少となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出などにより６億６千９百万円の

支出となり、前年同期比では２億２千８百万円の支出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２四半期連結会計期間末残高は、期首残高に比べ６千２百万円

減少し、45億３千４百万円となりました。

当第２四半期連結累計期間において、当グループの事業上および財務上の対処すべき課題に重要な変

更および新たに生じた課題はありません。

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キャッシュ・フローの状況

（３）連結業績予想に関する定性的情報

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
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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24年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部
流動資産

現金及び預金 4,596,736 4,534,255
受取手形及び売掛金 2,855,976 3,030,157
電子記録債権 1,468 1,063
商品及び製品 651,010 682,916
仕掛品 433,690 501,247
原材料及び貯蔵品 487,326 459,336
繰延税金資産 4,852 4,982
その他 194,114 147,003
貸倒引当金 △2,846 △2,738

流動資産合計 9,222,329 9,358,224

固定資産
有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,895,393 1,863,800
機械装置及び運搬具（純額） 1,679,214 1,648,241
土地 1,681,745 1,681,745
建設仮勘定 118,348 21,101
その他（純額） 176,061 189,225

有形固定資産合計 5,550,763 5,404,114

無形固定資産
のれん 106,706 109,167
その他 41,387 56,387

無形固定資産合計 148,093 165,554

投資その他の資産
投資有価証券 777,448 894,836
長期貸付金 5,929 5,354
その他 211,158 212,254
貸倒引当金 △266 △266

投資その他の資産合計 994,268 1,112,178

固定資産合計 6,693,125 6,681,847

資産合計 15,915,454 16,040,072

フジコピアン㈱ (7957) 平成25年12月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

- 4 -



(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(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 1,149,733 1,534,013
短期借入金 240,998 246,516
1年内返済予定の長期借入金 1,148,000 1,063,893
リース債務 20,084 24,568
未払法人税等 17,311 43,161
未払消費税等 45,115 10,190
設備関係支払手形 205,863 43,378
その他 260,909 416,649

流動負債合計 3,088,016 3,382,372

固定負債
長期借入金 3,106,412 2,602,700
リース債務 44,710 57,538
繰延税金負債 27,511 68,268
退職給付引当金 780,067 795,294
役員退職慰労引当金 78,033 83,708
資産除去債務 3,635 3,664

固定負債合計 4,040,372 3,611,174

負債合計 7,128,388 6,993,547

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 1,271,199 1,425,338
自己株式 △329,209 △329,671

株主資本合計 8,729,714 8,883,392

その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 68,588 142,203
為替換算調整勘定 △11,237 20,929

その他の包括利益累計額合計 57,350 163,133

純資産合計 8,787,065 9,046,525

負債純資産合計 15,915,454 16,040,072
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
至 平成24年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年１月１日
至 平成25年６月30日)

売上高 4,813,877 4,692,866
売上原価 3,696,376 3,557,519

売上総利益 1,117,500 1,135,347

販売費及び一般管理費 964,563 990,731

営業利益 152,937 144,615

営業外収益
受取利息 3,719 3,629
受取配当金 9,048 16,026
為替差益 1,535 107,738
雑収入 24,562 13,644

営業外収益合計 38,866 141,039

営業外費用
支払利息 32,048 27,173
雑損失 4,922 537

営業外費用合計 36,971 27,711

経常利益 154,832 257,944

特別利益
事業譲渡益 30,000 －

特別利益合計 30,000 －

特別損失
固定資産廃棄損 － 1,021
関係会社整理損失引当金繰入額 214,238 －

特別損失合計 214,238 1,021

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（△）

△29,406 256,922

法人税等 90,365 39,718
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△119,771 217,204

四半期純利益又は四半期純損失（△） △119,771 217,204
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四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
至 平成24年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年１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利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△） △119,771 217,204

その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 2,887 73,615
為替換算調整勘定 10,421 32,166

その他の包括利益合計 13,308 105,782

四半期包括利益 △106,462 322,986

（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益 △106,462 322,986

フジコピアン㈱ (7957) 平成25年12月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

- 7 -



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
至 平成24年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年１月１日
至 平成25年６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又は税金等調整前四半
期純損失（△） △29,406 256,922

減価償却費 323,888 292,599
のれん償却額 － 5,745
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） 214,238 －
退職給付引当金の増減額（△は減少） 34,410 14,892
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4,287 5,675
受取利息及び受取配当金 △12,768 △19,656
支払利息 32,048 27,173
固定資産廃棄損 － 1,021
事業譲渡損益（△は益） △30,000 －
売上債権の増減額（△は増加） 113,406 △139,557
たな卸資産の増減額（△は増加） △8,474 △19,507
仕入債務の増減額（△は減少） 67,255 313,446
未払又は未収消費税等の増減額 25,425 △34,925
その他 110,472 146,130

小計 836,208 849,960

利息及び配当金の受取額 12,768 19,656
利息の支払額 △32,048 △27,173
法人税等の還付額 － 88,858
法人税等の支払額 △194,910 △24,358

営業活動によるキャッシュ・フロー 622,017 906,943

投資活動によるキャッシュ・フロー
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 △908,598 △319,463
投資有価証券の取得による支出 △2,838 △3,096
貸付けによる支出 △3,000 －
貸付金の回収による収入 2,971 5,787
事業譲渡による収入 30,000 －
その他 4,797 △9,904

投資活動によるキャッシュ・フロー △776,667 △326,676

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） － △6,549
長期借入金の返済による支出 △354,500 △588,000
リース債務の返済による支出 △8,871 △12,160
自己株式の処分による収入 112 －
自己株式の取得による支出 △40 △461
配当金の支払額 △78,632 △62,762

財務活動によるキャッシュ・フロー △441,931 △669,934

現金及び現金同等物に係る換算差額 4,860 27,186

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △591,720 △62,480

現金及び現金同等物の期首残高 5,361,898 4,596,736

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,770,178 4,534,255
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該当事項はありません。

当グループは、インク製造技術、塗布技術を技術基盤として、印字記録媒体および事務用消耗品関連

事業を主な業務とした単一セグメント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。

該当事項はありません。

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

（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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