
　

【表紙】 　

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成26年５月９日

【四半期会計期間】 第41期第３四半期(自 平成26年１月１日 至 平成26年３月31日)

【会社名】 株式会社フジコー

【英訳名】 FUJIKOH COMPANY.,LIMITED

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長   小林 直人

【本店の所在の場所】 東京都台東区駒形二丁目７番５号

【電話番号】 03（3841）5431

【事務連絡者氏名】 経営企画室長   清水 周二

【最寄りの連絡場所】 東京都台東区駒形二丁目７番５号

【電話番号】 03（3841）5431

【事務連絡者氏名】 経営企画室長   清水 周二

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

　 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

 

　

EDINET提出書類

株式会社フジコー(E05396)

四半期報告書

 1/19



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40期

第３四半期
累計期間

第41期
第３四半期
連結累計期間

第40期

会計期間
自 平成24年７月１日
至 平成25年３月31日

自 平成25年７月１日
至 平成26年３月31日

自 平成24年７月１日
至 平成25年６月30日

売上高 (千円) 1,608,069 1,864,056 2,226,570

経常利益 (千円) 152,569 201,741 223,034

四半期(当期)純利益 (千円) 82,568 120,225 114,487

四半期包括利益又は包括利益 (千円) ― 120,211 ―

純資産額 (千円) 1,121,562 1,618,999 1,153,480

総資産額 (千円) 2,855,656 3,450,667 2,981,949

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 26.53 36.98 36.58

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― 36.71 36.57

自己資本比率 (％) 39.2 46.7 38.6
 

　

回次
第40期

第３四半期
会計期間

第41期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成25年１月１日
至 平成25年３月31日

自 平成26年１月１日
至 平成26年３月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 10.22 11.30
 

(注) １．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．当社は、当第３四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、第40期第３四半期連結累

計期間及び第40期連結会計年度並びに第40期第３四半期連結会計期間に代えて、第40期第３四半期累計期間

及び第40期事業年度並びに第40期第３四半期会計期間について記載しております。

３．第40期第３四半期累計期間及び第40期の四半期包括利益及び包括利益については、当第３四半期連結会計期

間より四半期連結財務諸表を作成しているため、記載しておりません。

４．第40期第３四半期累計期間の潜在株式調整後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 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、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。

なお、当社は、平成24年12月18日開催の取締役会決議による森林資源を活用した木質バイオマス発電事

業を着手し、当該事業の運営管理を行う子会社の株式会社一戸フォレストパワー並びに孫会社の株式会社

一戸森林資源を平成26年１月16日に設立したことで、新規連結しております。当該事業の開始時期は平成

28年２月を予定しております。

この結果、平成26年３月31日現在では、当社グループは当社及び連結子会社２社により構成され、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、その他の４つのセグメント情報の区分に関係

する事業を営むこととなりました。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、借入金の一括返済及び森林資源を活用したバイオマス発電事業の

着手を行ったことにともない、当社の事業リスクを検討した結果、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」について変更及び追加しております。

なお、文中における将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであ

ります。

（変更事項）

前事業年度の有価証券報告書に記載されている「事業等のリスク(3)財政状況、経営成績について①借

入金の依存度が高いことについて」を下記のとおり変更しております。

当社の主要業務である廃棄物処理事業は、設備投資に多額の資金が必要であり、現在保有しておりま

す諸設備の資金調達は大部分が金融機関からの借入および社債等の有利子負債に依存しております。こ

のため、総資産に占める有利子負債の割合は平成25年6月末現在45.1％、平成25年12月末現在42.5％、

平成26年３月現在42.9％と高くなっております。このため、金利の変動により支払利息の負担が増加

し、さらに返済額が営業キャッシュ・フローで補えない事態が発生した場合、当社の経営成績に悪影響

を及ぼす可能性があります。なお、平成22年３月末に全取引金融機関との間で借入金の返済金額並びに

返済期間の変更に関する契約を締結しておりましたが、平成25年９月末に銀行保証付私募債を発行し、

当該借入金を一括返済しております。

　
（追加事項）

森林資源を活用したバイオマス発電事業の事業化について

当社は、平成19年より木くず等のバイオマス資源をエネルギー源として発電を行うバイオマス発電施設

の事業化を開始し、自社で使用する電力を削減するとともに、余剰電力を売電することにより、ＣＯ2の

削減を推進してまいりました。

平成24年7月に再生可能エネルギーを対象とした固定価格買取制度が始まったことを受け、新たに森林

資源を活用したバイオマス発電により、事業としての採算性を確保しつつ、林業の活性化・雇用創出によ

る地域経済への貢献が可能な電力小売事業への参入を果たすべく、株式会社エナリスと共同で事業化に着

手することとしました。

具体的には、当社65％、株式会社エナリス35％出資による株式会社一戸フォレストパワー（発電事業）

を平成26年１月に設立し、さらに株式会社一戸フォレストパワー100％出資による株式会社一戸森林資源

（バイオマス燃料製造事業）を同月設立し、平成28年２月の営業開始をめざし準備を進めてまいります。

当該新規事業開始にあたっては、当社は事業資金の調達並びに採算性や投資回収期間を十分に検討してま

いりますが、必ずしも計画どおりの成果を得られる保証はなく、当社の経営成績に影響を与える可能性が

あります。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

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

26年６月期第３四半期
連結累計期間

1,864 15.9 252 26.5 201 32.2 120 45.6

25年６月期第３四半期
累計期間

1,608 16.8 199 398.6 152 ― 82 ―

　

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】

（１）業績の状況

当社は、当第３四半期決算より連結決算へ移行しておりますが、当第３四半期連結累計期間において

連結子会社の事業並びに営業実績は発生しておりませんので、当第３四半期連結累計期間の業績に対す

る前年同期比等の比較分析については、前第３四半期連結累計期間に代えて、前第３四半期累計期間と

比較して記載しております。

当第３四半期連結累計期間における取り組みは、受入数量の増加に対応した場内作業の効率化を進め

ることにより売上高の拡大に注力してまいりました。搬入車両の増加に対応して営業部と場内受付の連

携を強化することにより円滑な受入体制の構築に努めてまいりました。建設系リサイクル事業は、非建

設系廃棄物の受入強化に加え、消費税の改定に伴う新築戸建住宅の駆け込み需要等により、解体廃棄物

及び新築廃棄物の受入数量が大幅に増加しております。建設系リサイクル事業、食品系リサイクル事

業、解体白蟻工事の全てにおいて、売上高は前年同期比を上回っており、第３四半期末であります３月

度の提出会社の売上高は過去最高の246百万円となりました。今期も前期に引き続き、第３四半期末ま

での９ヶ月の月次売上高は各月ともに前年同期を上回っております。

また、平成25年12月の取締役会で決議しました岩手県一戸町で計画を進めております新規バイオマス

発電事業につきましては、株式会社エナリスとの合弁により子会社及び孫会社の設立登記が完了し、燃

料となる木材調達に関する協議、機械の選定を進めるとともに補助金の交付申請を行い、事業化に向け

た具体的な取り組みを進めてまいりました。当該子会社及び孫会社の設立により、当第３四半期決算よ

り連結会計に移行しております。

これらの結果、売上高は1,864百万円（前年同期比15.9％増）となりました。

売上原価は、焼却施設の改修工事を第３四半期に実施しましたが、社内メンテナンス体制の強化によ

り、維持管理費が計画比で41百万円、前年同期比で17百万円減少しております。また、場内で使用して

おります投入用重機等をリースから購入に変更したため、機械リース費が計画比で11百万円、前年同期

比で12百万円減少しております。一方、受入数量の増加にともない外注費用、埋立処分費用が前年同期

比及び計画比で増加するとともに業績賞与引当金等を計上した結果、1,439百万円（前年同期比14.5％

増）となり、計画比でも5.9％増加しております。売上総利益は、売上高の増加により、424百万円（前

年同期比21.2％増）、計画比で19.9％増となりました。

販売費及び一般管理費は、前年同期と比較して、人件費、支払手数料、委託手数料等が増加したた

め、前年同期比14.1％増の171百万円となりました。計画比では営業強化に伴う人件費、社員研修等に

伴う支払手数料及び委託手数料等が16百万円増加しております。営業利益は252百万円（前年同期比

26.5％増）、売上高営業利益率は受入体制の効率化等により前年同期から1.2％向上し、13.6％となり

ました。経常利益は、私募債及び新株発行にともなう営業外費用等が24百万円発生しておりますが、売

上高の増加により201百万円（前年同期比32.3％増）、四半期純利益は120百万円（前年同期比45.6％

増）となり、各利益ともに前年同期を上回っております。

当第３四半期連結累計期間の業績数値並びに前年同期比（％）は以下の通りであります。
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当第３四半期
連結累計期間

前第３四半期
累計期間

前年同期比 計画 計画比

売上高 1,518 1,305 212 1,361 156

売上原価 1,112 983 128 1,055 57

売上総利益 405 322 83 306 98

　
当第３四半期
連結累計期間

前第３四半期
累計期間

前年同期比 計画 計画比

売上高 201 195 6 207 △5

売上原価 186 167 18 167 19

売上総利益 15 27 △12 39 △24

　

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

（単位：百万円）

 

建設系リサイクル事業は、受入数量の増加に対応し、円滑な受入体制の構築により、収益の維持向上

に努めてまいりました。焼却施設の売上高は、消費増税の影響等により、受入数量が増加するとともに

受入平均単価も向上しており、前年同期比27.7％増加しております。発電施設は、受入平均単価が下落

しており、受入売上高は前年同期比で8.1％減少しておりますが、売電数量が増加するとともに売電単

価も向上し、売電売上は前年同期比38.5％増加しております。施設売上高は前年同期比2.8％増加とな

りました。その他施設の売上高も受入数量の安定化等により、収集運搬業務を含め前年同期比で増加し

ております。

売上原価は、維持管理費及び機械リース費が減少しておりますが、人件費、電気代、埋立処分費用等

が前年同期比及び計画比で増加しております。

これらの結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は1,518百万円（前年同期比16.2％増）、

売上原価1,112百万円（前年同期比13.1％増）となり、売上総利益は405百万円（前年同期比25.8％増）

となりました。

　
②食品系リサイクル事業　

（単位：百万円）

 

食品系リサイクル事業は、第２四半期に引き続き液状化飼料の販売拡大とともに原料となる食品循環

資源の受入数量の拡大に努めてまいりました。第２四半期までの６ヶ月間は販売数量が順調に増加して

おりましたが、平成26年２月の大雪の影響等により販売先の肥育頭数が減少しているため、第３四半期

であります平成26年１月から３月の販売数量は第２四半期比で若干減少しております。再資源化セン

ターでの受入数量は第２四半期累計で、前年同期比10％減でありましたが、第３四半期累計で2.5％減

まで回復しております。液状化飼料の販売売上の増加に加え、鉾田ファームの販売数量、販売単価も向

上しております。

売上原価は人件費及び飼料販売にともなう委託手数料が増加しております。

これらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は201百万円（前年同期比3.2％増）、売上原価は

186百万円（前年同期比11.2％増）となり、売上総利益は15百万円（前年同期比45.5％減）となりまし

た。
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当第３四半期
連結累計期間

前第３四半期
累計期間

前年同期比 計画 計画比

売上高 144 106 37 144 △0

売上原価 140 106 34 136 3

売上総利益 4 0 3 8 △4

　

③白蟻解体工事

（単位：百万円）

 

白蟻解体工事は、解体工事が取引先の増加等により、工事件数は順調に推移しております。しかしな

がら、人件費、車両費、重機費用等の増加により、売上総利益は４百万円の損失となりました。白蟻工

事は既存工事の件数が増加したことにより、前年同期比及び計画比で売上高、売上総利益が増加してお

ります。

これらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は144百万円（前年同期比35.2％増）、売上原価

は140百万円（前年同期比32.2％増）、売上総利益は４百万円（前年同期比509.9％増）となりました。

　

④その他

　　平成26年１月に設立した株式会社一戸フォレストパワー及び株式会社一戸森林資源を新たに連結の範

囲に含めたことに伴い、報告セグメントに含まれない事業セグメント「その他」を新たに追加しており

ます。

　　なお、当第３四半期連結累計期間においては、平成28年２月に事業開始予定の岩手県一戸町木質バイ

オマス発電事業の準備費用等を含んでおりますが売上高はありません。

　
（２）財政状態の分析

当社は、当第３四半期決算より連結決算へ移行しておりますが、当第３四半期連結累計期間において

連結子会社の事業並びに営業実績は発生しておりませんので、当第３四半期連結累計期間の業績に対す

る前年同期比等の比較分析については、前連結会計年度に代えて、前事業年度末と比較して記載してお

ります。

当第３四半期連結累計期間末の総資産は、前事業年度末に比べ468百万円増加し、3,450百万円となり

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、新株発行及び短期借入等により現金及び預金が591百万円増加したことによ

り、前事業年度末に比べ590百万円増加し、1,265百万円となりました。

固定資産については、有形固定資産が減価償却等により177百万円減少しておりますが、機械、車両

等の取得により、前事業年度末に比べて109百万円減少し、2,185百万円となりました。

流動負債については、買掛金が11百万円、未払法人税及び未払消費税が46百万円、１年以内返済長期

借入金が109百万円減少しておりますが、リファイナンスの実施により、１年以内償還予定の社債が98

百万円、短期借入金が149百万円等が増加したことにより、前事業年度末に比べ46百万円増加し、716百

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43百万円減少し、1,115百万円とな

りました。

純資産については、新株発行及び四半期純利益の計上等により、前事業年度末に比べ465百万円増加

し、1,618百万円となりました。
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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26年３月31日)

提出日現在発行数(株)
(平成26年５月９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 3,791,900 3,791,900
東京証券取引所
マザーズ市場

(注)

計 3,791,900 3,791,900 ― ―
 

(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26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26年１月１日～
平成26年１月31日
（注）１

5,500 3,187,900 1,410 296,208 1,410 416,687

平成26年２月１日～
平成26年２月28日
（注）１

4,000 3,191,900 1,025 297,233 1,025 417,713

平成26年３月26日
（注）２

600,000 3,791,900 177,714 474,947 177,714 595,427
 

（注）１．新株予約権の行使による増加であります。　

 ２．有償一般募集（ブックビルディング方式による募集）

発行価格   　　　　 　639円

引受価額  　　 　 592.38円

資本組入額 　　　 296.19円

払込総額 　　 　355,428千円

　

EDINET提出書類

株式会社フジコー(E05396)

四半期報告書

 7/19



　

(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】

① 【発行済株式】

　 　 　 平成25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) ― ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 3,181,300
 

31,813 (注)

単元未満株式 普通株式 1,100
 

― (注)

発行済株式総数 3,182,400 ― ―

総株主の議決権 ― 　 ―
 

(注) 当第３四半期会計期間末日現在の「発行済株式」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25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。

　

② 【自己株式等】

　　　　該当事項はありません。

　

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりでありま

す。

退任役員

　

役名 職名 氏名 退任年月日

取締役 ― 野崎　友義 平成26年１月31日
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「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)に基づいて作成しております。

なお、当第３四半期連結会計期間（平成26年１月１日から平成26年３月31日まで）及び当第３四半期連

結累計期間（平成25年７月１日から平成26年３月31日まで）は、連結財務諸表作成初年度であるため、比

較情報は記載しておりません。

　
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３四半期連結会計期間(平成26年１月１

日から平成26年３月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成25年７月１日から平成26年３月31日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、清和監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【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
(平成26年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 878,221

受取手形及び売掛金 304,680

たな卸資産 26,768

その他 58,170

貸倒引当金 △2,186

流動資産合計 1,265,654

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,842,614

減価償却累計額 △798,912

建物及び構築物（純額） 1,043,702

機械装置及び運搬具 2,741,184

減価償却累計額 △1,884,331

機械装置及び運搬具（純額） 856,853

土地 231,995

建設仮勘定 4,864

その他 47,490

減価償却累計額 △39,069

その他（純額） 8,421

有形固定資産合計 2,145,837

無形固定資産 12,500

投資その他の資産

投資その他の資産 28,423

貸倒引当金 △1,747

投資その他の資産合計 26,675

固定資産合計 2,185,013

資産合計 3,450,667

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 184,232

短期借入金 149,960

1年内返済予定の長期借入金 90,912

1年内償還予定の社債 98,000

未払法人税等 32,589

賞与引当金 51,718

その他 108,976

流動負債合計 716,389

固定負債

社債 553,000

長期借入金 423,748

その他 138,530

固定負債合計 1,115,278

負債合計 1,831,667
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 474,947

資本剰余金 595,427

利益剰余金 539,869

自己株式 △35

株主資本合計 1,610,210

新株予約権 1,803

少数株主持分 6,986

純資産合計 1,618,999

負債純資産合計 3,450,667
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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３四半期連結累計期間】

(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年７月１日
 至 平成26年３月31日)

売上高 1,864,056

売上原価 1,439,346

売上総利益 424,710

販売費及び一般管理費 171,799

営業利益 252,911

営業外収益

受取利息 48

受取家賃 5,850

その他 2,202

営業外収益合計 8,100

営業外費用

支払利息 20,906

社債発行費 17,901

その他 20,462

営業外費用合計 59,270

経常利益 201,741

特別利益

固定資産売却益 4,403

特別利益合計 4,403

特別損失

固定資産売却損 42

固定資産除却損 1,690

特別損失合計 1,732

税金等調整前四半期純利益 204,411

法人税、住民税及び事業税 58,690

法人税等調整額 25,509

法人税等合計 84,200

少数株主損益調整前四半期純利益 120,211

少数株主損失（△） △13

四半期純利益 120,225
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年７月１日
　至 平成26年３月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 120,211

四半期包括利益 120,211

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 120,225

少数株主に係る四半期包括利益 △13
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

　 該当事項はありません。

　
(連結の範囲の変更)

　　当第３四半期連結累計期間(自 平成25年７月１日 至 平成26年３月31日)

　　　連結の範囲の重要な変更

平成26年１月16日付けで提出会社である当社65％、株式会社エナリス35％出資による当社子会社の株

式会社一戸フォレストパワー（発電事業）を平成26年１月に設立し、さらに当該子会社100％出資によ

る当社孫会社の株式会社一戸森林資源（バイオマス燃料製造事業）を同月設立したことから、当該子会

社及び孫会社を当第３四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。

　　なお、当該子会社及び孫会社は平成28年２月に事業開始予定の岩手県一戸町木質バイオマス発電事業

の準備中でありますので、売上高はありません。　

　

(会計方針の変更等)

　　該当事項はありません。

　

(四半期連結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。

　

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。な

お、第３四半期連結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。

　

　
当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年７月１日
至 平成26年３月31日)

減価償却費 182,063千円
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(株主資本等関係)

当第３四半期連結累計期間(自 平成25年７月１日 至 平成26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25年９月25日
定時株主総会

普通株式 22,270 ７ 平成25年６月30日 平成25年９月26日 利益剰余金
 

　

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

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

当社は、平成26年３月26日を払込期日とする公募による新株式発行を行いました。この結果、当第３

四半期連結累計期間において資本金が177,714千円、資本準備金が177,714千円増加し、当第３四半期連

結会計期間末において資本金が474,947千円、資本剰余金が595,427千円となっております。

　

　

EDINET提出書類

株式会社フジコー(E05396)

四半期報告書

15/19



(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当第３四半期連結累計期間(自 平成25年７月１日 至 平成26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

その他
（注）

売上高 　 　 　 　 　

 外部顧客への売上高 1,518,041 201,695 144,320 ― 1,864,056

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

― ― ― ― ―

計 1,518,041 201,695 144,320 ― 1,864,056

セグメント利益又は損失（△） 405,534 15,011 4,164 △40 424,670
 

（注）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、平成28年２月に事業開始予定の岩手県

一戸町木質バイオマス発電事業の準備費用等を含んでおります。

　

２．報告セグメントの変更等に関する事項

　　当第３四半期連結会計期間において新たに設立した子会社である株式会社一戸フォレストパワー及び

孫会社である株式会社一戸森林資源を新たに連結の範囲に含めたことに伴い、報告セグメントに含まれ

ない事業セグメント「その他」を新たに追加しております。

　　なお、当該子会社及び孫会社は平成28年２月に事業開始予定の岩手県一戸町木質バイオマス発電事業

の準備中でありますので、売上高はありません。　

　
３．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連結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 424,670

全社費用(注) △171,759

四半期連結損益計算書の営業利益 252,911
 

(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。 

　

４．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及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及

び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年７月１日
至 平成26年３月31日)

(1) １株当たり四半期純利益金額 36円98銭

 (算定上の基礎) 　

   四半期純利益金額(千円) 120,225

   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(千円) 120,225

    普通株式の期中平均株式数(株) 3,251,355

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 36円71銭

 (算定上の基礎) 　

   四半期純利益調整額(千円) ―

    普通株式増加数(株) 23,206

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
連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

―

 

　

(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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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

独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成26年５月８日

株式会社フジコー

取締役会  御中

 

　

 

　
 

　
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25年７月１日から平成26年６月30日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間

(平成26年１月１日から平成26年３月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成25年７月１日から平成26

年３月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、

四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　
四半期連結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連結財務諸表の作成基準に準拠して

四半期連結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

ない四半期連結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連結財務

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、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社フジコー及び連結子会社の平成26

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３四半期連結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。

２．四半期連結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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