
株主の皆様へ
第 64 期第 2 四半期のご報告
平成 24年 4月 1日から平成 24年 9月 30日まで

証券コード：3600

おしゃれのとなりに

　当第2四半期におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需
要等を背景とした回復傾向が見られるものの、欧州債務問題
などによる海外景気の下振れ懸念や、長引く円高傾向等によ
り、引き続き先行きの不透明な状況が続きました。
　当社グループを取り巻く環境も、消費者の節約志向や長引
いた残暑の影響などから衣料品の売れ行きもまだら模様で、
衣料品の生産は全般的に慎重であり、また手作りホビー関連
分野においても商況が低調になるなど、縫い糸の受注は特に
国内市場において厳しい状況が続きました。
　当社グループは、国内外市場において、引き続き中長期を
見据えた諸課題に全力で取り組んでおり、一部にはその成果
も現れつつありますが、国内市場での苦戦もあって、当第2四
半期の売上高は、3,138百万円（前年同期比0.6％減）となり
ました。
　また、利益面につきましては、平成20年末に実施した国内
工場の移転統合により増加した償却費負担も徐々に軽減され
つつあるなど増益要因もあるものの、国内売上高の回復遅れ
や本社ビルの修繕工事の実施、アジア事業での減益等もあっ
て、営業利益は16百万円（前年同期は7百万円の損失）、経常
利益は22百万円（前年同期比59.0％増）にとどまりました。
四半期純利益につきましては、前年同期に計上した中国子会
社移転に伴う受取補償金、資産除去債務戻入額、移転損失な
どの特別損益の発生はなく、法人税等合計が36百万円とな
り、これらの結果、四半期純損失は40百万円（前年同期は61
百万円の利益）となりました。

　国内においては、東日本大震災の復興需要も一部には見られるも
のの、節約志向や残暑の影響等もあって衣料品の売れ行きがまだら
模様であることから、衣料品生産は慎重で、特に国内縫製業は厳し
い状況が続きました。また、手芸など手作りホビー分野も特に夏場
を中心に低調に推移しました。
　当社グループは、国内シェアの拡大や、手作りホビー需要の掘り
起こしなど、中長期の課題に取り組んでおりますが、特に衣料用縫
い糸の受注低迷が響き、当セグメントの売上高は2,546百万円（前
年同期比2.1%減）となりました。
　また、利益面は、平成20年末に実施した国内工場の移転統合に
伴う償却費負担の減少や、人件費を含む経費の減少など増益要因も
ありますが、先行経費負担に対して売上高の回復が遅れていること
や、本社ビルの修繕工事の実施等もあって、セグメント損失は、
89百万円（前年同期は87百万円の損失）となりました。

　経済成長を続ける中国における急速な賃金上昇や雇用環境の変化
により、縫製業においては新興アジア諸国へのシフトが進行してお
り、日本向けを含め、低価格や量産型の衣料品を中心に生産の分散
化傾向が進みつつあります。これに伴い、同国の縫製受注が一部減
少傾向にあり、中国事業を取り巻く環境は厳しくなりつつあります
が、信頼される品質やきめ細かなサービスを掲げた販売努力によ
り、当期間の売上高は、591百万円（前年同期比6.4%増）と増収
を維持いたしました。
　しかし、利益面は、中国生産子会社では高い操業度を維持してい
るものの、人件費など経費の増加や、5月に設立したベトナムの販
売子会社における先行経費負担もあり、セグメント利益は、89百
万円（前年同期比12.7%減）と減益となりました。
※ 報告セグメントの区分方法を従来の「日本」「中国」から「日本」「ア
ジア」に変更しております。

第2四半期の概況 セグメント別の概況

日本

アジア

　株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜りまして厚くお礼申し上げます。
　さて、当社グループの第64期第2四半期（平成24年4月1日から平成24年9月30日まで）にお
ける営業の概況と決算につきまして、下記の通りご報告申し上げます。

平成24年12月

代表取締役社長
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注1.国内連結子会社は平成24年2月から7月（1月決算）、海外連結子会社は平成24年1月から6月（12月決算）までの業績が連結されております。
　2.FUJIX INTERNATIONAL Co., Ltd.（タイ）は持分法適用会社であり、セグメント売上高および利益に影響はありません。

● 貸借対照表のポイント
・有形固定資産の主な増加要因は、東京支店新社屋完成によ
るものであります。
・流動負債の増加及び固定負債の減少の主な要因は、中国生
産子会社の移転完了が翌期となったため、移転損失引当金
が固定から流動に振り替ったことによるものであります。

● 損益計算書のポイント
・特別利益の主な減少要因は、前期に計上した中国生産子会
社の移転に伴う受取補償金、資産除去債務戻入額の発生が
なかったことによるものであります。

・特別損失の主な減少要因は、前期に計上した中国生産子会
社の移転に伴う移転損失の発生がなかったことによるもの
であります。

連結財務諸表

四半期連結貸借対照表 （単位：百万円）

科目 前期 当第2四半期 増減

資産の部

流動資産 7,089 7,017 △72

固定資産 2,862 2,937 74

　有形固定資産 1,361 1,487 126

　無形固定資産 196 192 △3

　投資その他の資産 1,304 1,257 △47

資産合計 9,952 9,954 2

負債の部

　流動負債 947 1,141 194

　固定負債 644 565 △79

負債合計 1,592 1,706 114

純資産の部

株主資本 7,974 7,842 △132

その他の包括利益累計額 37 29 △8

少数株主持分 347 375 28

純資産合計 8,359 8,247 △112

負債・純資産合計 9,952 9,954 2

科目 前第2四半期 当第2四半期 増減

売上高 3,157 3,138 △19

　売上原価 2,254 2,204 △49

売上総利益 903 933 30

　販売費及び一般管理費 910 917 6

営業利益（△は損失） △7 16 23

　営業外収益 34 30 △4

　営業外費用 12 23 10

経常利益 14 22 8

　特別利益 349 － △349

　特別損失 87 5 △82

税金等調整前四半期純利益 276 17 △259

　法人税・住民税及び事業税 124 16 △107

　法人税等調整額 14 19 5

少数株主損益調整前四半期純利益（△は損失） 138 △18 △156

　少数株主利益 76 22 △54

四半期純利益（△は損失） 61 △40 △102

四半期連結損益計算書 （単位：百万円）
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機能製品のご紹介　

糸の様々な可能性を追求し、縫い合わせるだけでない多機能なミシン糸をご紹介します。

▲  

FUJIX VIETNAM CO.,LTD　設立
（フジックスベトナム）

今年5月にベトナム・ホーチミン市に連結子会社フジックスベト

ナムを設立しました。

今後、発展著しいASEAN諸国への工業用縫い糸の販売拠点の一つ

として活動して参ります。

TOPICS

▲  東京支店新社屋　竣工

今年3月から建替え工事を行っておりまし

た東京支店新社屋が、9月末に竣工いたし

ました。

支店機能だけでなく1階部分には、多目的

スペースも設置し各種講習会などにも利

用いただけます。

東レとの共同開発により、ダウンジャケットなど縫い目

からの羽毛吹き出しを軽減するミシン糸です。

本製品の技術は、現在、特許出願中です。

Plume
未使用

Plume
使用

◦ 羽毛吹き出し防止ミシン糸“Plume”

消臭機能のあるミシン糸で、繰り返し洗濯

しても消臭効果が持続し、優れた消臭性能

を発揮します。

香りでごまかすのではなく、悪臭を吸着分

解して消臭します。

肌着やスポーツウェア、アウトドア分野な

どでご使用いただいております。

香りでごまかすのではなく
吸着 

▲
 中和  
▲

 分解して無臭化します。

◦ 消臭ミシン糸“ムッシュ”

吸着 中和 分解
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事業内容
家庭用縫い糸及び工業用縫い糸・刺しゅう糸並びに各種糸の製
造、販売を主たる事業としております。また、これらの原材料
及び半製品の販売並びに手芸関連商品及び縫製副資材等の販売
も行っております。

創　　業 大正10年（1921年）3月　
設　　立 昭和25年（1950年）1月
資 本 金 923,325,000円
従業員数 151名＊パート23名を含む（連結 413名）
事 業 所
本 　 　 　 社 管理部 営業本部 研究開発室 京都市北区
東 京 支 店 営業部 東京都台東区
滋 賀 事 業 所 生産部 物流部門 滋賀県東近江市
東北物流センター 物流部門 秋田県横手市

会社の概要（平成24年9月30日現在）

代表取締役 藤井　一郎 取締役社長兼生産本部長

常務取締役 松岡　繁生 営業本部長

取　締　役 山本　和良 管理部長

取　締　役 森川　昌治 西日本営業部長

常勤監査役 新江　正幸
社外監査役 中村　利雄 弁護士

社外監査役 中野　雄介 公認会計士

役員（平成24年9月30日現在）

国内グループ会社
株式会社FTC 京都市北区
株式会社シオン 秋田県横手市
株式会社ニットマテリアル 山梨県甲府市

海外グループ会社
上海富士克制線有限公司 中国・上海市
上海新富士克制線有限公司 中国・上海市
上海富士克貿易有限公司 中国・上海市
富士克國際（香港）有限公司 中国・香港
上海福拓線貿易有限公司 中国・上海市
FUJIX INTERNATIONAL Co.,Ltd. タイ・バンコク
FUJIX VIETNAM Co.,Ltd. ベトナム・ホーチミン

グループ会社 事 業 年 度 毎年4月1日から翌年3月31日まで
基 準 日 定時株主総会・期末配当金：3月31日

中間配当を行うとき　　　：9月30日
定時株主総会 毎年6月
単 元 株 式 数 1,000株
株主名簿管理人 三井住友信託銀行株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
事務取扱場所 三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

大阪市中央区北浜四丁目5番33号
郵便物送付先 〒183-8701　東京都府中市日鋼町1番10

三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
電 話 照 会 先 0120-176-417

公 告 方 法 電子公告としております。（http://www.fjx.co.jp）

株主様の住所変更等お届け及びご照会は、口座のある証券会社
宛にお願い致します。証券会社に口座を開設されていない株主
様は、上記の電話照会先にご連絡ください。
※平成25年1月より郵便物送付先・電話照会先が変更となります。
　〒168-0063東京都杉並区和泉二丁目8番4号
　三井住友信託銀行　証券代行部
　0120-782-031

自己株式448千株は控除しております。

株主メモ

■ 金融機関 6名（0.83％）

■ 証券会社 8名（1.11％）

■ 他国内法人 47名（6.51％）

■ 海外法人等 3名（0.42％）

■ 個人他 658名（91.14％）

発行可能株式総数 19,945,000株
発行済株式の総数 7,340,465株
株主数 722名
大株主

保有株式数（千株） 比率（%）
㈱FJ興産 793 11.51

藤井多鶴子 717 10.40

小原京子 382 5.54

森本町子 328 4.76

鈴木直子 328 4.76

藤井一郎 220 3.19

藤井幸二 205 2.97

藤井太郎 200 2.90

フジックス社員持株会 196 2.85

藤井眞津子 191 2.77

株主分布状況

株式の状況（平成24年9月30日現在)

合計
722名

財務情報をはじめとした会社案内や会社情報、製品情報、様々なアイテム
の簡単な作り方を紹介する「手づくりレシピ」、糸の種類や選び方をわか
りやすく解説する「糸の基礎知識」など様々なコンテンツをご用意して
おります。是非ご覧ください。

ホームページのご案内

http://www.fjx.co.jp/
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