
平成22年3月期 決算短信 
平成22年4月28日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 富士通フロンテック株式会社 上場取引所 東 
コード番号 6945 URL http://www.frontech.fujitsu.com/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 海老原 光博
問合せ先責任者 （役職名） 経営企画室長 （氏名） 上宇都 清蔵 TEL 042-377-2544
定時株主総会開催予定日 平成22年6月22日 配当支払開始予定日 平成22年6月8日
有価証券報告書提出予定日 平成22年6月22日

1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

  
  
  

(2) 連結財政状態 

  
  
  

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  
  
   

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 95,110 3.7 2,294 △44.2 1,992 △35.3 771 △34.6
21年3月期 91,760 △14.0 4,113 △26.2 3,080 △12.4 1,179 △47.5

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 32.15 32.08 2.4 3.3 2.4
21年3月期 49.15 49.11 3.7 5.5 4.5

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

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

22年3月期 65,057 32,699 50.2 1,360.70
21年3月期 54,594 32,243 59.0 1,342.88

（参考） 自己資本   22年3月期  32,644百万円 21年3月期  32,215百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 △905 △7,502 5,288 4,281
21年3月期 2,770 △3,111 △490 7,217

2.  配当の状況 

  
  
  

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 8.00 ― 8.00 16.00 383 32.6 1.2
22年3月期 ― 8.00 ― 8.00 16.00 383 49.8 1.2
23年3月期 

（予想）
― 8.00 ― 8.00 16.00 21.3

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

  
  

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 
連結累計期間

51,500 23.8 △950 ― △1,150 ― △950 ― △39.60

通期 120,000 26.2 3,600 56.9 3,300 65.7 1,800 133.5 75.03
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4.  その他 
(1) 期中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）  有  

  
  
  

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

  
  
  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

  
  
  

新規 4社 （社名

                        
トータリゼータエンジニアリング（株）、
（株）テルシイ、               
Fujitsu Frontech North America, Inc.  
Fujitsu Frontech Canada Inc.

） 除外 1社 （社名
富士通フロンテックカストマサービス
（株）

）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 24,015,162株 21年3月期 24,015,162株
② 期末自己株式数 22年3月期  24,371株 21年3月期  25,162株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

  
  
  

(2) 個別財政状態 

  
  
   

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 75,786 △15.1 1,342 △63.6 1,149 △65.2 723 △55.1
21年3月期 89,252 △9.7 3,684 △6.6 3,305 42.2 1,612 6.0

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 30.17 30.11
21年3月期 67.21 67.16

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

22年3月期 60,537 33,077 54.6 1,376.52
21年3月期 56,452 32,771 58.0 1,364.96

（参考） 自己資本 22年3月期  33,023百万円 21年3月期  32,745百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に掲載されている連結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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項について
は、４ページ「１．経営成績 （１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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個別業績における前年実績との差異について 

 

平成 22 年 3 月期（平成 21 年 4 月 1 日～平成 22 年 3 月 31 日）の個別業績と前年実績との重要な差異は

下記のとおりです。 

 

１．平成 22 年 3月期個別業績と前年実績との差異 

 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 

前年実績（Ａ） 89,252 3,684 3,305 1,612 67.21 

当期実績（Ｂ） 75,786 1,342 1,149 723 30.17 

増減額（Ｂ－Ａ） △13,466 △2,342 △2,156 △889  

増減率（％） △15.1 △63.6 △65.2 △55.1  

 

 

２．差異が生じた理由 

各国の景気浮揚策や金融安定化策により、世界的金融危機に対する底打ち感が見られるものの、大きく

後退した実体経済を改善するには至りませんでした。このような環境のもと、金融機関を中心とした設備

投資抑制が続く中、国内金融機関向けＡＴＭおよび営業店端末等の所要が 2010 年度以降へ延伸したことに

加え、トータリゼータ端末の更なる投資抑制などにより、上記のとおり売上・利益ともに、前年実績と比

較して規程以上の差異が生じたものです。

（単位：百万円） 
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１．経営成績 
 

（1）経営成績に関する分析 

当連結会計年度における経済環境は、各国の景気浮揚策や金融安定化策により、一部の経済指標に持

ち直しの動きが現れるなど、世界的不況に対する底打ち感が見られるものの、大きく後退した実体経済

を改善するまでには至りませんでした。国内においても、景気回復への期待感は増しつつも設備投資の

抑制や雇用情勢の悪化が続き、依然として厳しい状況で推移いたしました。 

このような環境のもと、当社および富士通グループは、お客様と IT をつなぐ重要なプロダクトの開発・

製造を、フロントテクノロジー事業として順次、当社グループに集中させ、事業のスピードアップと効

率化を図るとともに、新たな販売体制を構築して提案力・営業力の強化に努めてまいりました。 

その第一歩として、まず流通端末商品の海外市場への対応力強化を目的に、北米子会社 Fujitsu 

Frontech North America, Inc.（FFNA）を立ち上げました。次に、公営競技ビジネス強化のため、トー

タリゼータエンジニアリング株式会社の全株式を取得するとともに、地方公営競技向け端末事業を富士

通株式会社から譲り受け、一連のソリューションをワンストップで提供できる体制を構築いたしました。

また、RFID・手のひら静脈認証装置など先端技術商品に関する事業を当社に集約したほか、Fujitsu 

Computer Products of America, Inc.（FCPA）の先進技術部門の事業を FFNA に移管いたしました。さら

に POS・ハンディターミナルなどの国内店舗向けソリューションにつきましても、その販売・保守機能を

富士通株式会社から移管し、開発元として当社が持つ豊富な商品知識やノウハウを活かした専任の営業

体制を発足いたしました。 

当連結会計年度は、国内金融機関向け ATM、営業店端末および公営競技向け機器など既存ビジネスの一

部で設備投資抑制の影響を受けたものの、事業統合の効果により国内外の流通システム関連ビジネス、

および国内の公営競技向けサービスビジネスが売上高に寄与いたしました。また、国内金融機関向けサ

ービスビジネスも順調に伸展したことから、連結売上高は 95,110 百万円（前年比 3.7％増）を計上する

ことができました。一方、損益につきましては、徹底した経費削減による利益確保に努めましたが、商

品別売上構成の変化に伴う原価率の上昇に加え、事業統合に係るのれん代の償却などにより、連結営業

利益 2,294 百万円（同 44.2％減）、連結経常利益 1,992 百万円（同 35.3％減）、連結当期純利益 771 百万

円（同 34.6％減）となりました。 

 

通期の概況                                  （単位：百万円） 

 2008 年度  

2008 年 4 月 1 日～ 

2009 年 3 月 31 日 

2009 年度  

2009 年 4 月 1 日～ 

2010 年 3 月 31 日 

前年比 

  売上高比

(%) 

 売上高比

(%) 

 増減率 

(%) 

売 上 高 91,760 100.0 95,110 100.0 3,349 3.7

営 業 利 益 4,113 4.5 2,294 2.4 △ 1,818 △ 44.2

営 業 外 収 益 120 0.1 375 0.4 254 210.4

営 業 外 費 用 1,153 1.3 677 0.7 △ 475 △ 41.3

経 常 利 益 3,080 3.4 1,992 2.1 △ 1,088 △ 35.3

特 別 損 益 △ 917 △ 1.0 △ 191 △ 0.2 726 △ 79.1

当 期 純 利 益 1,179 1.3 771 0.8 △ 407 △ 34.6

2009 年度の加重平均為替レート  92.86 円/米ﾄﾞﾙ、0.0769 円/韓国ｳｫﾝ、13.60 円/中国元 

2008 年度の加重平均為替レート 100.54 円/米ﾄﾞﾙ、0.0853 円/韓国ｳｫﾝ、14.64 円/中国元 
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部門別の概況                                           （単位：百万円） 

2008 年度  

2008 年 4 月 1 日～ 

2009 年 3 月 31 日 

2009 年度  

2009 年 4 月 1 日～ 

2010 年 3 月 31 日 

 

前年比 

 

 

売上高 構成比(%) 売上高 構成比(%)  増減率(%)

金 融 シ ス テ ム 43,320 47.2 35,594 37.4 △7,726 △17.8

流 通 シ ス テ ム 17,868 19.5 24,071 25.3 6,202 34.7

産業・公共ｼ ｽ ﾃ ﾑ 11,355 12.4 14,552 15.3 3,196 28.2

ｿ ﾌ ﾄ ・ ｻ ｰ ﾋ ﾞ ｽ 19,216 20.9 20,892 22.0 1,676 8.7

計 91,760 100.0 95,110 100.0 3,349 3.7

国 内 77,796 84.8 71,573 75.3 △ 6,222 △ 8.0
 

海 外 13,964 15.2 23,537 24.7 9,572 68.6

 

次に、事業の概況を部門別にご説明申しあげます。 

 

【金融システム部門】 

金融システム部門につきましては、世界的な金融危機の影響

による設備投資の抑制が国内外で依然として根強く、市場環境

は厳しい状態で推移いたしました。一方、韓国では 5 万ウォン

紙幣発行に伴う ATM ユニットの改造需要が上期を中心に活発化

いたしました。 

このような状況のもと、開発の効率化・高品質化を図るとと

もに、主力機種におきまして、アウトソーシングサービスと一

体となったビジネスを推進し、顧客提案力の向上に努めました。

また、流通店舗や駅構内への設置など需要の拡大を目指して

ATM の新商品を発売するなど、積極的に事業を展開いたしましたが、国内金融機関における自動機およ

び営業店端末のリプレース需要が減少したことから、連結売上高 35,594 百万円（前年比 17.8％減）と

なりました。 

 

自動機関連では、主力機種 FACT-V model20 の拡販を推進いたしました。また、国内 速の紙幣処理

性能を持つ中型 ATM FACT-V X100 を発売いたしました。平成 21年 9月の発売以降、株式会社ステーシ

ョンネットワーク関西様（株式会社池田銀行様と阪急電鉄株式会社様の共同設立会社）に、阪急電鉄

主要駅構内のステーション ATM「Ｐａｔｓａｔ（パッとサッと）」としてご採用いただくなど着実に成

果をあげております。 

営業店システム関連では、ディスプレイと本体を一体化することで省スペースを実現し、金融機関

の店頭における活用の自由度を高めた新端末 UBT First の拡販に努めました結果、農業協同組合様に

新営業店システムとして導入いただきました。 

ATM ユニット関連では、韓国での高額紙幣発行に伴う改造需要に確実に対応し、売上高が伸長いたし

ました。また、中国におきましては、上海地下鉄７路線に続き北京地下鉄４路線で、券売機用に小型

紙幣出金ユニット User Flexible BDU  500 台を受注し、納入を開始いたしました。 

セキュリティ技術関連では、手のひら静脈認証装置 PalmSecure につきまして、利用用途を PC ログ

イン機能に特化した低価格の PalmSecure-LT をラインナップに加えるとともに、静脈認証において世

界で初めて 1：1,000 の認証を高速で実現する機能の拡張を行いました。これにより、従来の安全・安

心に加え、お客様の利便性向上やコスト削減などの幅広い特長を一層強化し、拡販に努めております。

なお、今般のフロントテクノロジー事業再編に伴い、平成 21 年 7月、手のひら静脈認証ビジネスの販

売推進機能が当社に集約されました。この体制のもと、北米のみならず先進国・新興国あわせたワー

ルドワイドでの事業展開を行ってまいります。 

 

 

売上高 

 

 

 

 

 

 

 

（百万円） 

43,320
35,594

2008年度 2009年度
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【流通システム部門】 

流通システム部門につきましては、世界的金融危機以降の景

気低迷が継続しております。デフレの影響から低価格路線を得

意とする一部小売業で業績好転の傾向は見られるものの、総体

的には個人消費が冷え込むなかで、市場環境は依然として厳し

い状態で推移いたしました。 

このような状況のもと、商品開発力と海外での対応力強化を

目的に、平成 21 年 4 月、富士通株式会社の関連会社 Fujitsu 

Transaction Solutions Inc.の開発・調達・製造部門の移管を

受けるため、同社の全株式を取得して FFNA を立ち上げました。

次いで、国内店舗向けソリューションにつきましても、同年 10 月をもって、その販売・保守機能を富

士通株式会社から譲り受け、製販一体の体制を構築いたしました。また、開発・製造面でも、当社の

技術力を活かした新商品の拡充を図るとともに、徹底したコストダウンの推進に努めました。その結

果、国内および韓国における POS システムの需要が前期に比べ減少する一方で、FFNA との統合効果な

どから、連結売上高 24,071 百万円（前年比 34.7％増）を計上することができました。 

 

POS システム関連では、専門店・量販店向けの主力商品 TeamPoS3000 の拡販を積極的に推進いたし

ましたほか、アジア市場向けに性能向上と低価格化を実現した TeamPoS3000XE を発売いたしました。

また、食品スーパーなど小売業界におけるニーズの変化に対応できる POS システム TeamStore/M の販

売を開始いたしました。このシステムは、消費期限の情報をもとにアラーム画面を表示できるように

するなど「食の安全・安心」に貢献するほか、各店舗で個別に運用している POS 管理サーバの集約を

可能にすることで、省電力と設置スペースの削減を実現し、環境にも配慮しております。さらに、専

門店向けには購買履歴の照会など豊富な機能を搭載するとともに、使いやすい画面デザインを追求し

直感的でわかりやすい操作性を実現した TeamStore/S を発売いたしました。 

モバイル端末関連では、高い強度を持ち、防塵防滴および静電気など耐環境性能にも優れるととも

に、高性能バーコードスキャナや様々な通信インターフェイスを備えたハンディターミナル Patio800 

を大手運輸会社様向けにカスタマイズし、ご採用いただきました。また、量販店・コンビニエンスス

トアなどの発注業務において、Web アプリケーションへの対応を可能にする高性能モバイルハンディ

Patio700 を発売いたしました。このほか、電力・水道・ガスなど検針業務向けのプリンター一体型

Patio300 につきまして、水道検診業務で特に必要な折畳用紙に対応する機能の追加を行い、拡販に努

めました。 

RFID 関連では、繰り返しの洗浄に耐えうる強度を持ったリネンタグを主軸に、機能の強化とライン

ナップの拡充を行うとともに、付加価値の高い技術の開発を推進し、カナダの 新高級ホテル、フェ

アモント・パシフィック・リム様にリネンタグを採用いただくなど、成果をあげました。今般のフロ

ントテクノロジー事業再編の一環として、平成 21 年 7月、RFID 関連ビジネスの販売推進機能が当社に

集約され、さらなる事業の拡大を図っております。 

 

 

【産業・公共システム部門】 

産業・公共システム部門につきましては、国内外における交

通関連システムなど一部で需要が回復いたしましたが、一方で

設備老朽化に伴うリプレースが延伸されるなど総体的に設備

投資には慎重な状況が続いており、市場は依然として厳しい環

境にあります。 

このような状況のもと、フロントテクノロジー事業再編の一

環として、公営競技ビジネスにおいて、平成 21 年 7 月、保守

や運用サービスを行うトータリゼータエンジニアリング株式

会社（TEL）の全株式を、株式会社富士通エフサスから取得す

るとともに、地方公営競技向け端末事業を富士通株式会社から譲り受け、一連のソリューションをワ

ンストップで提供できる LCM（Life Cycle Management）体制を構築いたしました。表示および工機ビ

ジネスにおいても一層の選択と集中を図るなど、競争力の強化に努めました。その結果、TEL の子会社

化および事業譲り受けによる統合効果を主因に、連結売上高 14,552 百万円（前年比 28.2％増）を計上

することができました。 

売上高 

 

 

 

 

 

 

 

売上高 

 

 

 

 

 

 

 

17,868

24,071

2008年度 2009年度

（百万円） 

（百万円）

11,355

14,552

2008年度 2009年度
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公営競技分野では、次期システム更新までの端境期にありますが、競馬・競輪・競艇など公営競技

場や場外券売場の運営を一括して受託する包括委託ビジネスおよび保守ビジネスを推進するとともに、

中央競馬場向けシステムの更新需要や、地方公営競技場向けシステムのセンター集約に対応する新端

末の開発に注力いたしました。このほか、江戸川競艇場に大型 LED ディスプレイ Super Frontech Vision

を納入し、公営競技場でのファンサービスの向上を目的とした大型表示装置の需要に確実に対応いた

しました。 

表示分野では、せり関連で、中古車市場および食肉市場向けせりシステムが、実績をあげておりま

す。交通関連では、中国の上海虹橋空港でフライトインフォメーション表示装置を納入いたしました

ほか、韓国高速鉄道（KTX）で各駅のホームに設置される表示装置の採用が決定いたしました。医療関

連では、日本赤十字社医療センター様に診察案内表示システムをご採用いただきました。公共関連で

は、公営野球場向けスコアボードが堅調に推移いたしました。 

カラー電子ペーパー関連では、低消費電力で薄型・軽量の携帯情報端末 FLEPia（フレッピア）につ

きまして、一層の性能強化に取り組むとともに、電子書籍ビューアを標準搭載するなど機能を付加し

て拡販に努めました。電子書籍端末の市場が急速に拡大するなかで、カラー化を先行した当社商品は、

多くの可能性を秘めたアイテムとして国内外で大きな関心を呼んでおります。 

工機分野では、金型関連で自動車業界の低迷、切削加工関連で上期を中心に半導体業界の市況悪化

に伴う投資抑制が続き、厳しい環境となりましたが、既存ユーザーの高い信頼に基づく事業展開を図

るとともに、真空装置業界へ新たに参入するなど実績の確保に努め、期後半から堅調に推移いたしま

した。 

 

【ソフト・サービス部門】 

ソフト・サービス部門につきましては、金融機関の設備投資

抑制の動きを受け、一段と市場環境の冷え込みが増してきてお

りますが、一方で、老朽化したシステムに対する潜在的なリプ

レース需要は、地方銀行を中心に根強く推移しております。ま

た、金融・流通の各分野で、業務の効率化やセキュリティの強

化を実現するソリューション、およびアウトソーシングなどの

サービスに対する関心は、引き続き高い状態にあります。 

このような状況のもと、イメージ処理など当社が持つ技術を

活かした信頼性の高いシステムと、お客様のニーズを的確に捉

えたきめ細かなサービスを提供するとともに、国内店舗向けソリューション事業の統合により開発か

ら保守まで一貫した体制を構築し、お客様満足度の向上に努めました。その結果、サービスビジネス

を中心に伸展し、連結売上高 20,892 百万円（前年比 8.7％増）となりました。 

 

ソリューション分野では、国内金融機関向け ATM および営業店向けシステムにおける投資抑制の影

響が、関連するミドルウェアにも大きく現れるなど、厳しい環境下にありましたが、イメージワーク

フロー処理パッケージ ITF-L を中心に拡販を推進いたしました。また、大手地方銀行から災害対策環

境の構築を受託するなど、お客様のニーズに着実に対応いたしました。このほか、ATM の遠隔操作を行

うリモートメンテナンスパッケージが実績をあげたほか、旅行会社に設置されるチケット予約発券端

末システム構築を受託するなど、SI ビジネスが売上に貢献いたしました。 

サービス分野では、ATM の設置を希望するコンビニエンスストアなどのお客様（設置店）に対し、銀

行に代わり無人出張所の開設を行い、その運用をトータルにサポートする店舗向け ATM サービスの売

上高が着実に伸長いたしました。このサービスは、従来からの金融機関に加え、新たに大手都市銀行

にも提携いただいたことで、順調に設置台数およびご利用店舗数を増やしているほか、地方銀行に提

携いただいたことで設置エリアも拡大しております。今後、より多くの金融機関にご採用いただける

よう事業を展開し、全国各地でサービスの拡大・充実に努めてまいります。また、ATM の稼動状況の監

視、利用者からの問い合せ対応などの銀行業務を代行する ATM アウトソーシングサービスも、多数の

金融機関にご利用いただき、実績に寄与いたしました。熊谷の共同センターに機能を集約することに

より、サービスレベルの向上に努めております。流通業界向けサービスにつきましては、国内店舗ソ

リューションの統合により POS のヘルプデスクが伸長したほか、流通システム機器の保守サービスが

拡大いたしました。また、システム導入時のインストールなどを代行する導入系サービスが伸展いた

しました。 

売上高 

 

 

 

 

 

 

 

（百万円） 

19,216 20,892

2008年度 2009年度

富士通フロンテック㈱(6945)平成22年3月期決算短信

－7－



 

 

海外販売状況  

   （単位：百万円） 

 
2008年度 2009年度 前年比（％）

売  上  高 91,760 95,110 3.7

国   内 77,796 71,573 △ 8.0

海   外 13,964 23,537 68.6

北  米 1,607 9,404 485.3

ア ジ ア 8,580 11,990 39.7

そ の 他 3,777 2,142 △ 43.3

 

当連結会計年度の海外ビジネス環境は、韓国における高額紙幣（5万ウォン紙幣）発行に伴う ATM ユニ

ットの改造需要や、アジア向け低価格 POS 端末 TeamPoS3000XE の投入による製品ラインナップ強化、UHF

帯 RFID リネンタグの大口受注などがありましたが、世界的な金融危機の影響により、海外向け ATM ユ

ニットの所要減少などもあり厳しい状態で推移いたしました。 

しかしながら、今期より、北米子会社 FFNA が連結対象に加わったことにより、海外売上高は 23,537

百万円（前年比 68.6％増）となり、海外売上高比率につきましては、前年と比べて 15.2％から 24.7％

へと拡大いたしました。 

 

 

（次期の見通し） 

今後の経済情勢は、中国などアジア圏を中心に緩やかながら好転が見込まれるものの、依然として

予断を許さない状態が継続するものと予測されます。このような状況のもと、事業集約により強化さ

れた新体制を磐石なものとし、そのシナジーを 大限に発揮できるよう全力をあげて取り組んでまい

ります。 

具体的には、店舗ソリューションビジネスなどを中心とした自主ビジネスの強化、北米の新子会社

FFNA を拠点とした米国・欧州での流通グローバルビジネスの拡大、手のひら静脈認証・RFID タグ・電

子ペーパーなどの新技術製品の強化など、お客様のニーズを的確に捉えた商品の開発とソリューショ

ンの提案に努めてまいります。 

また、店舗向け ATM サービス、ATM アウトソーシングサービスの拡大、新型 ATM、次期公営競技場向

け端末や中国・欧米市場向け ATM ユニットの拡販を推進してまいります。 

あわせて、生産効率の向上、品質の確保、コスト削減やたな卸資産の圧縮、徹底した経費の低減な

どに、引き続き取り組んでまいります。 

以上により、平成 23 年 3 月期通期の業績は、連結売上高 1,200 億円（前年比 26.2％増）、連結営業

利益 36 億円（同 56.9％増）、連結経常利益 33 億円（同 65.7％増）、連結当期純利益 18 億円（同 133.5％

増）を見込んでおります。 

 

売上高 

 
海外 

23,537 

百万円 

24.7％ 

国内 

71,573

百万円 

75.3％ 
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(2)財政状態に関する分析 

財政状況                                  （単位：百万円） 

2008 年度 2009 年度 増 減  

金 額 構成比(%) 金 額 構成比(%) 金 額 増減率(%)

資産の部       

流動資産 39,494 72.3 44,981 69.1 5,486 13.9

（受取手形及び売掛金） （20,667） (25,869)  (5,201) 

（製品・仕掛品・原材料） （9,533） (12,044)  (2,510) 

固定資産 15,100 27.7 20,076 30.9 4,975 32.9

（有形固定資産） （9,196） (10,409)  (1,213) 

（無形固定資産） （4,249） (8,017)  (3,767) 

（投資その他の資産） （1,654） (1,649)  (△4) 

 資産合計 54,594 100.0 65,057 100.0 10,462 19.2

負債の部   

流動負債 19,947 36.5 29,653 45.6 9,705 48.7

（支払手形及び買掛金） (13,534) (16,047)  (2,512) 

（短期借入金） ( － ) (5,883)  (5,883) 

固定負債 2,403 4.4 2,705 4.1 301 12.5

 負債合計 22,351 40.9 32,358 49.7 10,006 44.8

純資産の部   

株主資本 33,081 60.6 33,457 51.4 375 1.1

 純資産合計 32,243 59.1 32,699 50.3 455 1.4

負債純資産合計 54,594 100.0 65,057 100.0 10,462 19.2

2009 年度末の為替レート 93.04 円/米ﾄﾞﾙ、0.0822 円/韓国ｳｫﾝ、13.63 円/中国元 

2008 年度末の為替レート 98.26 円/米ﾄﾞﾙ、0.0704 円/韓国ｳｫﾝ、14.38 円/中国元 

 

当連結会計年度末における財政状況につきましては、以下のとおりであります。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて 5,486 百万円増加し、44,981 百万円（前年比 13.9％増）

となりました。これは、FFNA 及び TEL の連結子会社化ならびに本年度末の売上規模が昨年度末に比べ

増加したことにより、受取手形及び売掛金が 5,201 百万円増加したことが主要因であります。また、

固定資産は、FFNA および TEL の連結子会社化に伴うのれんの発生などにより無形固定資産が増加した

結果、前連結会計年度末に比べて 4,975 百万円増加し、20,076 百万円（同 32.9％増）となりました。

その結果、当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べて 10,462 百万円
*
増加し、65,057

百万円（同 19.2％増）となりました。 

* FFNA 及び TEL の連結子会社化による影響が 6,565 百万円含まれております。 

 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて 9,705 百万円
*
増加し、29,653 百万円（同 48.7％増）とな

りました。これは、FFNA 及び TEL の連結子会社化に伴う譲渡代金支払い等のため短期借入金が 5,883

百万円増加したことが主要因であります。 

* FFNA 及び TEL の連結子会社化による影響が 5,904 百万円含まれております。 

純資産は、利益剰余金が増加したことにより、前連結会計年度末に比べて 455 百万円増加し、32,699

百万円（同 1.4％増）となりました。 
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キャッシュフローの状況                           （単位:百万円） 

 
2008 年度 2009 年度 前年比 

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー  

 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 2,163 1,801 △ 362

 減 価 償 却 費 3,904 4,241 337

 売上債権の増減額（△は増加） 1,470 △ 3,023 △ 4,493

 たな卸資産の増減額（△は増加） 188 △ 1,539 △ 1,727

 仕入債務の増減額（△は減少） △3,644 △ 8 3,636

△1,311 △ 2,377 △ 1,067

 

そ の 他

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,770 △ 905 △ 3,676

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー △3,111 △ 7,502 △ 4,391

Ⅰ +Ⅱフリーキャッシュ・フロー △340 △ 8,407 △ 8,067

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー △490 5,288 5,779

現金及び現金同等物に係る換算差額 △449 183 633

現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 末 残 高 7,217 4,281 △ 2,936

 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況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） 

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは 905百万円のマイナスとなりました。 

これは、減価償却費および当期純利益により資金が増加しましたが、年度末の大幅な売上増に伴う

売上債権の増加等により資金が減少したことが主要因であります。なお、前年比は、FFNAおよびTELの

連結子会社化による売上債権の増加を主要因として 3,676百万円の減少となりました。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは 7,502百万円のマイナスとなりました。これはFFNAおよびTEL

の連結子会社株式取得 △3,390百万円、有形固定資産の取得 △2,309百万円、無形固定資産の取得 △

1,573百万円により資金が減少したことが主要因であります。なお、前年比は 4,391百万円の減少とな

りましたが、これはFFNAおよびTELの連結子会社株式取得による支出が主要因であります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは 5,288百万円のプラスとなりました。これは、短期借入金に

よる資金の増加 5,948百万円が主要因であります。 

 

これらの結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べて 2,936百万円減少し 

4,281百万円となりました。 
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（キャッシュ・フロー関連指標の推移） 

 平成 18 年 3 月期 平成 19 年 3 月期 平成 20 年 3 月期 平成 21 年 3 月期 平成22年 3月期

自己資本比率（％） 52.8 46.0 54.7 59.0 50.2

時価ベースの自己資本

比率（％） 
54.3 36.0 30.5 33.5 26.1

債務償還年数（年） 1.8 0.5 － － －

ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ

（倍） 
8.1 92.0 7,933 84.3 －

※ 自己資本比率 自己資本÷総資産 

  時価ベースの自己資本比率 株式時価総額÷総資産 

  債務償還年数 有利子負債÷営業キャッシュ・フロー 

  インタレスト・カバレッジ・レシオ 営業キャッシュ・フロー÷利払い 

1. 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

2. 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。 

3. 営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フロー

を使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っ

ているすべての負債を対象としております。また、利払いについては連結キャッシュ・フロー計

算書の利息の支払額を使用しております。 

 

 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社の利益配分は、株主各位への安定的な配当に十分配慮するとともに、事業の拡大と収益力の向上

のために内部留保に努めることを基本としており、各事業年度の利益状況と将来の事業発展を考慮し、

配当金を決定しております。 

当期につきましては、安定配当の方針に基づき、前期同様 1株当たり16円とさせていただくこととい

たしました。 

また、平成 23 年 3 月期の 1 株当たり年間配当金は前期同様 16 円を予想しておりますが、 終的な

配当額は、半期ごとの損益状況を考慮し決定いたします。 

富士通フロンテック㈱(6945)平成22年3月期決算短信

－11－



 

(4) 事業等のリスク 

当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性のある事項には主に以下のようなものが

あります。文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したもので

あります。 

なお、リスク管理につきましては、2009 年 10 月に、リスク管理委員会の委員を増強するとともにリス

ク管理規程を新たに制定し、リスクの早期発見と迅速な対応に努めております。 

 

(市場動向) 

当社グループは、国内および海外において、金融システム商品、流通システム商品、表示機器の開

発･製造･販売およびシステム開発、ソリューションならびにサービスの提供を行なっております｡ 

従って、国内外における当社グループの販売先、仕入先の市場の景気変動は、当社グループの業績

に影響を及ぼす可能性があります。 

(特定の販売先への依存) 

当社グループは親会社である富士通㈱へ、主力商品である金融システム商品や流通システム商品・

公営競技場向けシステム商品の一部を納入しております。 

同社とは継続的かつ安定した取引関係にありますが、当社売上高に占める比率が高いことから同社

の販売動向等により、当社への発注量が変動し業績に影響を及ぼす可能性があります。 

(製造拠点) 

当社グループでは、マザー工場である新潟工場、およびアジアや北米の生産拠点において、製品を

製造しております。これらの工場が、災害等で操業に支障を来たした場合、生産計画に影響が生じる

可能性があります。 

 また、海外生産拠点のある国や地域において、紛争や政情不安、通貨危機など予期せぬ事象が発生

した場合には、操業困難などの影響を受ける可能性があります。 

(為替レートの変動) 

当社グループは、海外における事業を強化しており、今後も販売先の拡大、生産のシフトなどによ

り海外比率は高まると想定されます。このため、外貨建の取引については、為替レートの変動が当社

グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

(知的財産権) 

当社グループは他社との差別化および競争上の優位性確保のため、特許の獲得と保護に努めてまい

りました。また、他社技術等の侵害回避については、当社による十分な調査を行なっております。し

かしながら、当社グループにおいて他社の知的財産権を侵害しているとされたり、第三者が当社グル

ープの知的財産を不法に使用したりする可能性があります。 

これらにより、訴訟等が生じた場合、多額の費用および経営資源が費やされ、当社グループの業績

に影響を及ぼす可能性があります。 

(情報管理) 

当社グループでは、情報管理関係規程の制定や情報セキュリティ関係の対策を実施、全従業員に対

し情報管理意識の高揚と管理徹底を図り、適宜内部監査を実施しております。しかしながら、万一情

報が漏洩した場合には、当社グループの信用低下や、賠償責任問題へ発展する可能性があります。 
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２．企業集団の状況 
 当社の企業集団は、当社、親会社および子会社 10 社で構成しております。 

 当社の事業の内容は、以下の通りです。 

 

 [金 融 シ ス テ ム] ATM・ATM ユニット・ATM ソリューション、営業店システム、 

手のひら静脈認証装置、リペアサービス 

 

 [流 通 シ ス テ ム] POS、セルフチェックアウトシステム、ハンディターミナル、 

流通ソリューション、RFID、保守サービス 

 

 [産業・公共システム] 公営競技関連機器、表示装置、カラー電子ペーパー、金型、切削加工 

 

 [ソフト・サービス] 金融サービス･流通サービス、金融ソリューション、ミドルウエア 

  

子会社の各事業内容は以下のとおりです。 

 国内子会社 4 社 

・㈱ライフクリエイト(LC)－－－食堂経営、施設の管理および労働者派遣事業 

・㈱富士通フロンテックシステムズ(FJFS)－－－ソリューション、サービス関連ソフトウエアの開発 

・トータリゼータエンジニアリング㈱(TEL) －－－トータリゼータシステムの保守、公営競技

支援サービス、労働者派遣および請負 

・㈱テルシイ－－－TEL の子会社で、トータリゼータ端末用ファームウエア開発、公営競技向けソ

フトウェア開発、競技ファン向けサービスシステム 

 

 海外子会社 6 社 

・FUJITSU DIE-TECH CORPORATION OF THE PHILIPPINES(FDTP)〈フィリピン〉 

               －－－CD・ATM ユニット、各種金型および関連加工部品の製造・販売 

・KIDEN DEVELOPMENT CORPORATION OF THE PHILIPPINES(KDP)〈フィリピン〉 

               －－－FDTP の子会社で、同社の土地保有会社 

・FKM Co., Ltd. (FKM) 〈韓国〉－－－金融端末機器（CD・ATM）の開発・製造・販売および保守 

・富士通先端科技（上海）有限公司(FFTS)〈中国〉－－－CD・ATM ユニットおよび表示装置の販売・

保守 

・FUJITSU FRONTECH NORTH AMERICA,INC.(FFNA)〈アメリカ〉－－－POS 端末、セルフチェックアウ

トシステムの開発・製造 

・FUJITSU FRONTECH CANADA INC.(FFCA)〈カナダ〉－－－FFNA の子会社で、セルフチェックアウト

システムのソフト開発 

 

また、当社の親会社である富士通㈱は、IT 分野において、 先端かつ高性能、高品質を備えた強

いテクノロジーをベースとした各種サービスを提供するとともに、これらを支える品質の高いプロダ

クト、電子デバイスの開発、製造、販売から保守運用までを総合的に提供する、トータルソリューシ

ョンビジネスを行なっており、富士通グループを形成しております。 
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なお、企業集団の状況についての事業系統図は次のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

顧 
 
 
 
 

客 

（
国

内
・
海

外
）

製品・ 
ｻｰﾋﾞｽ 

製品・ｻｰﾋﾞｽ・部材
 

製品・ｻｰﾋﾞｽ 

 

F K M 〔韓国〕 *7 

FFTS 〔中国〕 *8 

富
士
通
㈱
（
親
会
社
） 

富
士
通
フ
ロ
ン
テ
ッ
ク
㈱
（
当
社
） 

製品・サービス 

製品・サービス 

製品・ 
ｻｰﾋﾞｽ 

部材・ 
製品 

部材・製品 

TEL   ＊5 

  テルシイ ＊6 

LC   ＊3 

［福利厚生］ 

ｻｰﾋﾞｽ 

［開発･製造･販売･保守会社］ 

FDTP〔ﾌｨﾘﾋﾟﾝ〕＊1 

   KDP〔ﾌｨﾘﾋﾟﾝ〕＊2 

［製造会社］ 

FJFS   ＊4 

［ｿﾌﾄ開発会社］

ｿﾌﾄ・ｻｰﾋﾞｽ 

＊1  FDTP：FUJITSU DIE-TECH CORPORATION OF THE PHILIPPINES.   
＊2  K D P：KIDEN DEVELOPMENT CORPORATION OF THE PHILIPPINES. 
＊3  L  C：㈱ライフクリエイト 
＊4  FJFS：㈱富士通フロンテックシステムズ  
＊5  T E L：トータリゼータエンジニアリング㈱ 
＊6  ㈱テルシイ 
＊7  F K M：FKM Co., Ltd 
＊8  FFTS：富士通先端科技(上海)有限公司 

＊9   FFNA：FUJITSU FRONTECH NORTH AMERICA,INC. 

＊10  FFCA：FUJITSU FRONTECH CANADA INC. 

製品 

部材・ 
製品 

海外向け CD・ATM ユニットの直出荷 

 

FFNA〔北 米〕*9 
 

FFCA〔ｶﾅﾀﾞ〕*10 
製品 

［開発･製造･販売］

製品 

グ
ル
ー
プ
会
社

富
士
通
海
外 

製品・ 
ｻｰﾋﾞｽ 

製品・ 
ｻｰﾋﾞｽ 

製品・サービス 

[販売･保守]

製品・サービス 

［ｼｽﾃﾑ運用・ 

保守ｻｰﾋﾞｽ会社］
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３．経営方針 
 

 当社は、2008 年 11 月に、当社の存在意義、大切にすべき価値観、社員の日々のビジネス活動における

行動の原理原則を示した「富士通フロンテック・ウェイ」を制定いたしました。 

当社およびグループ各社は、この「富士通フロンテック・ウェイ」の下で、真に豊かで活力ある企業

文化を創造し、持続的な発展と企業価値の向上を目指してまいります。（「富士通フロンテック・ウェイ」

の詳細につきましては、当社ホームページ（http://www.frontech.fujitsu.com/about/csr/）をご参照

ください。） 

 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社グループは、「 先端の技術で人とＩＴをつなげる製品やサービスの提供」をコンセプトに、ユ

ビキタス時代のお客様のニーズに応える高い品質のプロダクトを創造し、ハードおよびシステムの開

発･製造･販売から運用などのサービス提供まで一貫した体制でソリューションビジネスを積極的に展

開いたします。また、すべてのステークホルダーに信頼されるよう企業価値の向上に努めるとともに、

収益の 大化を目指してまいります。さらに、永続的な会社発展のために従業員が働きやすい環境を

つくることに注力すると同時に社会ルールの遵守を徹底し、広く社会の発展に貢献する事業活動を行

なってまいります。 

 

(2) 中期的な経営戦略 

当社および富士通グループは、お客様とＩＴをつなぐ重要なプロダクトの開発・製造・販売を、2009

年度にフロントテクノロジー事業として当社グループに集中させました。この製販一体の新体制によ

り、事業のスピードアップと効率化を図り、新たに構築した専任営業体制の下で、提案力、営業力の

更なる強化を図ってまいります。 

また、ユビキタス社会の到来による消費者ニーズの変化、グローバル競争の激化、ソフト・サービ

ス化への移行などの市場や産業構造の変化に対応し、当社グループは、新たな企業価値の創造とさら

なる利益体質の強化を目指して、以下のとおり取り組んでまいります。 

 

(時代のニーズを先取りした新商品とサービスの提供) 

低コストでの運用が可能で省エネルギーや環境への対応も備えた次期ATMや公営競技向け次期端末

機、小型化と操作性の向上を実現し店舗での使い勝手を重視したPOSシステム、FOMA対応のハンディ

ターミナルなどの商品に加えて、お客様のTCO削減のニーズに応える「店舗向けATMサービス」や「ATM

アウトソーシングサービス」などのサービスの提供をさらに拡大してまいります。 

 

(グローバル展開) 

 当社グループは、グローバル事業をさらに拡大するため、新規に立上げた北米のFFNA社と連携して、

世界共通仕様のPOSシステムおよびセルフチェックアウトシステムを開発し、国内および欧米を中心

に拡販してまいります。また、欧州、および中国や韓国市場を中心としたアジア地域においてもATM

ユニットビジネスなどの拡販をさらに強力に推進してまいります。また、米国のセルフチェックアウ

トシステムや中国の地下鉄券売機等用の出金ユニットの販売もさらに拡大していく計画です。 

 

(新技術製品の拡販・強化) 

 「手のひら静脈認証」、「RFID」、「電子ペーパー」など先進のテクノロジーを駆使した新技術製品を

製販一体の新体制の下で、グローバルに販売してまいります。 

 

(パートナーとの関係強化) 

 国内流通ビジネスにおいて、専門店、外食などの基盤市場での拡販を図るため、販売パートナー様

との連携を強化してまいります。 
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(3)会社の対処すべき課題 

経営方針に基づき、経営戦略を遂行する上で鍵となる課題は次の通りです。 

 

(新しいビジネスフォーメーションの確立) 

  富士通グループ内のフロントテクノロジー事業の集約によって強化された新体制を磐石なもの

とし、そのシナジーを 大限に発揮できるよう全力をあげて取り組んでまいります。 

 

(営業体制の強化) 

 上記のビジネスフォーメーションの再編により構築した、国内金融・流通ビジネス・公営競技ビ

ジネスの直販体制と海外顧客との直接取引の拡大により、自主ビジネス比率と海外売上比率の一層

の拡大を目指してまいります。 

 

(サービスビジネスの強化) 

サービスの品質と競争力をさらに向上させることにより、金融および流通のヘルプデスクやアウ

トソーシングサービスや店舗向けATMサービスの充実など、ライフサイクルマネージメント(LCM)

サービスの需要拡大に確実に応えてサービス事業の拡大を図ってまいります。また、海外における

ATM用メカユニットの修理拠点の設置等によって、サービス体制の拡充を図ります。 

 

(一般消費者向けビジネスの確立) 

受注生産を主体とした従来のビジネス形態に加え、手のひら静脈認証PCログインキットやカラー

電子ペーパーを採用した携帯情報端末「FLEPia（フレッピア）」のように、一般消費者を対象とし

た製品ビジネスの拡大が課題と考えます。このため、当社が運営する、WEB販売「フロンテックダ

イレクト」を活用し、販路の拡張を図っております。これにより、ボリュームビジネスに対応でき

る生産体制の構築と収益の拡大を目指してまいります。 

 

(コーポレートガバナンスの強化) 

 常にステークホルダーの視点にたった経営を行うことを基本とし、経営判断の迅速化を図るとと

もに、企業の透明性、会社の内部統制の推進および効率性の向上などの観点から経営チェック機能

の充実に努めるなど、コーポレートガバナンスの強化に取り組んでまいります。 

 また、本年より経営の透明性を高めるため、社外監査役より独立役員1名を選任しております。 
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,406 3,821

預け金 2,810 459

受取手形及び売掛金 20,667 25,869

製品 2,610 4,850

仕掛品 3,076 4,097

原材料及び貯蔵品 3,845 3,096

繰延税金資産 1,543 1,343

その他 536 1,495

貸倒引当金 △4 △53

流動資産合計 39,494 44,981

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,127 2,934

機械装置及び運搬具 660 552

工具、器具及び備品 3,101 4,587

土地 2,025 2,030

建設仮勘定 281 305

有形固定資産合計 9,196 10,409

無形固定資産   

ソフトウエア 3,976 4,081

のれん 198 3,871

その他 75 63

無形固定資産合計 4,249 8,017

投資その他の資産   

投資有価証券 274 176

繰延税金資産 1,011 950

その他 400 568

貸倒引当金 △32 △46

投資その他の資産合計 1,654 1,649

固定資産合計 15,100 20,076

資産合計 54,594 65,057
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,534 16,047

短期借入金 － 5,883

リース債務 191 345

未払金 － 3,746

未払費用 2,444 2,119

未払法人税等 820 516

役員賞与引当金 53 20

その他 2,902 974

流動負債合計 19,947 29,653

固定負債   

長期未払金 93 154

確定拠出年金移行時未払金 308 141

リース債務 864 1,115

退職給付引当金 1,125 1,277

役員退職慰労引当金 11 16

固定負債合計 2,403 2,705

負債合計 22,351 32,358

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,457 8,457

資本剰余金 8,222 8,223

利益剰余金 16,421 16,796

自己株式 △19 △19

株主資本合計 33,081 33,457

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 22 △39

為替換算調整勘定 △888 △773

評価・換算差額等合計 △866 △813

新株予約権 26 53

少数株主持分 1 1

純資産合計 32,243 32,699

負債純資産合計 54,594 65,057
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（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 91,760 95,110

売上原価 72,579 76,704

売上総利益 19,181 18,405

販売費及び一般管理費 15,068 16,111

営業利益 4,113 2,294

営業外収益   

受取利息 48 45

受取配当金 2 2

為替差益 － 175

雑収入 69 152

営業外収益合計 120 375

営業外費用   

支払利息 31 78

為替差損 542 －

固定資産廃却損 41 19

退職給付積立不足償却額 384 384

出向者人件費負担額 105 90

雑支出 46 103

営業外費用合計 1,153 677

経常利益 3,080 1,992

特別利益   

投資有価証券売却益 － 30

その他 0 －

特別利益合計 0 30

特別損失   

ゴルフ会員権評価損 14 －

投資有価証券評価損 217 －

事業構造改善費用 － 222

たな卸資産評価損 685 －

その他 0 －

特別損失合計 917 222

税金等調整前当期純利益 2,163 1,801

法人税、住民税及び事業税 1,291 459

過年度法人税等 － 119

法人税等調整額 △307 451

法人税等合計 984 1,029

少数株主利益 0 0

当期純利益 1,179 771
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 8,457 8,457

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,457 8,457

資本剰余金   

前期末残高 8,222 8,222

当期変動額   

当期変動額合計 － 0

当期末残高 8,222 8,223

利益剰余金   

前期末残高 15,597 16,421

当期変動額   

剰余金の配当 △359 △383

当期純利益 1,179 771

その他 4 △12

当期変動額合計 823 374

当期末残高 16,421 16,796

自己株式   

前期末残高 △17 △19

当期変動額   

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 － 1

当期変動額合計 △1 0

当期末残高 △19 △19

株主資本合計   

前期末残高 32,259 33,081

当期変動額   

剰余金の配当 △359 △383

当期純利益 1,179 771

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 － 1

その他 4 △12

当期変動額合計 821 375

当期末残高 33,081 33,457
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △57 22

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 80 △62

当期変動額合計 80 △62

当期末残高 22 △39

為替換算調整勘定   

前期末残高 △584 △888

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △304 115

当期変動額合計 △304 115

当期末残高 △888 △773

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △641 △866

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △224 52

当期変動額合計 △224 52

当期末残高 △866 △813

新株予約権   

前期末残高 － 26

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 26 27

当期変動額合計 26 27

当期末残高 26 53

少数株主持分   

前期末残高 1 1

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 1 1

純資産合計   

前期末残高 31,619 32,243

当期変動額   

剰余金の配当 △359 △383

当期純利益 1,179 771

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 － 1

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △197 80

その他 4 △12

当期変動額合計 624 455

当期末残高 32,243 32,699
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 2,163 1,801

減価償却費 3,904 3,658

のれん償却額 － 583

退職給付引当金の増減額（△は減少） △73 58

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △125 △8

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 12 △43

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3 5

株式報酬費用 26 28

受取利息及び受取配当金 △51 △47

支払利息 31 78

為替差損益（△は益） 434 △207

投資有価証券評価損益（△は益） 217 －

投資有価証券売却損益（△は益） － △30

ゴルフ会員権評価損 14 －

固定資産廃却損 123 19

固定資産売却益 △1 0

固定資産売却損 0 0

売上債権の増減額（△は増加） 1,470 △3,023

たな卸資産の増減額（△は増加） 188 △1,539

未払費用の増減額（△は減少） △60 △455

仕入債務の増減額（△は減少） △3,644 △8

確定拠出年金移行時未払金の増加額（△減少額） △202 △180

その他 0 △118

小計 4,423 570

利息及び配当金の受取額 50 42

利息の支払額 △32 △78

法人税等の支払額 △1,671 △1,440

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,770 △905

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額（△は増加） 205 0

有形固定資産の取得による支出 △2,268 △2,309

有形固定資産の売却による収入 1,107 534

無形固定資産の取得による支出 △2,132 △1,573

無形固定資産の売却による収入 0 0

投資有価証券の取得による支出 △50 －

投資有価証券の売却による収入 － 43

その他投資活動による支出 △6 △24

その他投資活動による収入 33 8

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △3,390

貸付けによる支出 － △3

貸付金の回収による収入 － 2

事業譲受による支出 － △790

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,111 △7,502
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

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） 6 5,948

自己株式の取得による支出 △1 △0

自己株式の処分による収入 － 0

配当金の支払額 △359 △383

リース債務の返済による支出 △135 △274

財務活動によるキャッシュ・フロー △490 5,288

現金及び現金同等物に係る換算差額 △449 183

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,280 △2,935

現金及び現金同等物の期首残高 8,497 7,217

現金及び現金同等物の期末残高 7,217 4,281
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(5)継続企業の前提に関する注記 

    該当事項なし 

 

 (6)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

1.連結の範囲に関する事項 

 以下の重要な子会社を含む、すべての子会社 10 社を連結しております。 

㈱ライフクリエイト 

㈱富士通フロンテックシステムズ  

トータリゼータエンジニアリング㈱ 

㈱テルシイ 

 

FUJITSU DIE-TECH CORPORATION OF THE PHILIPPINES.   

KIDEN DEVELOPMENT CORPORATION OF THE PHILIPPINES. 

FKM Co., Ltd 

富士通先端科技(上海)有限公司 

FUJITSU FRONTECH NORTH AMERICA,INC. 

FUJITSU FRONTECH CANADA INC. 

 

平成 21 年 4 月 1 日の株式取得に伴い、Fujitsu Frontech North America,Inc.（FFNA）および Fujitsu 

Frontech Canada Inc.（FFCA）を連結の範囲に含めております。 

平成 21 年 7 月 1 日の株式取得に伴い、トータリゼータエンジニアリング株式会社（TEL）および株式会

社テルシイを連結の範囲に含めております。 

トータリゼータエンジニアリング株式会社（TEL）と、富士通フロンテックカストマサービス株式会社

（FFCS）が平成 21 年 10 月 1 日をもって合併したことに伴い、FFCS を連結の範囲より除外しております。 

 

2.持分法の適用に関する事項 

   持分法を適用していない関連会社の名称等 

  関連会社の名称：東海エンジニアリング株式会社 

 

 持分法を適用しない関連会社は、当期純利益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）

等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重

要性がないため、持分法の適用から除外しています。 

 

3.連結子会社の事業年度等に関する事項 

  連結子会社のうち、富士通先端科技(上海)有限公司の決算日は 12 月 31 日であります。 

  連結財務諸表の作成に当たって、これらの会社については、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく

財務諸表を使用しております。 

 

4.会計処理基準に関する事項 

(1)重要な資産の評価基準および評価方法 

  ・有価証券 

満期保有目的債券 ・・・・ 償却原価法（定額法） 

その他有価証券   

時価のあるもの ・・・・ 当連結会計年度末の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定し

ております。） 

時価のないもの ・・・・ 移動平均法による原価法 

 

・デリバティブ ・・・・ 時価法 
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  ・たな卸資産 

製品・仕掛品 ・・・・・ 個別法および総平均法による原価法 

材 料 ・・・・・ 先入先出法による原価法 

 （貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定） 

 

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却の方法は次のとおりであります。 

        定額法 

②無形固定資産（リース資産を除く）の減価償却の方法は次のとおりであります。 

市場販売目的のソフトウェア ・・・・・ 見込販売数量と残存有効期間（3 年）に基づく均

等配分額と比較し、いずれか大きい額を計上して

おります。 

自社利用のソフトウェア ・・・・・ 定額法（見込有効期間 5年） 

のれん ・・・・・ 投資対象ごとに投資効果の発現する期間を見積も

り、5～10 年間で均等償却しております。 

そ の 他 無 形 固 定 資 産 ・・・・・ 定額法 

 ③リース資産の減価償却の方法は次のとおりであります。 

   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 

 (3)重要な引当金の計上基準 

貸 倒 引 当 金 ・・・・・ 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

なお、在外連結子会社については、その回収可能性を勘案した

所要見積額を計上しております。 

役員賞与引当金 ・・・・・ 当社は、役員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給

見込額の当連結会計年度負担額を計上しております。 

退職給付引当金 ・・・・・ 当社は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末に

おける退職給付債務および年金資産の見込額に基づき、当連結会

計年度末において発生していると認められる額を計上しており

ます。 

なお、会計基準変更時差異については、10 年による按分額を費

用処理しております。 

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間

による定額法により翌連結会計年度から費用処理することとし

ております。 

役員退職慰労引当金 ・・・・・ 役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に

基づく期末要支給額を計上しております。 

 

(4)外貨建の資産および負債の本邦通貨への換算の基準 

    外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は、損益として処理してお

ります。 

 

(5)重要なリース取引の処理方法 

    通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理によっております。 

 

 (6)その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

①消費税等の会計処理方法・・・税抜方式によっております。 

②ソフトウェアの開発契約の収益認識については、開発作業の進捗に応じて収益を計上する進行基準を採

用しております。 

③ファイナンス・リース取引に係る収益及び費用の計上基準については、リース取引開始日に売上高と売

上原価を計上する方法によっております。 
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５.連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

   全面時価評価法を採用しております。 

    

６.連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可

能な預金および容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日か

ら３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 

 

(7)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

会計方針の変更 

退職給付債務の計算に用いる割引率 

「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）（企業会計基準第 19 号 平成 20 年 7月 31 日）を当連結

会計年度より、適用しております。 

なお、この変更による損益への影響はありません。 

 

表示方法の変更 

(連結貸借対照表) 

前連結会計年度において、「流動負債」の「その他」に含めて表示しておりました「未払金」は重要性が増

したため、当連結会計年度より区分掲記することとしました。 

なお、前連結会計年度の「流動負債」の「その他」に含まれている「未払金」は、2,611 百万円であります。 

 

(連結キャッシュ・フロー計算書) 

 前連結会計年度年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「減価償却費」に含めて表示して

おりました「のれん償却額」は重要性が増したため、当連結会計期間より区分掲記することとしました。 

なお、前連結会計年度の「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「減価償却費」に含まれている「のれ

ん償却額」は、198 百万円であります。 

 

(8)連結財務諸表に関する注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

有形固定資産の減価償却累計額 23,480 百万円 

 

（連結損益計算書関係） 

 1.販売費及び一般管理費の主な費目および金額  

 発送費 679 百万円 

 商品修理費 400 百万円 

 従業員給与手当 4,831 百万円 

 福利厚生費 1,297 百万円 

 従業員賞与 1,339 百万円 

 退職給付引当金繰入額 289 百万円 

 役員退職慰労引当金繰入額 4 百万円 

 試作材料費 1,731 百万円 

 のれん償却費 583 百万円 

   

 2.一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 3,745 百万円 

 

（連結キャッシュ・フロー関係） 

   現金及び現金同等物の当期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

   （平成 22 年 3 月 31 日） 

現金及び預金勘定 

預け金勘定 

預け入れ期間が３ヶ月を越える定期預金 

3,821 百万円 

459 百万円 

-百万円 

現金及び現金同等物 4,281 百万円 
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（連結株主資本等変動計算書関係） 

   当連結会計年度（自 平成 21 年 4月 1 日 至 平成 22 年 3 月 31 日） 

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前連結会計年度末

株式数（株） 

当連結会計年度 

増加株式数（株）

当連結会計年度 

減少株式数（株） 

当連結会計年度末

株式数（株） 

発行済株式  

 普通株式 24,015,162 － － 24,015,162

    合計 24,015,162 － － 24,015,162

自己株式  

 普通株式(注) 25,162 909 1,700 24,371

    合計 25,162 909 1,700 24,371

       (注) 普通株式の自己株式の株式数の増加 909 株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

普通株式の自己株式の株式数の減少 1,700 株は、ストック・オプションの権利行使によるものであります。 

 

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権の

目的となる株

式の種類 

前連結会計

年度末 

当連結会計年

度増加 

当連結会計

年度減少 

当連結会計

年度末 

当連結会計

年度末残高

（百万円）

提出会社 

（親会社） 

 ストック・オプションとし

ての新株予約権 
－ － － － － 53 

合計 － － － － － 53 

 

  3.配当に関する事項 

(1)配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（百万円） 

１株当たり 

配当額(円) 
基準日 効力発生日 

平 成 21 年 5 月 27 日 普通株式 191 8 平 成 21 年 3 月 31 日 平 成 21 年 6 月 11 日

平 成 21 年 1 0 月 2 6 日 普通株式 191 8 平 成 21 年 9 月 30 日 平 成 21 年 12 月 1 日

(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

        次のとおり、決議を予定しております。 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（百万円） 

１株当たり 

配当額(円) 
基準日 効力発生日 

平成 22 年 5 月 26 日

取締役会（予定）
普通株式 191 8 平成 22 年 3 月 31 日 

平 成 22 年 6 月 8 日

（予定） 

 

 

 (リース取引関係) 

リース取引に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を

省略しております。 
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(関連当事者情報) 

 前連結会計年度（自平成 20 年 4 月 1日 至平成 21 年 3 月 31 日） 

親会社及び法人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等の 

名称 
住所 

資本金

又は出

資金 

(百万

円) 

事業の内容又は

職業 

議決権等の 

所有(被所有)

割 合 

役 員 の

兼任等

事業上

の関係

取引の 

内容 

取引 

金額 

(百万円) 

科目
期末残高

(百万円)

製品の 

売上高 

（注 1,2） 

66,086 売掛金 14,819

材料の 

仕入 

（注 1,2） 

20,415 買掛金 2,811
親会社 

富士通 

㈱ 

神奈川県

川崎市

中原区

324,625 

ソフトウェア・

サービス、情報

処理および通信

分野の製品の開

発、製造、販売

およびサービス

の提供 

被所有

直接 53.34％

間接  0.44％

同社役員

1名 

同社転籍

3名 

製品の

販売先

及び材

料の仕

入先 
立替等 

（注 1,2） 
2,290 未払金 491

（注）1．取引条件ないし取引条件の決定方針等については、一般取引条件と同様に決定しております。 

2．取引金額には消費税等を含まず、期末残高は消費税を含んで表示しております。 

 

  兄弟会社及び法人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等の 

名称 
住所 

資本金

又は出

資金 

(百万

円) 

事業の内容又は

職業 

議決権等 

の所有 

(被所有) 

割 合 

役 員 の

兼任等

事 業 上

の関係 

取引の 

内容 

取引金額 

(百万円) 
科目

期末残高

(百万円)

資金の運

用委託 

（注 1） 

82,808 預け金 2,810親会社

の 

子会社 

富士通 

ｷｬﾋﾟﾀﾙ 

㈱ 

東京都

港区 
100 

親会社の子会社

に対する金銭の

貸付及び資金の

運用 

なし なし 

資金の

預託、ﾌｧ

ｸﾀﾘﾝｸﾞ

取引先
ﾌｧｸﾀﾘﾝｸﾞ 

（注 2,3） 
14,864 買掛金 2,673

（注）1．資金の預け入れにつきましては、安定性・収益性・利便性を考慮した経済合理性に基づき、期間およ

び市中金利等を勘案して決定しております。 

2．富士通キャピタル株式会社に対する買掛金については、当社、当社の仕入先、富士通キャピタル株式

会社の三者間で基本契約を締結し、ファクタリング方式による決済を行っているものであります。 

3．ファクタリング取引については、消費税等を含んで表示しております。 

 

当連結会計年度（自平成 21 年 4月 1日 至平成 22 年 3 月 31 日） 

 (1)連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引 

  (ア)連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等 

種類 

会社等の 

名称又は

氏名 

所在地

資本金又

は出資金 

(百万円) 

事業の内容又は

職業 

議決権等の 

所有(被所有)

割合(％) 

関連当事者と

の関係 

取引の 

内容 

取引金額 

(百万円) 
科目

期末残高

(百万円)

製品の 

売上高 

（注 1,2） 

51,840 売掛金 14,924

材料の 

仕入 

（注 1,2） 

15,357 買掛金 3,179
親会社 富士通㈱ 

神奈川県

川崎市 

中原区 

324,625 

ソフトウェア・

サービス、情報

処理および通信

分野の製品の開

発、製造、販売

およびサービス

の提供 

(被所有) 

直接 53.34

間接  0.44

製品の販売先 

及び材料の仕

入先 

事業譲受等 

（注 1,2,3） 
4,271 未払金 910

（注）1．取引条件ないし取引条件の決定方針等については、一般取引条件と同様に決定しております。 

2．取引金額には消費税等を含まず、期末残高は消費税を含んで表示しております。 

3. 事業譲受については、国内店舗ソリューションビジネスを譲受したものであり、譲受価格については双方

協議の上、決定しております。 
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  (イ)連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等 

種類 

会社等の 

名称又は

氏名 

所在地 

資本金又

は出資金 

(百万円) 

事業の内容又は

職業 

議決権等の 

所有(被所有)

割合(%) 

関連当事者との

関係 

取引の 

内容 

取引金額 

(百万円) 
科目 

期末残高

(百万円)

資金の運

用委託 

（注 1） 

17,900 預け金 －

ﾌｧｸﾀﾘﾝｸﾞ 

（注 2,3） 
16,673 

支払手形

及び買掛

金・未払金

3,971

同 一 の

親 会 社

を 持 つ

会社 

富士通 

ｷｬﾋﾟﾀﾙ㈱ 

東京都 

港区 
100 

親会社の子会社

に対する金銭の

貸付及び資金の

運用 

なし 
資金の預託、 

ﾌｧｸﾀﾘﾝｸﾞ取引先 

資金の調

達 
3,900 短期借入金 3,900

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等 

1．資金の預け入れにつきましては、安定性・収益性・利便性を考慮した経済合理性に基づき、期間お

よび市中金利等を勘案して決定しております。 

2．富士通キャピタル株式会社に対する買掛金については、当社、当社の仕入先、富士通キャピタル株

式会社の三者間で基本契約を締結し、ファクタリング方式による決済を行っているものであります。 

3．ファクタリング取引については、消費税等を含んで表示しております。 

 

(2)連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者の取引 

 (ア)連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等 

種類 

会社等の 

名称又は氏

名 

所在地

資本金又

は出資金 

(百万円、

千米ﾄﾞﾙ) 

事業の内容又は

職業 

議決権等の 

所有(被所有)

割 合 

関連当事者との

関係 

取引の 

内容 

取引金額 

(百万円) 
科目 

期末残高

(百万円)

同一の

親会社

を持つ

会社 

富士通 

ｷ ｬ ﾋ ﾟ ﾀ ﾙ㈱ 

東京都 

港区 
100 

親会社の子会社

に対する金銭の

貸付及び資金の

運用 

なし 
資金の預託、ﾌｧｸ

ﾀﾘﾝｸﾞ取引先 

資 金 の

運 用 委

託 

（注 1） 

15,680 預け金 459

同一の

親会社

を持つ

会社 

Fujitsu 

Management 

Service of 

America.Inc 

米国 487,486 

親会社の子会社

に対する管理部

門ｻｰﾋﾞｽの提供 

なし 資金の借入 
資 金 の

調達 
1,991 短期借入金 1,925

同一の

親会社

を持つ

会社 

Fujitsu 

America,Inc. 
米国 250,640 

ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ製品販

売、IT ｻｰﾋﾞｽ・SI

提供 

なし 製品の販売先 

製 品 の

売 上 高 

(注 2) 

6,977 売掛金 1,477

（注）1．資金の預け入れにつきましては、安定性・収益性・利便性を考慮した経済合理性に基づき、期間および

市中金利等を勘案して決定しております。 

   2. 取引条件ないし取引条件の決定方針等については、一般取引条件と同様に決定しております。 
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 (税効果会計) 

a.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

 (自 平成 20 年 4月 1日 

至 平成 21 年 3月 31 日) 

(自 平成 21 年 4月 1日 

至 平成 22 年 3月 31 日) 

繰延税金資産 

  賞与引当金 

  未払事業税等 

  たな卸資産評価損 

  退職給付引当金 

  役員退職慰労引当金 

    確定拠出年金移行時未払金 

  固定資産償却超過額 

  その他有価証券評価差額金 

その他 

繰延税金資産計 

繰延税金負債 

  租税特別措置法上の準備金 

  その他有価証券評価差額金 

繰延税金負債計 

評価性引当額 

繰延税金資産の純額 

845 百万円

90 百万円

331 百万円

329 百万円

3百万円

125 百万円

534 百万円

-百万円

445 百万円

2,705 百万円

△48 百万円

△15 百万円

△64 百万円

△86 百万円

2,554 百万円

676 百万円

51 百万円

334 百万円

361 百万円

6百万円

57 百万円

470 百万円

27 百万円

452 百万円

2,437 百万円

△46 百万円

－百万円

△46 百万円

△96 百万円

2,294 百万円

 

  b.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と 

なった主要な項目別の内訳 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

 (自 平成 20 年 4月 1日 

至 平成 21 年 3月 31 日) 

(自 平成 21 年 4月 1日 

至 平成 22 年 3月 31 日) 

 

法定実効税率 

（調整） 

  損金不算入ののれん償却額 

  交際費等永久に損金に算入されない項目 

  住民税均等割等 

  子会社の適用税率差異 

  評価性引当額の増減 

  過年度法人税等 

税額控除 

    その他 

  税効果会計適用後の法人税等の負担率 

 

（％）

40.69

3.73

2.43

1.07

－

3.11

－

△10.28

4.75

45.50

（％）

40.69

11.71

1.81

1.32

△9.73

0.57

6.64

－

4.17

57.18
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(有価証券） 

  当連結会計年度末（平成 22 年 3月 31 日現在） 

  1. その他有価証券で時価のあるもの                        （単位：百万円） 

種類 取得原価 連結貸借対照表計上額 差額 

（1）株式 

（2）債券 

（3）その他 

20

－

－

28 

－ 

－ 

8

－

－

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

るもの 
小 計 20 28 8

（1）株式 

（2）債券 

（3）その他 

200

－

－

124 

－ 

－ 

△75

－

－

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

ないもの 
小 計 200 124 △75

合 計 220 153 △66

 

2.当連結会計年度中に売却したその他有価証券 （単位：百万円） 

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額 

43 30 －

 

 

  前連結会計年度末（平成 21 年 3月 31 日現在） 

   1.その他有価証券で時価のあるもの                         （単位：百万円） 

種類 取得原価 連結貸借対照表計上額 差額 

（1）株式 

（2）債券 

（3）その他 

33

－

－

86 

－ 

－ 

53

－

－

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの 
小計 33 86 53

（1）株式 

（2）債券 

（3）その他 

417

－

－

185 

－ 

－ 

△232

－

－

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの 
小計 417 185 △232

合計 450 271 △178

(注) 有価証券について 217 百万円（その他の有価証券で時価のある株式 217 百万円）減損処理を行って

おります。 

減損処理にあたり、その他有価証券で時価のあるものは、当連結会計年度末における時価が取得価格

に比べて 50%以上下落した場合について減損処理を行っております。 

また、その他有価証券で時価のないものは、当該株式の発行会社の財政状況の悪化等により実質価格

が取得原価に比べ 50%以上低下した場合には原則として減損処理を行っております。 

 

 

2.前連結会計年度中に売却したその他有価証券 （単位：百万円） 

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額 

－ － －

 

3.時価のない有価証券の内容および連結貸借対照表計上額               （単位：百万円） 

種類 連結貸借対照表計上額 摘 要 

（1）満期保有目的の債券 

    非上場外国債券 

（2）その他有価証券 

    非上場株式（店頭売買株式を除く）

 

－ 

 

2 
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4.その他有価証券のうち満期があるものおよび満期保有目的の債券の今後の償還予定額  （単位：百万円） 

 1 年以内 1 年超 5年以内 5年超10年以内 10 年超 

（1）国債・地方債等 

（2）社債 

（3）その他 

－

－

－

－

－

－

－ 

－ 

－ 

－

－

－

合計 － － － －

 

（デリバティブ取引関係） 

  1.取引の状況に関する事項 

前連結会計年度 当連結会計年度 

(自 平成 20 年 4 月 1 日 

  至 平成 21 年 3 月 31 日) 

(自 平成 21 年 4 月 1 日 

  至 平成 22 年 3 月 31 日) 

(1)取引の内容 

 利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引で

あります。 

(2)取引に対する取組方針 

 デリバティブ取引は、将来の為替の変動によるリス

ク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方

針であります。 

(3)取引の利用目的 

 デリバティブ取引は、外貨建金銭債権債務の為替変

動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図る目的で

利用しております。 

(4)取引に係るリスクの内容 

 為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを有

しております。 

 なお、取引相手先は高格付を有する金融機関に限定

しているため信用リスクはほとんどないと認識して

おります。 

(5)取引に係るリスクの管理体制 

 デリバティブ取引の執行・管理については、取引権

限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金

担当部門が決裁担当者の承認を得て行っております。

(6)取引の時価等に関する事項についての補足説明 

 取引の時価等に関する事項についての契約額等は、

あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約

額、または計算上の想定元本であり、当該金額自体が

デリバティブ取引のリスクの大きさを示すものでは

ありません。 

 

同左 

 

2.取引の時価等に関する事項 

   通貨関連 

当連結会計年度（平成 22 年 3月 31 日） 

区分 種類 
契約額等 

 

(百万円) 

契約額等 

うち 1年超

(百万円) 

時 価 

 

(百万円)

評価損益

 

(百万円)

市場取引 

以外の取引 

為替予約取引 

 売建 

  米ドル 

 買建 

  米ドル 

 

 

679 

 

 

－ △18 △18

合  計 679 － △18 △18
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（ストック・オプション等関係） 

当連結会計年度（自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 年 3月 31 日） 

1．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名 

売上原価          8 百万円 

  販売費及び一般管理費   20 百万円 

 

2．当連結会計年度に付与したストック・オプションの内容 

  平成 21 年ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 当社取締役 4 名、当社経営執行役 10 名 

株式の種類別のストック・オプション

の付与数 
普通株式 33,100 株 

付与日 平成 21 年 8月 13 日 

権利確定条件 取締役および経営執行役のいずれの地位をも喪失した日。 

対象勤務期間 
権利確定日を合理的に予測することが困難なため、対象勤務期

間はないものとみなしております。 

権利行使期間 自 平成 21 年 8月 14 日 至 平成 51 年 8 月 13 日 

権利行使価格（円） 1 

付与日における公正な評価単価（円） 876 
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（退職給付会計） 

1.採用している退職給付制度の概要 

 当社および国内連結子会社は、キャッシュバランスプラン（市場金利連動型年金）制度、ならびに確定拠出

年金制度を導入しております。 

なお、一部の国内連結子会社では（厚生年金制度、退職一時金制度）中小企業退職金共済制度を、海外子会社

では確定給付型の退職一時金制度を設けております。 

 

2.退職給付債務に関する事項 

 前連結会計年度 

（平成21年3月31日現在）

当連結会計年度 

（平成22年3月31日現在）

イ 退職給付債務 

ロ 年金資産 

ハ 未積立退職給付債務（イ+ロ） 

ニ 会計基準変更時差異の未処理額 

ホ 未認識数理計算上の差異 

ヘ 未認識過去勤務債務 

ト 退職給付引当金（ハ+ニ+ホ+ヘ） 

△8,186 百万円

5,141 百万円

△3,045 百万円

397 百万円

2,000 百万円

△477 百万円

△1,125 百万円

△9,222 百万円

6,871 百万円

△2,351 百万円

－百万円

1,491 百万円

△417 百万円

△1,277 百万円

 

3.退職給付費用に関する事項 

 前連結会計年度 

（自 平成 20 年 4月 1日

至 平成 21 年 3月 31 日）

当連結会計年度 

（自 平成 21 年 4月 1日

至 平成 22 年 3月 31 日）

イ 勤務費用 

ロ 利息費用 

ハ 期待運用収益 

ニ 会計基準変更時差異の費用処理額 

ホ 数理計算上差異の費用処理額 

ヘ 過去勤務債務費用 

ト 退職給付費用（イ+ロ+ハ+ニ+ホ+ヘ）

チ その他 

リ   計（ト+チ） 

 

497 百万円

177 百万円

△171 百万円

384 百万円

68 百万円

△74 百万円

883 百万円

240 百万円

1,123 百万円

595 百万円

195 百万円

△139 百万円

385 百万円

158 百万円

△77 百万円

1,117 百万円

237 百万円

1,354 百万円

(注)「チ その他」は、確定拠出年金への掛金支払額であります。 

   

4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 前連結会計年度 

（自 平成 20 年 4月 1日

至 平成 21 年 3月 31 日）

当連結会計年度 

（自 平成 21 年 4月 1日

至 平成 22 年 3月 31 日）

イ 退職給付見込額の期間配分方法 

ロ 割引率 

ハ 期待運用収益率 

ニ 数理計算上の差異の処理年数 

 

ホ 会計基準変更時差異の処理年数 

期間定額基準

2.5％

2.5～3.5％

従業員の平均残存勤務期間

（14～17 年）定額法

10 年

期間定額基準

2.5％

2.0～3.2％

従業員の平均残存勤務期間

（13～15 年）定額法

10 年
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（１株当たり情報） 

前連結会計年度 

(自  平成 20 年 4月 1日 

至 平成 21 年 3月 31 日) 

当連結会計年度 

(自  平成 21 年 4月 1日 

至 平成 22 年 3月 31 日) 

１株当たり純資産額 

１株当たり当期純利益金額 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額  

1,342 円 88 銭

49 円 15 銭

49 円 11 銭

１株当たり純資産額 

１株当たり当期純利益金額 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額  

1,360 円 70 銭

32 円 15 銭

32 円 08 銭

(注)１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

 前連結会計年度 

(自 平成 20 年 4 月 1 日

至 平成 21 年 3月 31 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 21 年 4 月 1 日

至 平成 22 年 3月 31 日)

１株当たり当期純利益金額 

当期純利益（百万円） 1,179 771

普通株主に属さない金額（百万円） －  －

（うち利益処分による役員賞与） －  －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,179 771

期中平均株式数（株） 23,990,975 23,990,961

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 －  －

普通株式増加数 18,092 48,002

（うち新株予約権方式によるストックオプション）

（うち転換社債型新株予約権付社債） 

(－)  

(－)  

(－) 

(－)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 

－  －

 

 

 

 

（重要な後発事象） 

 

  （前連結会計年度） 

   1. Fujitsu Transaction Solutions Inc. (FTXS) の株式取得による子会社化について 

    （1）株式取得の目的 

流通端末製品の海外市場への対応強化の一環として、FTXS の開発・調達・製造部門の移管を受けるた

め、当社は FTXS の株式を取得し、子会社化いたしました（なお、FTXS は、Fujitsu Frontech North America 

Inc.(FFNA)に商号を変更いたしました。FTXS の販売と保守サービス部門については、当社が株式取得す

るのに先立ち、富士通㈱の北米のソリューションビジネスを担う新会社に統合)。 

これにより、開発・調達・製造機能をグローバルに一元化し、日本との連携強化によるコスト削減・

製品競争力向上を図り、北米における流通端末事業の基盤を構築いたします。 

    （2）株式取得の要旨 

      ①株式取得の日程 

平成 21 年 3月 27 日 取締役会決議 

平成 21 年 3月 27 日 株式譲渡契約締結 

平成 21 年 4月 1日 株式取得日 
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      ②取得する子会社の概要 

名称 Fujitsu Frontech North America Inc. 

（旧 Fujitsu Transaction Solutions Inc.） 

代表者 President & CEO 寺本雅男 

本店所在地 2791 Telecom Parkway Richardson TEXAS 75082 U.S.A 

主な事業内容 ・POS 端末、KIOSK 端末、セルフチェックアウトシステムの開発・調達・製造

・ステージング＆インテグレーションサービスの提供  

・紙幣供給ユニットの OEM ビジネス  

従業員数 210 名 

資本金 US＄17.1 百万(予定) 

      ③取得株式数、取得価額及び取得後の所有株式の状況 

取得株式数 普通株式 4,590 株、優先株式 400 株 

取得価額 US＄17.1 百万（予定） 

取得後の所有株式数 

（持分比率） 

普通株式 4,590 株、優先株式 400 株 

（出資比率 100％） 

 

   2. トータリゼータエンジニアリング株式会社（TEL）の株式取得による子会社化について 

    （1）株式取得の目的 

富士通㈱および当社は、公営競技向け発売・払戻機の販売・保守・運用サービスを当社に集約し、製

販一体のワンストップ LCM 体制を構築します。 

そのため、保守・運用を担当している株式会社富士通エフサス（FSAS）の子会社である TEL 株式を取

得し子会社化します。 

これにより、製品・サービスの競争力向上を図るとともに、販売力強化を行います。 

    （2）株式取得の要旨 

      ①株式取得の日程 

平成 21 年 4月 27 日 取締役会決議 

平成 21 年 4月 27 日 株式譲渡契約締結 

平成 21 年 7月 1日 株式取得日（予定）

      ②取得する子会社の概要 

名称 トータリゼータエンジニアリング株式会社 

代表者 代表取締役社長 堀井 俊英 

本店所在地 東京都品川区南大井６－２０－１４イーストスクエア大森 

主な事業内容 公営競技システムの保守、公営競技支援サービス等 

従業員数 120 名 

資本金 ４億円 

      ③取得株式数、取得価額及び取得後の所有株式の状況 

取得株式数 普通株式  800,000 株 

取得価額 2,035 百万円 

取得後の所有株式数 

（持分比率） 

普通株式  800,000 株 

（出資比率 100％） 

 

  （当連結会計年度） 

 

    該当事項はありません 
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（セグメント情報） 

  1.事業の種類別セグメント情報 

  当連結グループは、電気機械器具の開発・製造・販売および、これに関連するソリューションの提供を行う

単一の事業活動を営んでいるため、該当事項はありません。 

  2.所在地別セグメント情報 

当連結会計年度（自平成 21 年 4月 1日 至平成 22 年 3 月 31 日）           （単位:百万円） 

 
日本 アジア 米国 計 

消去又は

全社 
連結 

Ⅰ売上高及び営業損益 

 売上高 

 (1)外部顧客に対する売上高 

 (2)セグメント間の内部売上高 

77,179

5,752

7,785

6,425

10,146

19

 

 

95,110 

12,197 

 

 

- 

(12,197) 

95,110

- 

  計 82,931 14,211 10,165 107,308 (12,197) 95,110

営業費用 79,146 13,892 9,939 102,978 (10,161) 92,816

営業利益 3,785 318 226 4,330 (2,035) 2,294

Ⅱ資産 61,387 5,634 5,551 72,573 △7,516 65,057

（注）① 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

   ② 本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

      アジア・・・フィリピン、韓国、中国 

③営業費用のうち，消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は 1,847 百万円であり、その主

なものは、当社の総務･経理部門等の管理部門に係る費用であります。 

④資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は 4,542 百万円であり､その主なものは当社で

の余資運用資金（現金および有価証券）および管理部門に係る資産であります。 

⑤北米は、当連結会計年度より連結子会社となった FFNA が行っている事業であり、当該セグメントを新設

しております。 

 

前連結会計年度（自平成 20 年 4月 1日 至平成 21 年 3 月 31 日）           （単位:百万円） 

 日本 アジア 計 消去又は 

全社 

連結 

Ⅰ売上高及び営業損益 

 売上高 

 (1)外部顧客に対する売上高 

 (2)セグメント間の内部売上高 

86,280

3,215

5,480

6,574

91,760

9,789

 

 

－ 

（9,789） 

91,760

－

  計 89,495 12,054 101,550 （9,789） 91,760

営業費用 83,158 12,069 95,228 （7,580） 87,647

営業利益又は営業損失（△） 6,336 △14 6,322 （2,208） 4,113

Ⅱ資産 45,805 5,041 50,847 3,747 54,594

（注）① 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

   ② 本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

      アジア・・・フィリピン、韓国、中国 

③ 営業費用のうち，消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は 1,173 百万円であり、その

主なものは、当社の総務･経理部門等の管理部門に係る費用であります。 

④ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は 11,632 百万円であり､その主なものは当

社での余資運用資金（現金および有価証券）および管理部門に係る資産であります。 

⑤ 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第 9 号 平成 18 年 7 月 5 日）を当連結会計年度

から適用し評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に変更

しております。 

その結果、従来の方法によった場合と比較して営業利益が「日本」については 732 百万円減少してお

ります。 

⑥ ｢連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い｣の適用 

当連結会計年度より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対

応報告第 18 号 平成 18 年 5 月 17 日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。なお、この

変更による損益への影響は軽微であります。 
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3.海外売上高 

当連結会計年度（自平成 21 年 4月 1日 至平成 22 年 3 月 31 日）         （単位:百万円） 

 アジア 米国 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高 11,990 9,404 2,142 23,537

Ⅱ 連結売上高 － － － 95,110

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割合（％） 12.6 9.9 2.3 24.7

（注）① 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

   ② 本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

      アジア・・・台湾、タイ、シンガポール、フィリピン、韓国、中国 

   ③ 海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 

前連結会計年度（自平成 20 年 4月 1日 至平成 21 年 3 月 31 日）         （単位:百万円） 

 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高 8,580 5,384 13,964

Ⅱ 連結売上高 － － 91,760

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割合（％） 9.4 5.9 15.2

（注）① 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

   ② 本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

      アジア・・・台湾、タイ、シンガポール、フィリピン、韓国、中国 

   ③ 海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 
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（生産、受注及び販売の状況） 

     

1. 生産高                                   （単位：百万円）     

前連結会計年度 当連結会計年度 

自 平成 20 年 4 月 1 日 

至 平成 21 年 3 月 31 日 

自 平成 21 年 4 月 1 日 

至 平成 22 年 3 月 31 日 
部    門 

金額 構成比 金額 構成比 

 

金 融 シ ス テ ム 

流 通 シ ス テ ム 

産業・公共システム 

ソ フ ト ・ サ ー ビ ス 

44,791

17,959

9,538

19,668

％

48.7

19.5

10.4

21.4

 

35,097 

25,114 

14,927 

20,887 

％

36.5

26.2

15.5

21.8

合 計 91,958 100.0 96,025 100.0

     

  2. 受注高                                   （単位：百万円）     

前連結会計年度 当連結会計年度 

自 平成 20 年 4 月 1 日 

至 平成 21 年 3 月 31 日 

自 平成 21 年 4 月 1 日 

至 平成 22 年 3 月 31 日 
部    門 

金額 構成比 金額 構成比 

 

金 融 シ ス テ ム 

流 通 シ ス テ ム 

産業・公共システム 

ソ フ ト ・ サ ー ビ ス 

41,213

17,022

10,398

18,945

％

47.1

19.4

11.9

21.6

 

35,793 

25,319 

14,644 

20,956 

％

37.1

26.1

15.1

21.7

合 計 87,580 100.0 96,713 100.0

 

受 注 残 高 4,866 6,469

     

  3. 販売高                                   （単位：百万円）     

前連結会計年度 当連結会計年度 

自 平成 20 年 4 月 1 日 

至 平成 21 年 3 月 31 日 

自 平成 21 年 4 月 1 日 

至 平成 22 年 3 月 31 日 
部    門 

金額 構成比 金額 構成比 

 

金 融 シ ス テ ム 

流 通 シ ス テ ム 

産業・公共システム 

ソ フ ト ・ サ ー ビ ス 

43,320

17,868

11,355

19,216

％

47.2

19.5

12.4

20.9

 

35,594 

24,071 

14,552 

20,892 

％

37.4

25.3

15.3

22.0

合 計 91,760 100.0 95,110 100.0
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,053 1,564

預け金 2,800 －

受取手形 277 222

売掛金 20,843 22,588

製品 2,252 3,697

仕掛品 2,933 3,954

原材料及び貯蔵品 2,822 2,006

繰延税金資産 1,336 1,125

その他 1,139 2,469

貸倒引当金 △1 △2

流動資産合計 37,457 37,626

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,749 2,565

機械及び装置 611 482

工具、器具及び備品 2,821 3,479

土地 1,806 1,806

建設仮勘定 280 305

有形固定資産合計 8,270 8,640

無形固定資産   

ソフトウエア 3,953 3,966

その他 70 690

無形固定資産合計 4,024 4,657

投資その他の資産   

投資有価証券 274 156

関係会社株式 4,316 8,014

関係会社出資金 200 200

関係会社長期貸付金 1,000 500

繰延税金資産 753 579

その他 187 195

貸倒引当金 △32 △32

投資その他の資産合計 6,700 9,612

固定資産合計 18,995 22,910

資産合計 56,452 60,537
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 2 －

買掛金 14,628 15,162

短期借入金 － 3,900

リース債務 191 278

未払金 2,541 2,690

未払費用 2,055 1,610

未払法人税等 689 56

役員賞与引当金 53 12

前受金 94 313

仮受金 10 10

工事損失引当金 40 －

その他 1,911 2,088

流動負債合計 22,219 26,124

固定負債   

リース債務 864 1,109

長期未払金 93 82

退職給付引当金 195 2

確定拠出年金移行時未払金 308 141

固定負債合計 1,462 1,335

負債合計 23,681 27,459

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,457 8,457

資本剰余金   

資本準備金 8,222 8,222

その他資本剰余金 － 0

資本剰余金合計 8,222 8,223

利益剰余金   

利益準備金 347 347

その他利益剰余金   

特別償却準備金 － －

建物圧縮積立金 64 61

別途積立金 13,829 15,059

繰越利益剰余金 1,820 933

利益剰余金合計 16,061 16,401

自己株式 △19 △19

株主資本合計 32,722 33,063

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 22 △39

評価・換算差額等合計 22 △39

新株予約権 26 53

純資産合計 32,771 33,077

負債純資産合計 56,452 60,537
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 89,252 75,786

売上原価   

製品売上原価 71,815 61,591

売上総利益 17,437 14,195

販売費及び一般管理費   

販売費及び一般管理費合計 13,753 12,852

営業利益 3,684 1,342

営業外収益   

受取利息 39 34

受取配当金 67 145

雑収入 57 72

営業外収益合計 164 252

営業外費用   

支払利息 33 53

退職給付積立不足償却額 247 247

固定資産廃却損 40 15

為替差損 99 26

出向者人件費負担額 105 90

雑支出 16 11

営業外費用合計 543 445

経常利益 3,305 1,149

特別利益   

投資有価証券売却益 － 30

特別利益合計 － 30

特別損失   

投資有価証券評価損 217 －

たな卸資産評価損 685 －

その他 14 －

特別損失合計 917 －

税引前当期純利益 2,388 1,180

法人税、住民税及び事業税 1,080 29

法人税等調整額 △305 427

法人税等合計 775 456

当期純利益 1,612 723
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 8,457 8,457

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,457 8,457

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 8,222 8,222

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,222 8,222

その他資本剰余金   

前期末残高 － －

当期変動額   

当期変動額合計 － 0

当期末残高 － 0

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 347 347

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 347 347

その他利益剰余金   

特別償却準備金   

前期末残高 3 －

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △3 －

当期変動額合計 △3 －

当期末残高 － －

建物圧縮積立金   

前期末残高 68 64

当期変動額   

建物圧縮積立金の取崩 △3 △3

当期変動額合計 △3 △3

当期末残高 64 61

別途積立金   

前期末残高 12,729 13,829

当期変動額   

別途積立金の積立 1,100 1,230

当期変動額合計 1,100 1,230

当期末残高 13,829 15,059

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,660 1,820

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 3 －

建物圧縮積立金の取崩 3 3

別途積立金の積立 △1,100 △1,230

剰余金の配当 △359 △383

当期純利益 1,612 723
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当期変動額合計 159 △886

当期末残高 1,820 933

自己株式   

前期末残高 △17 △19

当期変動額   

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 － 1

当期変動額合計 △1 0

当期末残高 △19 △19

株主資本合計   

前期末残高 31,471 32,722

当期変動額   

剰余金の配当 △359 △383

当期純利益 1,612 723

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 － 1

当期変動額合計 1,250 340

当期末残高 32,722 33,063

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △57 22

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 80 △62

当期変動額合計 80 △62

当期末残高 22 △39

新株予約権   

前期末残高 － 26

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 26 27

当期変動額合計 26 27

当期末残高 26 53

純資産合計   

前期末残高 31,414 32,771

当期変動額   

剰余金の配当 △359 △383

当期純利益 1,612 723

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 － 1

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 106 △34

当期変動額合計 1,357 305

当期末残高 32,771 33,077
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（4）継続企業の前提に関する注記 

    該当事項なし 

 

（5）重要な会計方針 

1.資産の評価基準及び評価方法 

 ①有価証券の評価基準および評価方法は次のとおりであります。 

子会社及び関連会社株式 ・・・・・ 移動平均法による原価法 

その他有価証券   

時価のあるもの ・・・・・ 期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しておりま

す。） 

時価のないもの ・・・・・ 移動平均法による原価法 

    ②デリバティブの評価基準及び評価方法は次のとおりであります。 

 ・・・・・ 時価法 

    ③たな卸資産の評価基準および評価方法は次のとおりであります。 

製品・仕掛品 ・・・・・ 個別法および総平均法による原価法 

材 料 ・・・・・ 先入先出法による原価法 

（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定） 

 

2.固定資産の減価償却方法 

  ①有形固定資産(リース資産を除く)の減価償却の方法は次のとおりであります。 

          定額法 

  ②無形固定資産(リース資産を除く)の減価償却の方法は次のとおりであります。 

市場販売目的のソフトウェア ・・・・・ 見込販売数量と残存有効期間（3年）に基づく均等配分

額と比較し、いずれか大きい額を計上しております。 

自社利用のソフトウェア ・・・・・ 定額法（見込有効期間 5年） 

のれん ・・・・・ 投資対象ごとに投資効果の発現する期間を見積もり、 

5～10 年間で均等償却しております。 

そ の 他 無 形 固 定 資 産 ・・・・・ 定額法 

  ③リース資産の減価償却の方法は次のとおりであります。 

       リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 

3.引当金の計上基準 

貸 倒 引 当 金 ・・・・・  売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に

回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

役員賞与引当金 ・・・・・  役員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額の当

会計期間負担額を計上しております。 

退職給付引当金 ・・・・・  当社は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における

退職給付債務および年金資産の見込額に基づき、当事業年度末にお

いて発生していると認められる額を計上しております。 

なお、会計基準変更時差異については、10 年による按分額を費用

処理しております。 

 数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間に

よる定額法により翌事業年度から費用処理することとしておりま

す。 

 

4.外貨建の資産および負債の本邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は、損益として処理して

おります。 
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5.その他財務諸表作成のための重要な事項 

①消費税等の会計処理方法・・・税抜方式によっております。 

②ソフトウェアの開発契約の収益認識については、開発作業の進捗に応じて収益を計上する進行基準を採用し

ております。 

 

 

（6）重要な会計方針の変更 

    会計方針の変更 

退職給付債務の計算に用いる割引率 

「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）（企業会計基準第 19 号 平成 20 年 7月 31 日）を当連

結会計年度より、適用しております。 

なお、この変更による損益への影響はありません。 

 

（7）個別財務諸表に関する注記事項 

 （貸借対照表関係） 

 有形固定資産の減価償却累計額 20,785 百万円 

 

 （損益計算書関係） 

1. 販売費及び一般管理費の主な費目および金額  

 発送費 635 百万円 

 商品修理費 396 百万円 

 従業員給与手当 3,703 百万円 

 福利厚生費 1,009 百万円 

 従業員賞与 1,164 百万円 

 退職給付引当金繰入額 231 百万円 

 試作材料費 1,702 百万円 

 のれん償却費 65 百万円 

 

2. 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 3,335 百万円 

 

（リース取引関係） 

  リース取引に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示

を省略しております。 

 

（有価証券） 

  当事業年度および前事業年度のいずれにおいても子会社株式および関連会社株式で時価のあるものはありません。 
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（重要な後発事象） 

  （前事業年度） 

1. Fujitsu Transaction Solutions Inc.(FTXS)の株式取得による子会社化について 

    （1）株式取得の目的 

流通端末製品の海外市場への対応強化の一環として、FTXS の開発・調達・製造部門の移管を受けるた

め、当社は FTXS の株式を取得し、子会社化いたしました（なお、FTXS は、Fujitsu Frontech North America 

Inc.（FFNA）に商号を変更いたしました。FTXS の販売と保守サービス部門については、当社が株式取得

するのに先立ち、富士通㈱の北米のソリューションビジネスを担う新会社に統合)。 

これにより、開発・調達・製造機能をグローバルに一元化し、日本との連携強化によるコスト削減・

製品競争力向上を図り、北米における流通端末事業の基盤を構築いたします。 

    （2）株式取得の要旨 

      ①株式取得の日程 

平成 21 年 3月 27 日 取締役会決議 

平成 21 年 3月 27 日 株式譲渡契約締結 

平成 21 年 4月 1日 株式取得日 

      ②取得する子会社の概要 

名称 Fujitsu Frontech North America Inc. 

（旧 Fujitsu Transaction Solutions Inc.） 

代表者 President & CEO 寺本雅男 

本店所在地 2791 Telecom Parkway Richardson TEXAS 75082 U.S.A 

主な事業内容 ・POS 端末、KIOSK 端末、セルフチェックアウトシステムの開発・調達・製造

・ステージング＆インテグレーションサービスの提供  

・紙幣供給ユニットの OEM ビジネス  

従業員数 210 名 

資本金 US＄17.1 百万(予定) 

      ③取得株式数、取得価額及び取得後の所有株式の状況 

取得株式数 普通株式 4,590 株、優先株式 400 株 

取得価額 US＄17.1 百万(予定) 

取得後の所有株式数 

（持分比率） 

普通株式 4,590 株、優先株式 400 株 

（出資比率 100％） 

    （3）債務保証について 

       当社は、FFNA が行う運転資金の借入に対し US＄25 百万の債務保証を行っております。 

 

   2. トータリゼータエンジニアリング株式会社（TEL）の株式取得による子会社化について 

    （1）株式取得の目的 

富士通㈱および当社は、公営競技向け発売・払戻機の販売・保守・運用サービスを当社に集約し、製

販一体のワンストップ LCM 体制を構築します。 

そのため、保守・運用を担当している株式会社富士通エフサス（FSAS）の子会社である TEL 株式を取

得し子会社化します。 

これにより、製品・サービスの競争力向上を図るとともに、販売力強化を行います。 

    （2）株式取得の要旨 

      ①株式取得の日程 

平成 21 年 4月 27 日 取締役会決議 

平成 21 年 4月 27 日 株式譲渡契約締結

平成 21 年 7月 1日 株式取得日（予定）
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 ②取得する子会社の概要 

名称 トータリゼータエンジニアリング株式会社 

代表者 代表取締役社長 堀井 俊英 

本店所在地 東京都品川区南大井６－２０－１４イーストスクエア大森 

主な事業内容 公営競技システムの保守、公営競技支援サービス等 

従業員数 120 名 

資本金 ４億円 

 

      ③取得株式数、取得価額及び取得後の所有株式の状況 

取得株式数 普通株式  800,000 株 

取得価額 2,035 百万円 

取得後の所有株式数 

（持分比率） 

普通株式  800,000 株 

（出資比率 100％） 

 

 

  （当事業年度） 

該当事項はありません 
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（ご参考） 

その他の情報 

 投資の状況（連結） 

 2007 年度 2008 年度 2009 年度 

設備投資実施額 3,266 4,636 3,945 

 有形固定資産設備投資額 1,464 2,334 2,402 

無形固定資産設備投資額 1,801 2,301 1,543 

減価償却費 3,111 3,691 3,673 

研究開発費 5,638 4,517 3,745 

※設備投資額および減価償却費には、のれん償却額を含んでおりません。 

 

従業員数（連結）   

 2007 年度 2008 年度 2009 年度 

従 業 員 数 3,149 3,085 3,545 

 

(単位：百万円) 

(単位：人) 
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近における四半期毎の業績の推移 

 

 平成 22 年 3 月期（連結）                            （単位：百万円） 

第１四半期 第 2四半期 第 3四半期 第 4四半期  

21 年 4 月～21 年 6 月 21 年 7 月～21 年 9 月 21 年 10 月～21 年 12 月 22 年 1 月～22 年 3 月

売 上 高 17,592 24,001 21,479 32,036

売 上 総 利 益 2,667 4,990 3,053 7,695

営業利益又は損失（△） △788 1,080 △1,365 3,367

経常利益又は損失（△） △836 874 △1,371 3,324

税金等調整前四半期純利益 

又 は 純 損 失 （ △ ） 
△836 874 △1,515 3,277

四半期純利益又は純損失（△） △644 429 △963 1,950

1 株当たり四半期純利益 

又 は 純 損 失 （ △ ） 
△26 円 86 銭 17 円 88 銭 △40 円 17 銭 81 円 29 銭

  

総 資 産 53,088 56,778 57,645 65,057

純 資 産 31,441 31,875 30,580 32,699

1 株 当 た り 純 資 産 1,309 円 44 銭 1,326 円 35 銭 1,272 円 36 銭 1,360 円 70 銭

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,955 △2,762 223 △2,321

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,592 △2,659 △732 △1,516

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,861 △285 1,038 2,674

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,501 4,744 5,401 4,281

 

 

平成 21 年 3月期（連結）                            （単位：百万円） 

第１四半期 第 2四半期 第 3四半期 第 4四半期  

20年 4月～20年 6月 20年 7月～20年 9月 20 年 10 月～20 年 12 月 21年 1月～21年 3月

売 上 高 23,089 24,577 19,309 24,783

売 上 総 利 益 4,872 5,340 3,764 5,203

営 業 利 益 953 1,156 462 1,540

経 常 利 益 又 は 損 失 ( △ )  965 686 △156 1,585

税金等調整前四半期純利益 

又 は 純 損 失 （ △ ） 
70 678 △141 1,555

四半期純利益又は純損失（△） △71 421 △327 1,156

1 株当たり四半期純利益 

又 は 純 損 失 （ △ ） 
△2円 98 銭 17 円 56 銭 △13 円 64 銭 48 円 21 銭

  

総 資 産 57,223 56,923 51,760 54,594

純 資 産 31,546 31,763 31,063 32,243

1 株 当 た り 純 資 産 1,314 円 84 銭 1,322 円 85 銭 1,293 円 72 銭 1,342 円 88 銭

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,305 △1,263 △919 △351

投資活動によるキャッシュ・フロー △484 △717 △374 △1,534

財務活動によるキャッシュ・フロー 254 △468 △233 △43

現金及び現金同等物の四半期末残高 13,625 10,942 9,117 7,217
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