
平成24年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成23年8月4日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 藤森工業株式会社 上場取引所 東 
コード番号 7917 URL http://www.zacros.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 藤森 明彦
問合せ先責任者 （役職名） 取締役経理部長 （氏名） 吉野 彰志郎 TEL 03-6381-4211
四半期報告書提出予定日 平成23年8月11日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第1四半期 21,220 9.6 1,950 37.4 1,976 37.3 1,158 30.8
23年3月期第1四半期 19,366 8.9 1,420 73.1 1,439 73.2 885 59.0

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 1,204百万円 （44.5％） 23年3月期第1四半期 833百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 66.97 66.81
23年3月期第1四半期 51.21 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 73,463 31,424 41.8
23年3月期 72,519 30,434 41.1
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  30,732百万円 23年3月期  29,783百万円

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

23年3月期 ― 13.00 ― 13.00 26.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 13.00 ― 13.00 26.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 39,500 0.6 2,310 △11.1 2,290 △13.2 1,380 △15.6 79.77
通期 81,300 4.2 4,540 △3.9 4,570 △5.9 2,740 3.1 158.39



(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 

（注）詳細は、添付資料３ページの「２．サマリー情報（その他）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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、金融商品取引法に基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、金融商品取引法に基づく
四半期連結財務諸表の四半期レビュー手続を実施中であります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
 なお、業績予想に関する事項は、四半期決算短信（添付資料）３ページ「１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情
報」をご参照ください。 

4.  その他

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   ：  有
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） 24年3月期1Q 17,312,760 株 23年3月期 17,312,760 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 13,982 株 23年3月期 13,982 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 17,298,778 株 23年3月期1Q 17,298,895 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間（平成23年４月１日～平成23年６月30日）の国内経済においては、東日本大震災の影

響を受けて個人消費が弱い動きとなる中、輸出も大幅に落込むなど、景気は３四半期連続のマイナス成長となりま

した。当第１四半期の後半に入り、国内消費は穏やかに改善すると共に、輸出も震災による落込みから徐々に持ち

直す展開となっています。 

このような環境の下、情報電子事業においては前年同期に伸長させた受注額レベルを確保すると共に、ライフサ

イエンス事業及び建築資材事業において売上高は堅調に推移しました結果、当社グループの売上は前年同期比で増

加いたしました。 

損益面では、売上増加に伴い採算が改善したことに加え、グループ全体にわたり、引き続き高付加価値製品の販

売強化と生産効率の向上に努めたことなどから、前年同期比で増益となりました。 

その結果、当第１四半期における業績は、売上高212億20百万円（前年同期比9.6％増）、営業利益19億50百万

円（前年同期比37.4％増）、経常利益19億76百万円（前年同期比37.3％増）、四半期純利益11億58百万円（前年

同期比30.8％増）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。 

  

（ライフサイエンス事業） 

医薬・医療用包装材において、医薬用の剥離フィルムの受注が増大したことや非吸着包材「ＮＩフィルム」を

用いた薬液用バックの販売を開始したことなどにより、売上は堅調に推移いたしました。 

更に生活用包装材では、粉末洗剤から液体洗剤への切替わり需要をとらえた詰替用スタンディングパウチの販

売が好調に展開いたしました。 

この結果、売上高は109億42百万円（前年同期比11.8％増）となりました。 

  

（情報電子事業） 

偏光板用プロテクトフィルムにおいて、当第１四半期の終盤に入り液晶ディスプレイ用部材で一部生産調整が

始まった影響等もあり、売上はほぼ横ばいとなりました。その一方で情報記録用材においては、夏場の電力不足

回避等に向けた一時的な先行購買が高まったことなどから受注増加となりました。また、「スマートフォン」等

の高機能携帯端末の需要が拡大したことから剥離フィルムの売上は堅調に推移いたしました。 

この結果、売上高は79億27百万円（前年同期比3.1％増）となりました。 

  

（建築資材事業） 

建材関連において、首都圏再開発物件向けの空調用配管並びに煙突工事の受注が順調に推移しました。また、土

木関連ではトンネル用資材を中心に売上が増加いたしました。 

この結果、売上高は23億49百万円（前年同期比24.5％増）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期末における総資産は、現金及び預金を中心に流動資産が減少しましたが、昭和事業所・三重事業

所を中心に新設備取得や建設仮勘定等の固定資産が増加したことなどにより、前年度末に対して９億43百万円増

加の734億63百万円となりました。 

負債につきましては、短期借入金、未払金等は増加しましたが、長期借入金、未払法人税、賞与引当金等が減少

したことにより、前年度末に対して46百万円減少の420億38百万円となりました。なお、短期借入金の増加は１年

以内返済の長期借入金が短期借入金に含まれることなどによるものです。 

純資産は少数株主持分６億48百万円を含めて314億24百万円となり、自己資本比率は41.8％となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当社グループにおきましては、ライフサイエンス事業及び建築資材事業を中心に受注が堅調に展開したことなど

から、当第１四半期の業績は好調に推移いたしました。 

しかし直近の状況をみるに、米国の景気減速懸念や欧州の財政不安等、世界経済に対する先行きの不透明感が再

び強まる中、円高が進行しており、更に原材料価格の上昇、電力不足による生産面での制約継続等の懸念材料も多

く、依然として今後の展開には予断を許さぬ状況が続いています。当社グループ関連業界においても、当第２四半

期を中心に液晶ディスプレイ用部材やパソコン等のＩＴ関連部材につき生産調整の本格化が予想され、当社製品に

ついても一部、売上の鈍化が予想されます。 

このような状況を踏まえ、現時点においては平成23年５月12日に公表いたしました第２四半期連結累計期間及び

通期の業績予想に変更ありません。 

当社グループでは、高付加価値製品の販売強化を更に推進すると共に、全部門にわたり一層の生産性改善、コス

ト削減を徹底するなど、引続き業績の向上に取り組んでまいります。  

  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。  

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計方針の変更） 

 当第１四半期連結会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号 平成22年

６月30日）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号 平成22年

６月30日）を適用しております。 

 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定するストック・オ

プションについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、ストック・オプションの公正な評

価額のうち、将来企業が提供されるサービスに係る分を含める方法に変更しております。 

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,924 3,008

受取手形及び売掛金 24,845 26,206

有価証券 3,058 2,797

商品及び製品 2,079 2,254

仕掛品 1,134 1,261

原材料及び貯蔵品 1,702 1,785

繰延税金資産 923 1,067

その他 995 875

貸倒引当金 △43 △27

流動資産合計 39,620 39,230

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 25,776 27,141

減価償却累計額 △13,619 △13,875

建物及び構築物（純額） 12,157 13,265

機械装置及び運搬具 37,230 39,545

減価償却累計額 △30,428 △31,028

機械装置及び運搬具（純額） 6,802 8,517

工具、器具及び備品 4,016 4,075

減価償却累計額 △3,555 △3,618

工具、器具及び備品（純額） 461 457

土地 5,281 5,283

建設仮勘定 4,533 3,067

その他 11 11

減価償却累計額 △4 △5

その他（純額） 6 6

有形固定資産合計 29,243 30,597

無形固定資産   

その他 168 162

無形固定資産合計 168 162

投資その他の資産   

投資有価証券 2,301 2,286

繰延税金資産 594 582

その他 720 729

貸倒引当金 △129 △126

投資その他の資産合計 3,487 3,472

固定資産合計 32,899 34,233

資産合計 72,519 73,463
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 16,534 17,041

短期借入金 6,049 8,577

未払金 3,727 5,526

未払法人税等 1,653 979

賞与引当金 1,278 761

役員賞与引当金 72 24

その他 1,151 1,055

流動負債合計 30,468 33,966

固定負債   

長期借入金 6,680 3,151

繰延税金負債 295 266

退職給付引当金 2,918 2,970

役員退職慰労引当金 517 502

その他 1,204 1,180

固定負債合計 11,617 8,072

負債合計 42,085 42,038

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,723 4,723

資本剰余金 5,778 5,778

利益剰余金 19,055 19,988

自己株式 △10 △10

株主資本合計 29,546 30,479

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 388 376

為替換算調整勘定 △151 △124

その他の包括利益累計額合計 236 252

新株予約権 32 43

少数株主持分 618 648

純資産合計 30,434 31,424

負債純資産合計 72,519 73,463
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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：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 19,366 21,220

売上原価 15,358 16,679

売上総利益 4,008 4,540

販売費及び一般管理費 2,588 2,590

営業利益 1,420 1,950

営業外収益   

受取利息 3 5

受取配当金 30 26

受取賃貸料 31 30

補助金収入 － 37

その他 43 58

営業外収益合計 109 158

営業外費用   

支払利息 62 54

貸与資産減価償却費 12 11

為替差損 － 42

その他 13 23

営業外費用合計 89 132

経常利益 1,439 1,976

特別利益   

固定資産売却益 2 －

投資有価証券売却益 － 0

特別利益合計 2 0

特別損失   

固定資産除却損 7 0

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 93 －

その他 12 0

特別損失合計 113 0

税金等調整前四半期純利益 1,328 1,976

法人税、住民税及び事業税 679 944

法人税等調整額 △238 △151

法人税等合計 441 792

少数株主損益調整前四半期純利益 886 1,183

少数株主利益 0 25

四半期純利益 885 1,158
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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：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 886 1,183

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △117 △11

為替換算調整勘定 64 31

その他の包括利益合計 △53 20

四半期包括利益 833 1,204

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 823 1,174

少数株主に係る四半期包括利益 9 30
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該当事項はありません。 

  

  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

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：百万円）

（注）１．売上高の調整額はセグメント間取引消去であります。 

   ２．報告セグメント利益又は損失（△）の合計は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しておりま

す。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６月30日） 

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：百万円）

（注）１．売上高の調整額はセグメント間取引消去であります。 

   ２．報告セグメント利益の合計は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

該当事項はありません。  

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  

  

 報告セグメント   
調整額 
（注）１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２ 

ライフ 
サイエンス 

情報電子 建築資材 計 

売上高             

外部顧客への売上高  9,788  7,690  1,887  19,366  －  19,366

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  289  7  297  △297  －

計  9,788  7,980  1,895  19,664  △297  19,366

セグメント利益又は損

失（△） 
 484  981  △45  1,420  －  1,420

  

  

 報告セグメント   
調整額 
（注）１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２ 

ライフ 
サイエンス 

情報電子 建築資材 計 

売上高             

外部顧客への売上高  10,942  7,927  2,349  21,220  －  21,220

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 70  294  3  368  △368  －

計  11,013  8,222  2,353  21,588  △368  21,220

セグメント利益  915  947  88  1,950  －  1,950

（５）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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