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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39期

第２四半期
連結累計期間

第40期
第２四半期
連結累計期間

第39期

会計期間
自　令和２年４月１日
至　令和２年９月30日

自　令和３年４月１日
至　令和３年９月30日

自　令和２年４月１日
至　令和３年３月31日

売上高 （千円） 4,976,593 9,499,053 12,585,426

経常利益 （千円） 144,295 232,418 346,246

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
（千円） 95,392 127,838 207,005

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 104,196 149,478 221,364

純資産 （千円） 8,605,888 8,701,045 8,723,034

総資産 （千円） 14,201,674 17,760,420 14,681,260

１株当たり四半期（当期）純利益 （円） 3.34 4.47 7.24

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益
（円） － － －

自己資本比率 （％） 59.6 48.3 58.6

営業活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 317,325 338,444 356,687

投資活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △343,090 178,304 △458,626

財務活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △402,204 △122,141 △332,981

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（千円） 3,061,014 3,458,353 3,063,163

 

回次
第39期

第２四半期
連結会計期間

第40期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自　令和２年７月１日
至　令和２年９月30日

自　令和３年７月１日
至　令和３年９月30日

１株当たり四半期純利益 （円） 0.26 2.98

　（注）１．当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の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．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

３．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　令和２年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の

期首から適用しており、当第２四半期連結累計期間及び当第２四半期連結会計期間に係る主要な経営指標等

については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
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２【事業の内容】

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社の異動については、次のとおりであります。

 

＜精密貼合及び高機能複合材部門＞

　主要な関係会社の異動はありません。

 

＜環境住空間及びエンジニアリング部門＞

　第１四半期連結会計期間において、株式会社飯沼ゲージ製作所の株式を取得し、子会社化したことにより、連結の範

囲に含めております。

　なお、みなし取得日を令和３年６月30日としており、第１四半期連結会計期間は貸借対照表のみを連結し、当第２

四半期連結会計期間より損益計算書を連結しております。

　また、同社は当社の特定子会社に該当しております。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、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重要な変更はありません。
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２【経営者による財政状態、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、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

（１）財政状態及び経営成績の状況

　当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、欧米及び中国等海外の景気回復に伴う、輸出の増加及び円

安等を背景に、製造業を中心に景気持ち直しの兆しが見え始めています。また、新型コロナウイルス感染症につ

いても、ワクチン接種の進行に伴い、鎮静化の方向にあります。一方で、世界的な半導体不足を始めとした各種

部品不足等の影響により、自動車メーカーが減産を余儀なくされる等、引き続き不透明な状況が続いておりま

す。

　このような環境の中、当社グループの主力事業である精密貼合及び高機能複合材部門におきましては、自動車

業界及びエレクトロニクス業界でのディスプレイ化、タッチパネル化ニーズを取り込み、当社の精密貼合技術を

活用した加工ビジネスを拡大してまいりました。一方、環境住空間及びエンジニアリング部門におきましては、

太陽光発電事業は引き続き厳しい市場環境の中で苦戦を強いられておりますがＯＥＭ生産は順調に推移し、エン

ジニアリング部門では、第１四半期に子会社化した株式会社飯沼ゲージ製作所との協業により経営基盤の強化を

行っております。

　また、第１四半期連結会計期間より、株式会社飯沼ゲージ製作所を株式取得のため連結の範囲に含めておりま

す。

　この結果、当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ3,079百万円増加し、17,760

百万円となりました。当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ3,101百万円増加

し、9,059百万円となりました。当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ21百万

円減少し、8,701百万円となりました。

　また、当第２四半期連結累計期間における経営成績は、売上高9,499百万円（前年同四半期比90.9％増）、営

業利益225百万円（同52.8％増）、経常利益232百万円（同61.1％増）を計上し、親会社株主に帰属する四半期純

利益は127百万円（同34.0％増）となりました。

　セグメントの経営成績は以下のとおりであります。

 

精密貼合及び高機能複合材部門

　国内外におけるディスプレイ・タッチパネル市場は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、市場規模は

一時的に縮小しましたが、中国の企業活動が早期に回復したことにより再度市場規模は拡大基調となっておりま

す。車載用途市場は、今後部品供給不足等の影響により、完成車メーカーの減産が予定されていることから、自

動車市況は一時的な下振れが想定されておりますが、第２四半期までは当社の受注は順調に推移しております。

従来のカーナビゲーションシステムが自動車機能と一体化が進むことで、センターインフォメーションディスプ

レイとなり、メータークラスターパネルもディスプレイ化が急速に進む等、多様なディスプレイが増加してきて

おります。更に、医療機器用途市場は各種機器・装置がデジタル化されることにより、ディスプレイが多用され

てきております。また、大型モニター市場、デジタルサイネージを中心としたパブリックディスプレイ市場も拡

大しており、市場全体としては今後も引き続き成長が見込まれます。このような市場の変化の中、精密貼合技術

により一層磨きを掛け、最先端生産設備の開発・導入による生産の高度化を実施することにより、難易度の高い

技術を求められる用途製品の受注・開発に取組んでおります。

　この結果、売上高7,904百万円（前年同四半期比99.5％増）、営業利益202百万円（同123.1％増）となりまし

た。

 

環境住空間及びエンジニアリング部門

　太陽電池の国内市場は、国内制度の変更あるいは海外メーカーの台頭により、国内メーカーにとっては厳しい

状況が続いております。そのため当社グループも、コスト削減を進めながら、ＯＥＭ供給を主軸とし、その中で

も製品開発・用途開拓等の開発要素が大きいものに注力してまいりました。また、太陽電池だけに留まらず、環

境に配慮した住空間・生活空間あるいは製造環境の構築に貢献するために、飯沼ゲージ製作所のリソースも活用

しながら、メカトロニクス技術を活用した省人化あるいは省エネルギー化ビジネスにも注力しております。

　この結果、売上高1,594百万円（前年同四半期比57.3％増）、営業利益20百万円（同63.1％減）となりまし

た。
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（２）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に

比べ395百万円増加の3,458百万円となりました。

　当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果獲得した資金は、338百万円（前年同四半期は317百万円の獲得）となりました。

　これは主として、棚卸資産の増加493百万円があったものの、売上債権の減少628百万円があったことによ

るものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果獲得した資金は、178百万円（前年同四半期は343百万円の使用）となりました。

　これは主として、有形固定資産の取得による支出95百万円があったものの、連結の範囲の変更を伴う子会

社株式の取得による収入206百万円があったことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は、122百万円（前年同四半期は402百万円の使用）となりました。

　これは主として、長期借入れによる収入1,000百万円があったものの、長期借入金の返済による支出794百

万円、配当金の支払額171百万円があったことによるものであります。

 

（３）重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

　前連結会計年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状

況の分析」中の重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

 

（４）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重

要な変更はありません。

（５）研究開発活動

　当第２四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、159,562千円であります。

　なお、当第２四半期連結累計期間における当社グループの研究開発活動の重要な変更はありません。
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（６）生産、受注及び販売の実績

　①生産実績

当第２四半期連結累計期間の生産実績をセグメントごとに示すと、以下のとおりであります。

セグメントの名称
当第２四半期連結累計期間
（自　令和３年４月１日
至　令和３年９月30日）

前年同四半期比（％）

精密貼合及び高機能複合材部門（千円） 7,757,069 112.4

環境住空間及びエンジニアリング部門（千円） 940,090 79.5

合計（千円） 8,697,160 108.2

（注）金額は製造原価によっております。なお、セグメント間の取引については相殺消去しております。

 

　②受注実績

当第２四半期連結累計期間の受注実績をセグメントごとに示すと、以下のとおりであります。

セグメントの名称
受注高
（千円）

前年同四半期比
（％）

受注残高
（千円）

前年同四半期比
（％）

精密貼合及び高機能複合材部門 7,904,693 99.5 － －

環境住空間及びエンジニアリング部門 2,624,247 134.2 1,299,587 154.2

合計 10,528,940 107.1 1,299,587 154.2

（注）セグメント間の取引については相殺消去しております。

 

 

　③販売実績

当第２四半期連結累計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、以下のとおりであります。

セグメントの名称
当第２四半期連結累計期間
（自　令和３年４月１日
至　令和３年９月30日）

前年同四半期比（％）

精密貼合及び高機能複合材部門（千円） 7,904,693 99.5

環境住空間及びエンジニアリング部門（千円） 1,594,359 57.3

合計（千円） 9,499,053 90.9

（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。

２．当第２四半期連結累計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は以下の

とおりであります。

相手先

当第２四半期連結累計期間
（自　令和３年４月１日
至　令和３年９月30日）

金額（千円） 割合（％）

ＡＧＣ株式会社 3,651,337 38.4

株式会社リョーサン 2,712,534 28.6

 

 

３【経営上の重要な契約等】

当第２四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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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 105,000,000

計 105,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数（株）

（令和３年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（令和３年11月11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 29,786,400 29,786,400

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数は100

株であります。

計 29,786,400 29,786,400 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の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）【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）

令和３年７月１日～

令和３年９月30日
－ 29,786,400 － 2,000,007 － 2,436,668
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（５）【大株主の状況】

  令和３年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合
（％）

フォローウインド株式会社 兵庫県姫路市夢前町菅生澗1355 12,092 42.31

松本倫長 兵庫県姫路市 2,441 8.54

松本庄藏 兵庫県尼崎市 1,854 6.48

東レ株式会社 東京都中央区日本橋室町２丁目１－１ 1,560 5.45

日亜化学工業株式会社 徳島県阿南市上中町岡491－100 1,425 4.98

リンテック株式会社 東京都板橋区本町23－23 936 3.27

ジェイアンドエム株式会社 兵庫県姫路市飾西274番地の17 475 1.66

ＡＧＣ株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目５番１号 320 1.12

藤田和也 兵庫県姫路市 258 0.90

田頭未徳 兵庫県姫路市 180 0.62

計 － 21,543 75.39

 

（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    令和３年９月30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 1,211,500 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 28,562,900 285,629 －

単元未満株式 普通株式 12,000 － －

発行済株式総数  29,786,400 － －

総株主の議決権  － 285,629 －

（注）１.「完全議決権株式（その他）」欄には、証券保管振替機構名義の株式が600株含まれております。また、「議

決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数６個が含まれております。

　　　２.「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式が61株含まれております。

②【自己株式等】

    令和３年９月30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（％）

フジプレアム株式会社
兵庫県姫路市

飾西38番地１
1,211,500 － 1,211,500 4.06

計 － 1,211,500 － 1,211,500 4.06
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２【役員の状況】
　前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
 
　役職の異動

新役職名 旧役職名 氏名 異動年月日

代表取締役専務

生産本部長兼管理本部長

フジプレ販売株式会社　代表取締役社長

株式会社飯沼ゲージ製作所　取締役社長

代表取締役専務

生産本部長兼管理本部長

フジプレ販売株式会社　代表取締役社長

株式会社飯沼ゲージ製作所　取締役

名村　信彦 令和３年８月５日

 

 

EDINET提出書類

フジプレアム株式会社(E02348)

四半期報告書

10/25



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。

 

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２四半期連結会計期間（令和３年７月１日から令

和３年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（令和３年４月１日から令和３年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、あると築地有限責任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）

 
前連結会計年度

(令和３年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(令和３年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,113,708 3,746,566

受取手形及び売掛金 2,479,885 －

受取手形、売掛金及び契約資産 － 3,456,847

商品及び製品 11,376 12,023

仕掛品 727,413 1,116,097

原材料及び貯蔵品 286,198 459,589

その他 23,814 142,866

貸倒引当金 － △460,042

流動資産合計 6,642,396 8,473,949

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 3,491,188 4,098,305

土地 2,521,563 2,727,563

建設仮勘定 491,244 274,430

その他（純額） 772,998 987,121

有形固定資産合計 7,276,993 8,087,420

無形固定資産   

その他 3,302 15,934

無形固定資産合計 3,302 15,934

投資その他の資産   

退職給付に係る資産 46,817 45,880

その他 716,412 1,141,899

貸倒引当金 △4,662 △4,662

投資その他の資産合計 758,567 1,183,116

固定資産合計 8,038,863 9,286,471

資産合計 14,681,260 17,760,420
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(令和３年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(令和３年９月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,456,336 1,604,360

短期借入金 2,130,000 3,170,000

１年内償還予定の社債 － 28,000

１年内返済予定の長期借入金 960,044 1,133,766

未払法人税等 103,479 115,068

賞与引当金 12,864 28,980

製品保証引当金 － 51,734

その他 149,329 528,182

流動負債合計 4,812,053 6,660,091

固定負債   

社債 － 102,000

長期借入金 1,111,492 2,107,058

退職給付に係る負債 － 41,112

その他 34,680 149,113

固定負債合計 1,146,172 2,399,283

負債合計 5,958,226 9,059,375

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,000,007 2,000,007

資本剰余金 2,440,803 2,440,803

利益剰余金 5,006,688 4,963,077

自己株式 △863,912 △863,930

株主資本合計 8,583,587 8,539,958

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 16,304 38,231

その他の包括利益累計額合計 16,304 38,231

非支配株主持分 123,141 122,855

純資産合計 8,723,034 8,701,045

負債純資産合計 14,681,260 17,760,420
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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２四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　令和２年４月１日
　至　令和２年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　令和３年４月１日
　至　令和３年９月30日)

売上高 4,976,593 9,499,053

売上原価 4,419,820 8,700,400

売上総利益 556,773 798,652

販売費及び一般管理費 ※１ 409,434 ※１ 573,573

営業利益 147,338 225,078

営業外収益   

受取利息 2,731 2,140

受取配当金 3,445 4,110

その他 2,032 9,550

営業外収益合計 8,208 15,801

営業外費用   

支払利息 3,850 7,474

為替差損 6,855 －

その他 546 987

営業外費用合計 11,252 8,461

経常利益 144,295 232,418

特別利益   

固定資産売却益 181 －

特別利益合計 181 －

税金等調整前四半期純利益 144,477 232,418

法人税、住民税及び事業税 43,448 100,457

法人税等調整額 4,942 4,408

法人税等合計 48,390 104,866

四半期純利益 96,086 127,552

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主

に帰属する四半期純損失（△）
693 △286

親会社株主に帰属する四半期純利益 95,392 127,838
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　令和２年４月１日
　至　令和２年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　令和３年４月１日
　至　令和３年９月30日)

四半期純利益 96,086 127,552

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 8,110 21,926

その他の包括利益合計 8,110 21,926

四半期包括利益 104,196 149,478

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 103,503 149,764

非支配株主に係る四半期包括利益 693 △286
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：千円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　令和２年４月１日
　至　令和２年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　令和３年４月１日
　至　令和３年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 144,477 232,418

減価償却費 163,267 243,314

のれん償却額 － 94,591

貸倒引当金の増減額（△は減少） － △116,434

賞与引当金の増減額（△は減少） △623 △10,808

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） 297 937

受取利息及び受取配当金 △6,176 △6,251

支払利息 3,850 7,474

固定資産売却益 △181 －

売上債権の増減額（△は増加） 193,572 628,552

棚卸資産の増減額（△は増加） △253,130 △493,243

仕入債務の増減額（△は減少） 262,175 △192,447

前渡金の増減額（△は増加） △2,223 △70,100

未払金の増減額（△は減少） 33,776 △57,674

未払消費税等の増減額（△は減少） △36,568 △45,902

その他 △67,467 214,319

小計 435,045 428,745

利息及び配当金の受取額 6,176 6,251

利息の支払額 △3,850 △7,474

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △120,046 △89,078

営業活動によるキャッシュ・フロー 317,325 338,444

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △135,059 △95,286

投資有価証券の取得による支出 △205,452 △6,141

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

収入
－ 206,636

その他 △2,577 73,095

投資活動によるキャッシュ・フロー △343,090 178,304

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） － △140,000

長期借入れによる収入 － 1,000,000

長期借入金の返済による支出 △230,022 △794,229

社債の償還による支出 － △14,000

自己株式の取得による支出 － △17

リース債務の返済による支出 △733 △2,445

配当金の支払額 △171,449 △171,449

財務活動によるキャッシュ・フロー △402,204 △122,141

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6,855 583

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △434,825 395,190

現金及び現金同等物の期首残高 3,495,840 3,063,163

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１ 3,061,014 ※１ 3,458,353
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

　第１四半期連結会計期間において、株式会社飯沼ゲージ製作所の株式を取得し、子会社化したことにより、連結

の範囲に含めております。

 

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　令和２年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点

で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

　これにより、一定の期間にわたり充足される履行義務は、期間がごく短いものを除き、履行義務の充足に係る

進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定期間にわたり認識しております。なお、履行義務の充足に係る

進捗度の見積り方法は、見積総原価に対する発生原価の割合（インプット法）で算出しております。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って

おりますが、利益剰余金の当期首残高へ与える影響は軽微であります。

　この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は89,658千円増加し、売上原価は75,437千円増加し、営業利

益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ14,220千円増加しております。

　収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示してい

た「受取手形及び売掛金」は、第１四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示す

ることといたしました。なお、収益認識会計基準第89-２項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度

について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企

業会計基準第12号　令和２年３月31日）第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第２四半期連結累計期

間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。

 

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　令和元年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号　令和元年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基

準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、四半期連結財務諸表に与

える影響はありません。

 

（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。

 

（財政状態、経営成績又はキャッシュ・フローの状況に関する事項で、企業集団の財政状態、経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況の判断に影響を与えると認められる重要なもの）

　　該当事項はありません。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

　　保証債務

連結子会社以外の会社の金融機関からの借入金に対して、以下のとおり債務保証を行っております。

 
前連結会計年度

（令和３年３月31日）
当第２四半期連結会計期間
（令和３年９月30日）

北九州ＴＥＫ＆ＦＰ合同会社 475,000千円 450,000千円
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（四半期連結損益計算書関係）

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は以下のとおりであります。

 
　前第２四半期連結累計期間
（自 令和２年４月１日

　　至 令和２年９月30日）

　当第２四半期連結累計期間
（自 令和３年４月１日

　　至 令和３年９月30日）

役員報酬 47,158千円 55,583千円

給料 106,147 126,267

賞与引当金繰入額 2,053 5,877

退職給付費用 1,993 1,890

貸倒引当金繰入額 － △116,434

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は以下のとお

りであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自 令和２年４月１日
至 令和２年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 令和３年４月１日
至 令和３年９月30日）

現金及び預金勘定 3,111,555千円 3,746,566千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △50,540 △288,212

現金及び現金同等物 3,061,014 3,458,353
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（株主資本等関係）

　前第２四半期連結累計期間（自　令和２年４月１日　至　令和２年９月30日）

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

令和２年６月26日

定時株主総会
普通株式 171,449 ６ 令和２年３月31日 令和２年６月29日 利益剰余金

 

　当第２四半期連結累計期間（自　令和３年４月１日　至　令和３年９月30日）

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

令和３年６月29日

定時株主総会
普通株式 171,449 ６ 令和３年３月31日 令和３年６月30日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第２四半期連結累計期間（自　令和２年４月１日　至　令和２年９月30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

調整額
（注）１

四半期連結損益
計算書計上額
（注）２ 

精密貼合及び高
機能複合材部門

環境住空間及び
エンジニアリング

部門
合計

売上高      

外部顧客への売上高 3,962,898 1,013,694 4,976,593 － 4,976,593

セグメント間の内部

売上高又は振替高
390 － 390 △390 －

計 3,963,289 1,013,694 4,976,984 △390 4,976,593

セグメント利益 90,550 55,886 146,436 902 147,338

（注）１．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引の消去等によるものであります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．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。

 

 
 

当第２四半期連結累計期間（自　令和３年４月１日　至　令和３年９月30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

調整額
（注）１

四半期連結損益
計算書計上額
（注）２ 

精密貼合及び高
機能複合材部門

環境住空間及び
エンジニアリング

部門
合計

売上高      

外部顧客への売上高 7,904,693 1,594,359 9,499,053 － 9,499,053

セグメント間の内部

売上高又は振替高
1,200 － 1,200 △1,200 －

計 7,905,893 1,594,359 9,500,253 △1,200 9,499,053

セグメント利益 202,053 20,624 222,678 2,400 225,078

（注）１．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引の消去等によるものであります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの資産に関する情報

　　第１四半期連結会計期間において、株式会社飯沼ゲージ製作所の株式を取得し、新たに連結の範囲に含め

ております。これにより、前連結会計年度の末日に比べ、当第２四半期連結会計期間の報告セグメントの資

産の金額は、「環境住空間及びエンジニアリング部門」において、3,864,725千円増加しております。

 

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。

 

４．報告セグメントの変更等に関する事項

　会計方針の変更に記載のとおり、第１四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益

認識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更してお

ります。

当該変更により、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の「環境住空間及びエンジニアリング部

門」の売上高は89,658千円増加、セグメント利益は14,220千円増加しております。
 

EDINET提出書類

フジプレアム株式会社(E02348)

四半期報告書

20/25



（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

 

　当第２四半期連結累計期間（自　令和３年４月１日　至　令和３年９月30日）

   （単位：千円）

 報告セグメント

合計
 

精密貼合及び
高機能複合材部門

環境住空間及び
エンジニアリング部門

一時点で移転される財 7,904,693 800,486 8,705,180

一定の期間にわたり移転される財 － 793,872 793,872

顧客との契約から生じる収益 7,904,693 1,594,359 9,499,053

外部顧客への売上高 7,904,693 1,594,359 9,499,053

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　令和２年４月１日
至　令和２年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　令和３年４月１日
至　令和３年９月30日）

１株当たり四半期純利益 ３円34銭 ４円47銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益（千円） 95,392 127,838

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益

（千円）
95,392 127,838

普通株式の期中平均株式数（株） 28,574,939 28,574,867

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

 

 

 

EDINET提出書類

フジプレアム株式会社(E02348)

四半期報告書

21/25



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  

 

令和３年11月11日

フジプレアム株式会社

取締役会　御中

 

あると築地有限責任監査法人

 

大阪事務所

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 曽川　俊洋　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 長井　完文　印

 

監査人の結論

　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」に掲げられているフジプレアム株

式会社の令和３年４月１日から令和４年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（令和３年７月１日から

令和３年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（令和３年４月１日から令和３年９月30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、四半期連結キャッ

シュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　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、フジプレアム株式会社及び連結子会社の令和３年９月30日現在の財政

状態及び同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していな

いと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

　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。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　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。

　四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適

切であるかどうかを評価し、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基づいて継続

企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書にお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。

　監査人は、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従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・ 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する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。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。

・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、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、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかど

うか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において

四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が

適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人

の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業

として存続できなくなる可能性がある。

・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、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

基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務

諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさ

せる事項が認められないかどうかを評価する。

・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査

人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な

発見事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを

講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社及び連結子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．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
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