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1. 平成24年12月期第3四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24年9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12月期第3四半期 7,235 △6.5 238 △62.6 254 △55.7 △92 ―
23年12月期第3四半期 7,739 △2.3 637 39.2 575 72.6 392 73.0

（注）包括利益 24年12月期第3四半期 △148百万円 （―％） 23年12月期第3四半期 324百万円 （―％）

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12月期第3四半期 △5.85 ―
23年12月期第3四半期 24.28 ―

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

24年12月期第3四半期 15,982 8,392 52.5 532.31
23年12月期 17,285 8,620 49.9 546.75
（参考） 自己資本 24年12月期第3四半期 8,392百万円 23年12月期 8,620百万円

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12月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
24年12月期 ― 0.00 ―
24年12月期（予想） 4.00 4.00

3. 平成24年12月期の連結業績予想（平成24年 1月 1日～平成24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 9,500 △8.5 300 △52.9 300 △46.1 △200 ― △12.69



(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
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。業績予想に関する事項については、３ページ「１．当四半期決算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」をご覧ください。

※ 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） 24年12月期3Q 17,894,877 株 23年12月期 17,894,877 株
② 期末自己株式数 24年12月期3Q 2,128,665 株 23年12月期 2,129,037 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期3Q 15,766,092 株 23年12月期3Q 16,147,927 株
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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、東日本大震災の復興需要の高まりと設備投資およ

び個人消費の持ち直しを背景として緩やかな回復を見せる一方、長引く円高、欧州債務問題に起因する

海外における経済の減速感、国内における電力供給不安などの懸念材料が払拭されず、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、諸材料の調達難に対応するとともに、顧客への安定した製品供給を維持する

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、長期化する円高の影響および競争激化による販売価格の低下などにより、

72億３千５百万円(前年同期比6.5％減)となりました。 

利益面におきましては、売上高の減少、販売価格の低下に加え、前連結会計年度に導入した生産設備

の減価償却費の負担増があり、営業利益は２億３千８百万円(前年同期比62.6％減)、経常利益は２億５

千４百万円(前年同期比55.7％減)となりました。また、英国子会社フジ コピアン（ＵＫ）リミテッド

は、近年の業績悪化が顕著であり回復の見通しが立たない状況から、清算を前提とした手続きを行って

おります。これにともなう関係会社整理損失引当金繰入額を特別損失に計上したことなどにより、四半

期純損失は９千２百万円(前年同期は四半期純利益３億９千２百万円)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

価格競争の激化により、全体では30億８千２百万円(前年同期比1.8％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、円高の影響もあり、全体では11億４千９百万円

(前年同期比8.6％減)となりました。 

テープ類は、市場価格の低下および一部顧客の商流の変更もあり、全体では12億２千６百万円(前年

同期比18.7％減)となりました。 

機能性フィルムは、ブランドの統一を図り拡販活動に努めたことにより、全体では９億１千９百万円

(前年同期比2.4％増)となりました。 

その他は、全体では８億５千７百万円(前年同期比8.3％減)となりました。 

  

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
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当第３四半期連結会計期間末の総資産は、159億８千２百万円(前連結会計年度末比7.5％減)と、前連

結会計年度末に比べ13億３百万円の減少となりました。これは、主に設備関係支払手形の決済および長

期借入金の返済による現金及び預金の減少などによるものであります。 

負債は、75億８千９百万円(前連結会計年度末比12.4％減)と、前連結会計年度末に比べ10億７千５百

万円の減少となりました。これは、主に設備関係支払手形の決済および長期借入金の返済などによるも

のであります。 

純資産は、83億９千２百万円(前連結会計年度末比2.6％減)と、前連結会計年度末に比べ２億２千７

百万円の減少となりました。これは、主に四半期純損失の計上および配当金の支払いなどによるもので

あります。 

  

平成24年12月期の通期業績予想につきましては、前回公表(平成24年８月10日)しました通期の業績予

想から変更はありません。 

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

（３）連結業績予想に関する定性的情報

フジコピアン㈱ (7957) 平成24年12月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

- 3 -



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。 

  

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１四半期連結会計期間の期首以降に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「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）および「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）を適用しております。 

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

（４）追加情報
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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23年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,471,534 4,650,585

受取手形及び売掛金 3,110,609 3,050,943

電子記録債権 － 1,638

商品及び製品 749,624 706,029

仕掛品 477,091 547,460

原材料及び貯蔵品 611,158 492,742

繰延税金資産 5,020 5,219

その他 145,429 118,932

貸倒引当金 △3,078 △2,915

流動資産合計 10,567,390 9,570,635

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,920,847 1,823,105

機械装置及び運搬具（純額） 1,943,829 1,750,117

土地 1,681,745 1,681,745

建設仮勘定 5,329 64,442

その他（純額） 186,107 185,133

有形固定資産合計 5,737,859 5,504,545

無形固定資産 3,162 2,895

投資その他の資産   

投資有価証券 639,292 677,267

長期貸付金 7,809 5,835

長期預金 100,000 －

その他 230,060 221,531

貸倒引当金 △122 △266

投資その他の資産合計 977,040 904,368

固定資産合計 6,718,061 6,411,809

資産合計 17,285,451 15,982,444
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,570,068 1,446,275

短期借入金 100,000 300,000

1年内返済予定の長期借入金 775,700 1,092,600

リース債務 17,274 20,084

未払法人税等 196,177 61,283

未払消費税等 － 18,915

賞与引当金 － 90,400

関係会社整理損失引当金 － 200,266

設備関係支払手形 825,729 130,897

その他 335,858 244,277

流動負債合計 3,820,807 3,605,000

固定負債   

長期借入金 3,952,300 3,070,300

リース債務 55,194 49,732

繰延税金負債 26,780 1,556

退職給付引当金 713,141 767,802

役員退職慰労引当金 76,820 75,283

資産除去債務 20,402 20,286

固定負債合計 4,844,640 3,984,960

負債合計 8,665,448 7,589,960

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 2,995,928

利益剰余金 1,309,193 1,138,158

自己株式 △329,286 △329,209

株主資本合計 8,767,648 8,596,673

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 50,995 △3,443

為替換算調整勘定 △198,639 △200,746

その他の包括利益累計額合計 △147,644 △204,190

純資産合計 8,620,003 8,392,483

負債純資産合計 17,285,451 15,982,444
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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)

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 7,739,598 7,235,851

売上原価 5,605,571 5,554,153

売上総利益 2,134,027 1,681,697

販売費及び一般管理費 1,496,721 1,443,107

営業利益 637,306 238,590

営業外収益   

受取利息 7,301 5,631

受取配当金 11,645 10,273

雑収入 22,919 59,248

営業外収益合計 41,866 75,154

営業外費用   

支払利息 55,865 46,889

為替差損 43,991 7,186

雑損失 3,870 4,890

営業外費用合計 103,726 58,967

経常利益 575,446 254,777

特別利益   

投資有価証券売却益 20,358 －

関係会社清算益 29,532 －

事業譲渡益 － 30,000

特別利益合計 49,890 30,000

特別損失   

固定資産廃棄損 4,971 1,427

投資有価証券評価損 － 2,307

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 8,410 －

関係会社清算損 － 9,005

関係会社整理損失引当金繰入額 － 200,266

特別損失合計 13,381 213,006

税金等調整前四半期純利益 611,954 71,771

法人税等 219,841 163,976

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（△）

392,113 △92,205

四半期純利益又は四半期純損失（△） 392,113 △92,205
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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)

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年９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（△）

392,113 △92,205

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △62,605 △54,438

為替換算調整勘定 △5,057 △2,107

その他の包括利益合計 △67,662 △56,545

四半期包括利益 324,451 △148,751

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 324,451 △148,751
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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。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（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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