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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第38期

第３四半期累計期間
第39期

第３四半期累計期間
第38期

会計期間
自  平成22年７月１日
至  平成23年３月31日

自  平成23年７月１日
至  平成24年３月31日

自  平成22年７月１日
至  平成23年６月30日

売上高 (千円) 1,228,905 1,376,835 1,703,407

経常利益又は経常損失（△） (千円) 21,748 △17,313 42,017

四半期(当期)純利益又は
四半期純損失（△）

(千円) 25,112 △28,212 74,583

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) － － －

資本金 (千円) 207,349 213,194 211,071

発行済株式総数 (株) 125,940 2,560,000 2,552,400

純資産額 (千円) 836,311 874,826 893,665

総資産額 (千円) 2,960,256 2,906,315 2,974,231

１株当たり四半期
(当期)純利益金額又は
四半期純損失金額（△）

(円) 200.03 △11.03 29.59

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) － － 29.34

１株当たり配当額 (円) － － 5

自己資本比率 (％) 28.2 29.4 30.0

　

回次
第38期

第３四半期会計期間
第39期

第３四半期会計期間

会計期間
自  平成23年１月１日
至  平成23年３月31日

自  平成24年１月１日
至  平成24年３月31日

１株当たり四半期純利益金額
又は四半期純損失金額（△）

(円) 82.37 △11.42

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、持分法を適用すべき関係会社が存在しないため記載しており

ません。

４．第38期第３四半期累計期間における潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存

在しますが希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

５．第39期第３四半期累計期間における潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存

在するものの１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

６．当社は、平成23年６月１日付けで普通株式１株を20株の割合で株式分割しており、第38期第３四半期累計期間

及び第38期第３四半期会計期間の発行済株式総数及び１株当たり四半期純利益金額については当該分割前の

数値となっております。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

　
第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に

記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間末日現在において当社が判断したものであります。

（１）業績の状況

当第３四半期累計期間におきましては、廃棄物処理リサイクル事業については収益の改善、食品リサイ

クル事業については飼料化向けの原料確保に努めてまいりました。また、各施設については、来期以降の

安定的な受け入れ態勢の構築に向け、第２四半期末の平成23年12月中旬から第４四半期初旬の平成24年

４月下旬にかけ、焼却施設において高温対応の耐火材への張り替え工事を行ってまいりました。当該工事

の影響により、概ね４ヶ月間にわたり、木くず、廃プラスチック類等の受入制限を継続しておりました。売

上の拡大策につきましては包装食品の受注拡大に向け、常温保管されている食品倉庫等から廃棄される

麺類、菓子等の受入拡大に向けた取り組みを進めております。物流会社との協業を進めることにより、中

長期的には中核事業への成長を目指しております。

一方、本年７月に施行予定であります自然エネルギーから発生するグリーン電力の固定価格買取制度

に対応した事業化の可否について検討を進めてまいりました。森林再生とグリーン電力の供給拡大、雇用

の創出による地域経済の活性化等、循環型経済社会の構築に貢献可能な事業であると考えておりますの

で、今後も事業化に向けた検討を進めてまいります。

当第３四半期累計期間の売上高は1,376百万円（前年同期比12.0％増）となりました。売上原価につき

ましては、工事の影響により人件費が18百万円、価格改定により燃料費、電気代が16百万円、改修工事等に

より修繕費、消耗品費が32百万円、廃プラスチック類等の受入数量の増加により委託費用が73百万円増加

した結果、売上総利益は192百万円（前年同期比13.3％減）となりました。

販売費及び一般管理費は人件費が４百万円、技術開発による消耗品、リース代等が６百万円増加した結

果、前年同期比8.1％増の152百万円となり、営業利益は40百万円（前年同期比50.6％減）となりました。

営業外収益はパークゴルフ場の入場料収入は増加しておりますが、茨城工場の賃貸収入が減少している

ため２百万円（前年同期比61.1％減）、営業外費用は支払手数料が4百万円増加しておりますが、支払利

息が10百万円減少したことにより59百万円（前年同期比8.9％減）となり、17百万円の経常損失（前年同

期は21百万円の経常利益）となりました。税引前四半期純損失が21百万円、四半期純損失が28百万円（前

年同期は25百万円の四半期純利益）となりました。

セグメントの業績は次の通りであります。

①建設系リサイクル事業
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（単位：百万円）

　 当第３四半期 前第３四半期 前年同四半期比 計画 計画比

売上高 1,030 893 136 1,013 16

売上原価 892 733 159 879 13

売上総利益 137 160 △23 134 3

建設系リサイクル事業は、焼却施設において昨年３月に廃プラスチック類の品目追加許可を取得した

ことにより、高温対応の耐火材への張り替え工事を実施した結果、受入を制限しながらの営業を継続して

おります。この結果、焼却施設の受入数量は第３四半期が前年同期比11.8％減、累計で9.1％減となりまし

た。受入単価の改定により受入平均単価は12.8％向上した結果、累計売上高は2.5％増となりました。発電

施設も同様に受入数量は前年同期比12.9％減、売電量も12.5％減となりましたが、受入平均単価が22.8％

向上した結果、売上高は1.1％増の263百万円となりました。その他の廃棄物受入数量は増加傾向で推移し

ており、売上高は1,030百万円（前年同期比15.2％増）となりました。しかしながら施設改修工事中の修

繕費、消耗品費並びに委託費用が発生した結果、売上原価は892百万円（前年同期比21.7％増）、売上総利

益は137百万円（前年同期比14.3％減）となりました。

　
②食品系リサイクル事業　

（単位：百万円）

　 当第３四半期 前第３四半期 前年同四半期比 計画 計画比

売上高 198 195 3 207 △8

売上原価 165 157 8 162 3

売上総利益 32 38 △5 44 △11

食品系リサイクル事業は、安定した価格で飼料化向けの受入数量を拡大するため、従来は積極的な営業

活動を行っていなかった包装食品の受注拡大に取り組んでまいりました。今期は堆肥化から飼料化への

転換過程において、堆肥化施設の受入数量は第３四半期累計期間におきまして、前年同期比で43.1％の削

減を行っております。一方、飼料化施設の受入数量は前年同期比で70.6％増加しております。食品系リサ

イクル施設合計では、受入数量が前年同期比15.1％減少しておりますが、受入平均単価が13.4％向上した

結果、受入売上高は3.7％減の178百万円となりました。鉾田ファームの売上高は、前年同期比10百万円増

の20百万円となりました。

売上原価は堆肥化施設は前年同期比４百万円減少しておりますが、飼料化施設は受入数量の増加によ

り燃料費等が８百万円増加するとともに養豚出荷頭数の増加による販売原価が４百万円増加しておりま

す。

これらの結果、当第３四半期累計期間の売上高は198百万円（前年同期比1.6％増）、売上総利益は32百

万円（前年同期比14.1％減）となりました。
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③白蟻解体工事

（単位：百万円）

　 当第３四半期 前第３四半期 前年同四半期比 計画 計画比

売上高 147 139 8 146 0

売上原価 125 115 9 123 1

売上総利益 22 23 △1 23 △0

白蟻解体工事は、住宅エコポイントの影響等により解体工事が増加するとともに既存住宅の白蟻工事

件数が増加しております。

これらの結果、当第３四半期累計期間の売上高は147百万円（前年同期比6.0％増）、外注費、薬剤仕入

費が増加したことにより売上総利益は22百万円（前年同期比4.7％減）となりました。

　
（２）財政状態の分析

　資産、負債及び純資産の状況　

当第３四半期会計期間末の総資産の状況は、前事業年度末に比べ67百万円減少し、2,906百万円となり

ました。主な増減要因は次のとおりです。

流動資産については現金及び預金が28百万円減少したこと等により、前事業年度末に比べ23百万円減

少し、323百万円となりました。

固定資産については減価償却により175百万円、繰延税金資産が11百万円減少したこと等により、前事

業年度末に比べて44百万円減少し、2,583百万円となりました。

流動負債については短期借入金及び１年以内返済予定の長期借入金が29百万円増加、買掛金が14百万

円増加したこと等により、前事業年度末に比べ72百万円増加し、586百万円となりました。

固定負債については借入金の返済等により、前事業年度末に比べ121百万円減少し、1,445百万円となり

ました。

純資産については四半期純損失の計上により、前事業年度末に比べ18百万円減少し、874百万円となり

ました。

　
（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期累計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに

生じた事実はありません。

　

（４）研究開発活動

当第３四半期累計期間の研究開発費の総額は６百万円であります。

なお、当第３四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 4,800,000

計 4,800,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成24年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成24年５月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 2,560,000 2,560,000
東京証券取引所
マザーズ市場

(注)

計 2,560,000 2,560,000― ―

(注) １．権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 

２．当社は、単元株制度を採用しており、１単元の株式数は100株であります。

３．「提出日現在発行数」欄には、平成24年５月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使によ

り発行された株式数は含まれておりません。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

　　該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成24年１月１日～
平成24年３月31日

600 2,560,000 66 213,194 66 334,294

　（注）第１回新株予約権の行使による増加であります。
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(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

　

(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できな

いため、記載することができないことから、直前の基準日（平成23年12月31日）に基づく株主名簿に

よる記載をしております。

① 【発行済株式】

　 　 　 平成23年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) 普通株式       48― (注)

完全議決権株式(その他) 普通株式2,558,900 25,589 (注)

単元未満株式 普通株式      452― (注)

発行済株式総数 2,559,400― ―

総株主の議決権 ― 25,589 ―

（注）権利内容には何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

　

② 【自己株式等】

　 　 平成23年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己所有株式）
株式会社フジコー

東京都台東区駒形
二丁目７番５号

48 ― 48 0.00

計 ― 48 ― 48 0.00

　

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第63号)に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間(平成24年１月１日から

平成24年３月31日まで)及び第３四半期累計期間(平成23年７月１日から平成24年３月31日まで)に係る四

半期財務諸表について、清和監査法人により四半期レビューを受けております。

　

３．四半期連結財務諸表について

「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第５条第２

項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみ

て、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度

に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。

なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

資産基準　   　    0.1％

売上高基準　   　  1.0％

利益基準　  　     0.7％

利益剰余金基準　 △1.7％

※会社間項目の消去前の数値により算出しております。
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１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成23年６月30日)

当第３四半期会計期間
(平成24年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 49,695 21,269

受取手形及び売掛金 238,520 226,824

仕掛品 9,131 10,310

原材料及び貯蔵品 7,980 10,795

前払費用 20,350 23,719

繰延税金資産 26,608 32,256

その他 474 1,611

貸倒引当金 △5,865 △3,502

流動資産合計 346,897 323,284

固定資産

有形固定資産

建物 1,530,761 1,551,945

減価償却累計額 △466,524 △508,391

建物（純額） 1,064,236 1,043,554

構築物 277,341 283,215

減価償却累計額 △156,092 △166,297

構築物（純額） 121,249 116,918

機械及び装置 2,530,193 2,568,502

減価償却累計額 △1,502,474 △1,571,308

機械及び装置（純額） 1,027,719 997,193

車両運搬具 48,088 46,911

減価償却累計額 △39,693 △38,195

車両運搬具（純額） 8,395 8,715

工具、器具及び備品 35,930 37,552

減価償却累計額 △28,655 △31,412

工具、器具及び備品（純額） 7,274 6,140

生物 3,035 5,540

減価償却累計額 △762 △1,936

生物（純額） 2,272 3,603

土地 311,595 311,595

建設仮勘定 4,009 4,444

有形固定資産合計 2,546,752 2,492,165

無形固定資産

その他 6,211 17,066

無形固定資産合計 6,211 17,066

投資その他の資産

関係会社株式 35 35

繰延税金資産 51,148 39,693

その他 24,613 37,660

貸倒引当金 △1,428 △3,589

投資その他の資産合計 74,369 73,799

固定資産合計 2,627,334 2,583,030

資産合計 2,974,231 2,906,315
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(単位：千円)

前事業年度
(平成23年６月30日)

当第３四半期会計期間
(平成24年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 126,744 141,556

短期借入金 55,954 85,000

1年内返済予定の長期借入金 200,004 200,004

未払金 92,844 108,914

未払法人税等 3,387 1,808

賞与引当金 － 7,921

その他 34,814 41,197

流動負債合計 513,749 586,403

固定負債

社債 － 26,000

長期借入金 1,419,551 1,270,771

長期未払金 106,464 107,514

その他 40,800 40,800

固定負債合計 1,566,816 1,445,085

負債合計 2,080,565 2,031,488

純資産の部

株主資本

資本金 211,071 213,194

資本剰余金 332,171 334,294

利益剰余金 347,589 306,614

自己株式 － △22

株主資本合計 890,831 854,082

新株予約権 2,833 20,744

純資産合計 893,665 874,826

負債純資産合計 2,974,231 2,906,315
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(2)【四半期損益計算書】
【第３四半期累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自 平成22年７月１日
　至 平成23年３月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成23年７月１日
　至 平成24年３月31日)

売上高 1,228,905 1,376,835

売上原価 1,006,462 1,183,927

売上総利益 222,443 192,908

販売費及び一般管理費 141,312 152,802

営業利益 81,130 40,105

営業外収益

受取利息 18 21

金利スワップ評価益 178 －

助成金収入 － 1,100

受取家賃 5,400 797

その他 825 581

営業外収益合計 6,423 2,499

営業外費用

支払利息 51,901 41,878

社債利息 － 1,321

支払手数料 6,246 10,680

その他 7,657 6,038

営業外費用合計 65,805 59,918

経常利益又は経常損失（△） 21,748 △17,313

特別利益

固定資産売却益 716 988

リース解約益 － 3,406

特別利益合計 716 4,394

特別損失

固定資産売却損 － 11

固定資産除却損 5,030 8,306

その他 65 －

特別損失合計 5,096 8,317

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 17,368 △21,236

法人税、住民税及び事業税 1,723 1,168

法人税等調整額 △9,468 5,807

法人税等合計 △7,744 6,976

四半期純利益又は四半期純損失（△） 25,112 △28,212
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【継続企業の前提に関する事項】

該当事項はありません。　

　
【会計方針の変更等】

該当事項はありません。

　

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

該当事項はありません。　

　

【追加情報】

当第３四半期累計期間
(自  平成23年７月１日  至  平成24年３月31日)

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

　第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正により、「会計上の変更及び誤謬

の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。

 
（法人税率の変更等による影響）

　平成23年12月２日に「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する

法律」（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確

保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が公布され、平成24年４月１日以後開始する事業年度より法人

税率が引き下げられ、また、一定期間内、復興特別法人税が課されることとなりました。

　これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の40.7％から、平成24年７月

１日以後開始する事業年度から平成26年７月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については

38.0％に、平成27年７月１日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については35.6％となりま

す。この税率変更により、繰延税金資産の金額は3,785千円減少し、法人税等調整額は3,785千円増加しております。

　

【注記事項】

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりでありま

す。

　

前第３四半期累計期間
(自  平成22年７月１日
  至  平成23年３月31日)

当第３四半期累計期間
(自  平成23年７月１日
  至  平成24年３月31日)

減価償却費　　　　　　　　　　      195,301千円 減価償却費　 　　　　　　　　       192,687千円
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(株主資本等関係)

前第３四半期累計期間(自  平成22年７月１日  至  平成23年３月31日)

１．配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年９月27日
定時株主総会

普通株式 8,785 70平成22年６月30日 平成22年９月28日 利益剰余金

　

２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。

　

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。　

　

当第３四半期累計期間(自  平成23年７月１日  至  平成24年３月31日)

１．配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年９月27日
定時株主総会

普通株式 12,762 5 平成23年６月30日 平成23年９月28日 利益剰余金

　

２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。

　

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。　
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第３四半期累計期間(自  平成22年７月１日  至  平成23年３月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 　 (単位：千円)

　

報告セグメント

合計
建設系

リサイクル事業
食品系

リサイクル事業
白蟻解体工事

売上高 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 893,811 195,642 139,452 1,228,905

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ―

計 893,811 195,642 139,452 1,228,905

セグメント利益 160,582 37,443 23,572 221,598

　

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容(差異調整に関する事項)

　 (単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 221,598

全社費用(注) △140,467

四半期損益計算書の営業利益 81,130

(注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。

　

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。　
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Ⅱ  当第３四半期累計期間(自  平成23年７月１日  至  平成24年３月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 　 (単位：千円)

　

報告セグメント

合計
建設系

リサイクル事業
食品系

リサイクル事業
白蟻解体工事

売上高 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 1,030,101 198,864 147,870 1,376,835

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ―

計 1,030,101 198,864 147,870 1,376,835

セグメント利益 137,550 26,702 22,465 186,718

　

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容(差異調整に関する事項)

　 (単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 186,718

全社費用(注) △146,613

四半期損益計算書の営業利益 40,105

(注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。  

　

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）並びに算定上の基礎は、以下のとおりであ

ります。

　

項目
前第３四半期累計期間
(自  平成22年７月１日
至  平成23年３月31日)

当第３四半期累計期間
(自  平成23年７月１日
至  平成24年３月31日)

 １株当たり四半期純利益金額又は
 四半期純損失金額（△）

200円03銭 △11円03銭

    (算定上の基礎) 　 　

    四半期純利益又は四半期純損失（△）(千円) 25,112 △28,212

    普通株主に帰属しない金額(千円) － －

    普通株式に係る四半期純利益金額
　　又は四半期純損失金額（△）(千円)

25,112 △28,212

    普通株式の期中平均株式数(株) 125,548 2,558,784

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
事業年度末から重要な変動があったものの概要

  平成22年９月27日定時
株主総会決議並びに平成
23年３月24日取締役会決
議に基づく第２回新株予
約権250個（2,500株）

―

（注)１．前第３四半期累計期間における潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在し

ますが希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．当第３四半期累計期間における潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在す

るものの１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

２．当社は、平成23年６月１日付けで普通株式１株を20株の割合で株式分割を行っており、前第３四半期累計期間

の期首で当該株式分割が行われたと仮定した場合の１株当たり四半期純利益金額は10円00銭であります。

　
(重要な後発事象)

　該当事項はありません。　

　

２ 【その他】

　該当事項はありません。　
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成24年５月11日

株式会社フジコー

取締役会  御中

清　和　監　査　法　人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    筧　　　悦　生　    印

　
指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    戸　谷　英　之   　 印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式
会社フジコーの平成23年７月１日から平成24年６月30日までの第39期事業年度の第３四半期会計期間(平成

24年１月１日から平成24年３月31日まで)及び第３四半期累計期間(平成23年７月１日から平成24年３月31日
まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レ
ビューを行った。

　
四半期財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半
期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。

　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に
対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当
と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社フジコーの平成24年３月31日現在の財政状態
及び同日をもって終了する第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべ
ての重要な点において認められなかった。

　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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