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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 15,832 △18.5 396 ― 257 ― 299 ―
21年3月期 19,437 17.2 △1,860 ― △2,370 ― △3,951 ―

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 37.34 ― 112.7 1.2 2.5
21年3月期 △492.13 ― △185.2 △9.7 △9.6

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  186百万円 21年3月期  151百万円

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 18,688 533 2.5 57.31
21年3月期 22,613 136 0.3 8.94

（参考） 自己資本   22年3月期  460百万円 21年3月期  71百万円

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 1,144 646 △760 1,690
21年3月期 △1,294 △992 608 852

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
23年3月期 

（予想）
― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

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

5,922 △26.5 △232 ― △133 ― △133 ― △16.56

通期 13,735 △13.2 191 △51.8 185 △28.0 185 △38.1 23.04
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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）  無  

(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） 

 （注） 詳細は、21ページ「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」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注） １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、31ページ「１株当たり情報」をご覧下さい。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 8,043,418株 21年3月期 8,043,418株
② 期末自己株式数 22年3月期  13,453株 21年3月期  13,353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 12,483 △0.3 236 ― 8 ― 49 ―
21年3月期 12,519 △4.6 △1,782 ― △2,009 ― △4,013 ―

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 6.12 ―
21年3月期 △499.76 ―

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 15,321 301 1.5 28.53
21年3月期 19,154 203 0.7 17.31

（参考） 自己資本 22年3月期  229百万円 21年3月期  139百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（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2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記予想は、本資料の発表日現在において入手可能な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当たっての注意事項等については、３ページ「１．経営成績（1）経営
成績に関する分析」をご覧下さい。 

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 
累計期間

4,710 △28.5 △193 ― △235 ― △235 ― △29.27

通期 9,710 △22.2 134 △43.2 10 25.0 10 △79.6 1.25

－ 2 －



(1）経営成績に関する分析 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、前年度の世界同時不況の影響による急速な景気悪化から 悪期を脱し、緩

やかな回復傾向となるものの、海外景気の下振れ懸念等の先行リスクは払拭されるに至らず、設備投資は依然、抑制

低迷の状況にあり、未だ厳しさの続く雇用情勢や、個人所得の落ち込みにより個人消費は総じて弱含みであり、景気

は引き続き厳しい状況で推移致しました。このような状況の中、当社グループにおきましては、タイ及びロシア向け

プロジェクトが相応の採算確保となり、新規顧客からの受注として展開致しました北米向け介護タクシー車体製作に

係るプロジェクトも予想以上の採算となったことで実績を上げることができました。また、これらに加え国内各自動

車メーカー向けプロジェクトについても堅調な実績となりました。しかしながら、受注総量の中、依然、その割合の

高い中国、インド等の新興国向けプロジェクトにつきましては、従前より続く廉価な受注価格での対応を余儀なくさ

れる中、顧客要求も高まるところとなり、その採算確保は更に厳しさを増す状況となりました。当連結会計年度は過

年度４期に亘る大幅な当期純損失の状況を解消すべくグループを挙げた経営合理化計画を実施し、生産拠点の見直し

を核とした人員削減策、グループ全役員及び社員を対象とした報酬並びに給与の減額、また、製造経費・一般管理販

売費の大幅削減、またこれらと併せて産業活動の革新に関する特別措置法における事業再構築計画上で認定された、

製造工程の見直しによる原価低減策を展開してまいりました。 

 その結果、当連結会計年度における売上高は15,832百万円（前年同期比18.5％減）と減収となる中、販売費及び一

般管理費の負担を除く営業利益は396百万円を確保することとなりました。営業外損益においては、金利負担及び為

替差損等の営業外費用が619百万円となったものの、海外関連会社における持分法による投資利益が186百万円、一時

帰休に係る雇用調整助成金収入が142百万円と営業外収益に加わることとなり、経常利益については、257百万円とな

りました。また、前期に工場閉鎖いたしました当社新潟工場のプレス機売却による特別利益49百万円がありましたた

め、当連結会計年度における当期純利益は、299百万円となり、連続しておりました当期純損失の状況を脱却するこ

ととなりました。 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

①自動車用プレス金型事業 

 当事業におきましては、当期のメインとなりますタイ向けプロジェクトならびに、ロシア向けプロジェクトの売上

により相応の採算が確保でき、また北米向け介護タクシー車体製作に係るプロジェクトが高実績となりました。これ

により全般的に安価な受注価格の影響が続き、採算確保が一様に厳しいものとなっている中国、インド等の新興国向

け受注の不採算を補完する形となりました。当連結会計年度における売上高につきましては、12,442百万円(前年同

期比15.6％増)となり、営業費用も12,060百万円と前年同期に比して削減された結果、営業利益は382百万円となりま

した。 

②自動車用溶接治具事業 

 当事業におきましては、受注高の減少により大幅な減収となる中、タイ向けプロジェクト売上を中心にした限られ

た事業展開に留まり、売上高は3,390百万円(前年同期比60.9％減)となりました。しかしながら、相応の採算を確保

し、過年度において出荷したプロジェクトの現地工事等に係る損失を補完し、営業利益は37百万円となりました。 

１．経営成績
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次期の見通し 

次期のわが国経済の見通しにつきましては、未だ設備投資への持ち直しは遅延しており、雇用・所得環境が依然

低迷する中、力強い回復とまでは至っていないものの、個人消費は各種経済対策の効果もあり自動車や薄型テレビ等

を中心に増加が見られ、企業収益も全般的には回復に向かっていることから引き続き緩やかな回復基調で推移すると

思われます。しかしながら、自動車業界においては、世界同時不況後の生産・在庫調整からは脱却し、需要も緩やか

に改善する中、新規開発に係る計画については未だ不透明な状況であり、当社グループの主要生産品であるプレス金

型に対する需要は回復するに至らない状況が続いております。このような状況の中、当社グループにおきましては、

国内顧客はもとより、全世界から寄せられる引き合いから、より吟味された採算重視の受注を展開する体制で臨んで

おります。中国においては、特に国策として金型の国内製作を進めているため、全体のボリューム感は落ちてはおり

ますが、相応量の引き合いが寄せられ、インド、ロシア向け等の新興国向け及び国内顧客の海外拠点向けのプロジェ

クトも手掛けていく予定であります。次期においては、前期で3期連続の営業損失を回避したのを受け、単年度黒字

確保を絶対条件とし、前期に引き続き注力しております各製造工程における効率化による原価低減を推し進めること

により更なる利益体質への改善を図ってまいります。 

 次期の売上高は受注量が限定的となる中、13,735百万円（対前期比13.2％減）を見込んでおります。これに対する

営業利益につきましては、更なる一般管理販売費の削減注力を図り191百万円（対前期比51.8％減）を見込んでおり

ます。これより、金利負担等の営業外損益を折り込んだ経常利益については185百万円（対前期比28.0％減）また、

特別損益で処理する項目の予定はないことから、当期純利益についても185百万円（対前期比38.1％減）となる見通

しとなりました。 

(2）財政状態に関する分析 

(流動資産） 

 当連結会計年度末における流動資産の残高は、10,802百万円（前連結会計年度末は14,864百万円）となり、4,061

百万円減少いたしました。この主な要因は、当期より適用となった進行基準売上により、従前の完成引渡基準売上に

比して仕掛品残高がより減少となったことに加え、受注高減少に伴い次期売上予定仕掛品に係る原価投入量が落ちて

いることもあり、仕掛品が4,410百万円減少し、2,829百万円となったためであります。 

(固定資産) 

 当連結会計年度末における固定資産の残高は、7,885百万円（前連結会計年度末は7,749百万円）となり、136百万

円増加いたしました。この主な要因は、前期末において閉鎖となった当社新潟工場の機械装置212百万円の売却によ

る減少があったものの、これを上回る長期定期預金420百万円の増加があったためであります。 

(流動負債) 

 当連結会計年度末における流動負債の残高は13,516百万円（前連結会計年度末は19,758百万円）となり、6,242百

万円減少いたしました。この主な要因は、支払手形及び買掛金が、仕掛品への原価投入が減少する中、支払決済が進

み、1,141百万円減少の1,619百万円となったのと、シンジケートローンの調達により借入金長短比率の改善が図られ

ることとなり、短期借入金の返済が進み、2,568百万円減少の11,032百万円となったためであります。 

(固定負債) 

 当連結会計年度末における固定負債の残高は4,638百万円（前連結会計年度末は2,718百万円）となり、1,920百万

円増加いたしました。この主な要因は、流動負債の減少と逆にシンジケートローンの調達により長期借入金が1,809

百万円増加の2,906百万円となったためであります。 

(資本) 

 当連結会計年度末における資本の残高は533百万円（前連結会計年度末は136百万円）となり、396百万円増加いた

しました。この主な要因は、当連結会計年度において当期純利益が299百万円となり、利益剰余金が299百万円増加し

ましたのと、連結上の関連会社投資に係る為替換算調整勘定の戻入47百万円等があったことから、評価・換算差額等

が88百万円増加したためであります。 
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(キャッシュ・フローの状況） 

 当連結会計年度においては、グループを挙げた経営改善計画における施策により過年度４期に亘る大幅な当期純損

失の状況から脱却し、税金等調整前当期純利益は303百万円（前年同期3,552百万円の損失）となりました。国内外と

も全般的な受注高減少傾向となる中で、たな卸資産が4,419百万円減少となったため、シンジケートローン調達によ

り借入金の長短比率改善が進み借入金残高が759百万円減少となりましたが、期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837百万円増加し、1,690百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュフロー） 

 営業活動の結果取得した資金は1,144百万円（前年同期1,294百万円の使用）となりました。これは主に、前期まで

の大幅な当期純損失の状況から脱却し、税金等調整前当期純利益が303百万円（前年同期3,552百万円の損失）となり

ましたのと、これに加え、足元の受注高減少の影響もあり、たな卸資産が減少し、4,419百万円（前年同期比403.3%

増加）とな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） 

 投資活動の結果取得した資金は646百万円（前年同期992百万円の使用）となりました。これは主に、定期預金の払

戻による収入と前期末に閉鎖した当社新潟工場の機械設備売却による収入183百万円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760百万円（前年同期608百万円の取得）となりました。これは主に、シンジケート

ローンの調達により、借入金の長短比率改善が進む中、借入金全体としては759百万円の純減となったことによるも

のであります。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、剰余金の配当につきましては、株主への利益還元を経営の 重要課題の一つと考え、財務体質の強化を

図りながら安定的な配当を継続する方針であります。また内部留保につきましては、中長期の視点に立ち、今後の事

業展開を勘案しながら必要な研究開発並びに関連事業を含めた設備投資等に充当し、企業価値の向上を図りつつ、更

なる利益配分の増大を進めていく所存です。しかしながら、繰越損失額が配当の原資となる別途積立金を上回る状況

が継続する中、次期におきましても、単年度利益確保の予定としているものの、その金額は極めて限定的なところに

留まり、配当原資を確保するまでには至らない見込となることから、当期と同様に無配とすることを予定しておりま

す。 

(4）継続企業の前提に関する重要事象等 

当社グループは、前期に大幅な当期純損失を計上致しましたが、平成22年３月期におきましては、社内改革プロ

ジェクトを立ち上げ、取締役会及び執行役員会との連携のもとに策定した経営合理化計画を実行し、生産拠点の見直

しを核とした人員削減、グループ全役員及び社員を対象とした報酬並びに給与の減額、また製造経費・一般管理販売

費の大幅削減、これらと併せて生産技術・生産管理及び製造における改善策の実施により収益力の向上及び経営基盤

の強化を図って参りました。 

この結果、当連結会計年度におきましては、営業利益、経常利益、当期利益の黒字化を達成することができまし

た。また、国の保証による長期運転資金借入も実行され、財務状況およびキャッシュフローの状況も大きく改善され

ることとなりました。 

但し、国内外の自動車メーカーによる新車開発計画に係る金型市場への需要動向の不透明さは依然として払拭で

きない状況の中、相応の受注量の確保及び営業努力による利益維持の確実性は、不透明であり、継続企業の前提に重

要な疑義が存在しております。 

 連結財務諸表提出会社である当社は、当該状況を解消すべく、平成23年３月期におきましても、役員及び管理職者

に係る報酬及び給与の減額、更なる強力な経費削減策の実施、並びに「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する

特別措置法」に基づく事業再構築計画として認定されております全社を挙げた原価低減計画を確実に実行すること

で、当社グループの収益・財務状況の改善に臨むものと考えております。  
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 当社グループ（当社及び関係会社）は、当社（株式会社富士テクニカ）、子会社４社及び関連会社３社により構成さ

れており、自動車用プレス金型等各種金型及び自動車用溶接治具の製造販売を主たる業務としております。 

当社グループ主要各社の位置づけ等は次のとおりであります。 

 当社が自動車用プレス金型の製造販売を行い、㈱富士アセンブリシステムが自動車用溶接治具を製作し、当社はこれ

を、当社プレス金型と一体化した販売を行っております。また、海外ではインドネシアにおいて、フジテクニカインド

ネシア社がアジア向の受注を主に製造販売を行い、当社の金型加工の請負も行っております。更に、中国では、烟台富

士沃森技術有限公司が当社の設計技術のサポートを行い、烟台三井富士汽車模具有限公司においては自動車用アセンブ

リパネルの生産を行なっております。 

また、㈱富士テクニカサービスがグループ内管理業務請負事業を行っております。 

〔事業系統図〕 

  

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、自動車車体用金型製作の専業メーカーである当社が中心となって、常に時代をリードする製品の

開発に取組み、世界の顧客に魅力のある製品提供と車体開発の技術を提案のできる 強の技術集団を目指していきま

す。 

(2）目標とする経営指標 

 当社は、キャッシュフローを重視する経営を前提とした上で、売上高経常利益率及びROE（株主資本利益率）を重

点経営指標とし、より利益率の高い受注確保に注力していく考えであります。 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社は、「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」の事業再構築計画を経済産業省に提出いたし

ました。昨年平成21年９月28日付でこれの認定を取得し、平成25年３月期を 終年度とする、同計画に取り組んでお

ります。 

（認定事業再構築計画の目標） 

 同計画は、メーカーとしての信用力、従業員及び株主等ステークホルダーから寄せられる公開企業としての企業価

値を維持していく為の事業改革を図るべく策定した事業再構築計画であり、当社現況に鑑み、新規設備を導入するの

ではなく、既存設備を活かしつつ、従業員各人の技術力、知恵等といった人的資源など、現在当社が有している経営

資源を 大限に有効活用する方針であります。具体的には、自動車車体プレス用金型事業における製造工程の見直し

による省力化、効率的な外注活用等によるコスト削減、設備の能率の向上を図り、商品の生産を著しく効率化させる

こととしております。 

（事業再構築の内容） 

① 製造工程の見直しによる生産効率の向上 

・機械台数と人員配置の見直しによる生産効率の向上 

・３Ｄ設計による効率化 

・玉成（金型の精度確保作業）対策による効率化 

・ベディング（金型の面合わせ作業）の効率化 

② 各製造進捗状況の可視化による人員の 適配置、作業負担の平準化及び工場負荷管理の「見える化」（システム

の変更） 

③ 効率的な外注活用 

④ 原価低減の徹底(社内標準原価確立による見積・予算・採算管理に係る精緻な原価把握) 

⑤ 実行・検証のための組織改変（生産管理部・工程予算管理者の対応） 

 以上の施策をもって、外部環境に左右されない利益体質への企業再構築に注力、併せて提案型営業への転換と車体

エンジニアリング提供を核とした営業展開で、受注機会の増大と差別化を図り、安定した利益率の高い受注を確保す

ることにより、2010年度の黒字化を目指しております。 

３．経営方針
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(4）会社の対処すべき課題 

 当社グループにおきましては、「持続可能な世界 強の金型エンジニアリング会社へ向けての基礎作り」を重点戦

略に掲げ以下の施策に取り組むことが当面の会社の対処すべき課題と認識しております。 

① 創業理念への回帰、「物作り」への原点回帰 

・５Ｓの徹底による環境改善と効率化を図る。 

② 次世代へ向けた人材育成 

・蓄積された技術の伝承に注力する。 

③ 外部環境に左右されない利益体質の確立 

・生産効率向上への飽くなき挑戦をする。 

・工場負荷管理の「見える化」を確立する。 

④ 受注機会の増大と差別化により安定した利益率の高い受注確保 

・提案型営業への転換を図る。 

・車体エンジニアリング部門の強化育成に取り組む。 

・海外拠点（海外関連会社）の戦略的活用を強化する。 

・海外金型メーカーとの積極的なタイアップによる外注戦略の確立を図る。 

 顧客へ「高品質なボディー」をより短納期・低コストで提供することを 重要課題に掲げ、以上のような施策への

展開に注力してまいります。この結果、次世代を担う車体開発メーカーとして、より顧客にアピールできる企業を築

き上げ、オンリーワン企業を目指してまいります。 

(5）内部管理体制の整備・運用状況 

 有価証券上場規定第８条の３及び適時開示規則第10条第３項に規定するコーポレート・ガバナンスに関する報告書

の「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」において記載される事項となります。 
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

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 2,287,381 2,336,539

受取手形及び売掛金 4,713,044 5,461,156

仕掛品 7,239,861 2,829,315

未収還付法人税等 5,615 1,713

為替予約 － 20,208

その他 704,749 237,031

貸倒引当金 △86,450 △83,405

流動資産合計 14,864,201 10,802,560

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※3  2,399,053 ※3  2,272,591

機械装置及び運搬具（純額） ※3  1,039,446 ※3  682,052

土地 ※3  2,430,572 ※3  2,430,572

リース資産（純額） － 125,034

建設仮勘定 8,238 －

その他（純額） 73,404 48,048

有形固定資産合計 ※2  5,950,714 ※2  5,558,299

無形固定資産   

ソフトウエア 116,717 74,220

その他 29,705 28,005

無形固定資産合計 146,422 102,225

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  390,269 ※1  562,833

長期貸付金 418,400 273,409

長期預金 － 420,108

破産更生債権等 88,917 88,917

その他 ※1  848,127 ※1  974,861

貸倒引当金 △93,340 △94,798

投資その他の資産合計 1,652,375 2,225,332

固定資産合計 7,749,512 7,885,857

資産合計 22,613,714 18,688,418
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（単位：千円）

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 2,761,248 1,619,682

短期借入金 ※3  13,600,977 ※3  11,032,111

リース債務 － 24,471

未払法人税等 7,618 12,898

前受金 2,272,199 567,621

為替予約 123,015 －

その他 993,878 259,775

流動負債合計 19,758,937 13,516,559

固定負債   

長期借入金 ※3  1,096,971 ※3  2,906,062

長期未払金 21,325 17,060

退職給付引当金 1,393,143 1,378,498

役員退職慰労引当金 170,237 171,320

リース債務 － 105,980

繰延税金負債 29,001 54,410

その他 7,500 5,460

固定負債合計 2,718,178 4,638,792

負債合計 22,477,116 18,155,352

純資産の部   

株主資本   

資本金 910,174 910,174

資本剰余金 734,930 734,930

利益剰余金 △1,504,549 △1,204,717

自己株式 △13,735 △13,735

株主資本合計 126,821 426,653

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △6,448 34,455

為替換算調整勘定 △48,601 △1,239

評価・換算差額等合計 △55,050 33,216

新株予約権 64,827 72,877

少数株主持分 － 319

純資産合計 136,598 533,066

負債純資産合計 22,613,714 18,688,418
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

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 19,437,169 15,832,521

売上原価 ※3,6  20,125,290 ※3,6  14,592,116

売上総利益又は売上総損失（△） △688,120 1,240,405

販売費及び一般管理費 ※1,3  1,171,954 ※1,3  844,288

営業利益又は営業損失（△） △1,860,075 396,116

営業外収益   

受取利息 21,810 14,404

受取配当金 13,755 3,461

持分法による投資利益 151,072 186,903

助成金収入 － 142,286

その他 108,865 133,892

営業外収益合計 295,503 480,948

営業外費用   

支払利息 353,620 399,948

為替差損 371,331 145,543

その他 80,788 73,795

営業外費用合計 805,739 619,286

経常利益又は経常損失（△） △2,370,311 257,778

特別利益   

固定資産売却益 ※4  890 ※4  49,988

貸倒引当金戻入額 － 1,241

関係会社清算益 23,000 －

その他 9,612 1,558

特別利益合計 33,503 52,788

特別損失   

固定資産除却損 ※2  4,247 ※2  5,275

固定資産売却損 7 2,000

事業撤退損 ※5  1,167,247 －

貸倒引当金繰入額 24,015 －

貸倒損失 19,029 －

その他 1,148 －

特別損失合計 1,215,696 7,275

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△3,552,504 303,290

法人税、住民税及び事業税 7,010 4,693

過年度法人税等 － 1,687

法人税等調整額 484,390 △3,242

法人税等合計 491,400 3,138

少数株主利益又は少数株主損失（△） △92,137 319

当期純利益又は当期純損失（△） △3,951,768 299,832
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

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 910,174 910,174

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 910,174 910,174

資本剰余金   

前期末残高 734,930 734,930

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 734,930 734,930

利益剰余金   

前期末残高 2,511,459 △1,504,549

当期変動額   

剰余金の配当 △64,240 －

当期純利益又は当期純損失（△） △3,951,768 299,832

当期変動額合計 △4,016,008 299,832

当期末残高 △1,504,549 △1,204,717

自己株式   

前期末残高 △13,703 △13,735

当期変動額   

自己株式の取得 △32 －

当期変動額合計 △32 －

当期末残高 △13,735 △13,735

株主資本合計   

前期末残高 4,142,861 126,821

当期変動額   

剰余金の配当 △64,240 －

当期純利益又は当期純損失（△） △3,951,768 299,832

自己株式の取得 △32 －

当期変動額合計 △4,016,040 299,832

当期末残高 126,821 426,653
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（単位：千円）

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 53,094 △6,448

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △59,543 40,903

当期変動額合計 △59,543 40,903

当期末残高 △6,448 34,455

為替換算調整勘定   

前期末残高 － △48,601

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △48,601 47,362

当期変動額合計 △48,601 47,362

当期末残高 △48,601 △1,239

評価・換算差額等合計   

前期末残高 53,094 △55,050

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △108,144 88,266

当期変動額合計 △108,144 88,266

当期末残高 △55,050 33,216

新株予約権   

前期末残高 23,529 64,827

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 41,297 8,049

当期変動額合計 41,297 8,049

当期末残高 64,827 72,877

少数株主持分   

前期末残高 92,637 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △92,637 319

当期変動額合計 △92,637 319

当期末残高 － 319

純資産合計   

前期末残高 4,312,123 136,598

当期変動額   

剰余金の配当 △64,240 －

当期純利益又は当期純損失（△） △3,951,768 299,832

自己株式の取得 △32 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △159,484 96,635

当期変動額合計 △4,175,525 396,468

当期末残高 136,598 533,066
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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損失（△） △3,552,504 303,290

減価償却費 523,393 443,120

持分法による投資損益（△は益） △151,072 △186,903

退職給付引当金の増減額（△は減少） △81,513 △14,645

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,437 1,083

賞与引当金の増減額（△は減少） △267,342 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 37,728 △1,586

受取利息及び受取配当金 △35,565 △17,865

支払利息 353,620 399,948

固定資産売却損益（△は益） △883 △47,988

固定資産除却損 4,247 5,275

売上債権の増減額（△は増加） 905,451 △748,111

たな卸資産の増減額（△は増加） 878,149 4,419,991

未収消費税等の増減額（△は増加） △241,009 389,835

仕入債務の増減額（△は減少） △1,511,022 △1,648,106

前受金の増減額（△は減少） 849,854 △1,704,577

為替差損益（△は益） △135,570 197,835

事業撤退損失 1,167,247 －

その他 236,344 △280,148

小計 △1,012,008 1,510,448

利息及び配当金の受取額 37,375 17,969

利息の支払額 △359,273 △386,551

法人税等の支払額 △15,018 △10,402

法人税等の還付額 54,618 13,202

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,294,307 1,144,666

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △818,618 △2,322,218

定期預金の払戻による収入 327,135 2,690,641

有形固定資産の取得による支出 △570,485 △25,710

無形固定資産の取得による支出 △74,100 △3,225

有形固定資産の売却による収入 21 183,228

投資有価証券の取得による支出 △901 △3,045

投資有価証券の売却による収入 － 4,700

貸付けによる支出 △7,400 △24,439

貸付金の回収による収入 122,508 139,875

その他 29,127 6,435

投資活動によるキャッシュ・フロー △992,713 646,242
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（単位：千円）

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） 1,359,288 △2,615,495

長期借入れによる収入 412,000 2,650,000

長期借入金の返済による支出 △1,098,398 △794,280

配当金の支払額 △64,209 △278

少数株主への配当金の支払額 △500 －

自己株式の取得による支出 △32 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 608,149 △760,054

現金及び現金同等物に係る換算差額 137,290 △193,163

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,541,580 837,690

現金及び現金同等物の期首残高 2,394,072 852,491

現金及び現金同等物の期末残高 852,491 1,690,182
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継続企業の前提に関する注記

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） 

 当社グループは、平成18年３月期において当期純損失

1,069,747千円、平成19年３月期において当期純損失

623,109千円を計上し、平成20年３月期においても経常損

失742,471千円、当期純損失1,024,959千円を計上、更に当

連結会計年度においても経常損失2,370,311千円、当期純

損失3,951,768千円を計上しており、４期連続の大幅な当

期純損失となっております。この結果、継続企業の前提に

重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。

 当社グループは、当該状況を解消すべく、社内改革プロ

ジェクトチームを立ち上げ、取締役会及び執行役員会との

連携のもとに策定した経営合理化計画を当社グループにお

いて実施中であり、生産拠点の見直しを核とした人員削減

策、グループ全役員及び社員を対象とした、役員報酬並び

に給与の減額、また、製造経費・一般管理販売費の削減、

これらと併せて生産技術・生産管理及び製造における改善

策の実施により収益力の向上及び経営基盤の強化を図って

おります。特に、生産拠点を従前の３工場体制から２工場

に集約、生産効率を図ることによる、年間の固定費削減幅

は大きく、当該計画を確実に実行することで、当社グルー

プの財務状況は必ずや改善するものと考えております。 

 しかし、これらの改善策は進めている途上であるため、

現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め

られます。なお、連結財務諸表は、継続企業を前提として

作成されており、継続企業の前提に関する重要な不確実性

の影響を連結財務諸表に反映しておりません。 

当社グループは、前期に大幅な当期純損失を計上致しま

したが、平成22年３月期におきましては、社内改革プロジ

ェクトを立ち上げ、取締役会及び執行役員会との連携のも

とに策定した経営合理化計画を実行し、生産拠点の見直し

を核とした人員削減、グループ全役員及び社員を対象とし

た報酬並びに給与の減額、また製造経費・一般管理販売費

の大幅削減、これらと併せて生産技術・生産管理及び製造

における改善策の実施により収益力の向上及び経営基盤の

強化を図って参りました。 

この結果、当連結会計年度におきましては、営業利益、

経常利益、当期利益の黒字化を達成することができまし

た。また、国の保証による長期運転資金借入も実行され、

財務状況およびキャッシュフローの状況も大きく改善され

ることとなりました。 

但し、国内外の自動車メーカーによる新車開発計画に係

る金型市場への需要動向の不透明さは依然として払拭でき

ない状況の中、相応の受注量の確保及び営業努力による利

益維持の確実性は、不透明であり、継続企業の前提に重要

な疑義が存在しております。 

 連結財務諸表提出会社である当社は、当該状況を解消す

べく、平成23年３月期におきましても、役員及び管理職者

に係る報酬及び給与の減額、更なる強力な経費削減策の実

施、並びに「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する

特別措置法」に基づく事業再構築計画として認定されてお

ります全社を挙げた原価低減計画を確実に実行すること

で、当社グループの収益・財務状況の改善に臨むものと考

えております。 

 しかしながら、現状況を前提とし、当該対応を行った上

でも、中国における同業他社の台頭、業界の構造的問題を

勘案すると、手許の受注力の確実性および安定的な収益の

維持が不透明な状況であることから、継続企業の前提に関

する重要な不確実性が認められます。 

 連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、

上記のような重要な不確実性の影響を連結財務諸表には反

映しておりません。 
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連結財務諸表作成における基本となる重要な事項

項目 
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．連結の範囲に関する事項 連結子会社は、㈱富士アセンブリシステ

ム、㈱富士テクニカサービスの２社であり

ます。非連結子会社（烟台富士沃森技術有

限公司他１社）は、いずれも小規模であ

り、合計の総資産、売上高、純損益（持分

に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合

う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要

な影響を及ぼしていないため連結の範囲か

ら除外しております。 

同左 

２．持分法の適用に関する事

項 

関連会社のうち、フジテクニカインドネシ

ア社及び烟台三井富士汽車模具有限公司に

ついては持分法を適用しております。 

持分法を適用していない非連結子会社（烟

台富士沃森技術有限公司他１社）は純損益

（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分

に見合う額）等に及ぼす影響は軽微であ

り、かつ全体としても重要性がないため、

持分法の適用範囲から除外しております。

なお、 関連会社、南京富士汽車技術有限

公司は当連結会計年度において清算してお

ります。  

持分法適用会社のうち、決算日が連結決算

日と異なる会社については、各社の事業年

度に係る財務諸表を使用しております。 

関連会社のうち、フジテクニカインドネシ

ア社及び烟台三井富士汽車模具有限公司に

ついては持分法を適用しております。 

持分法を適用していない非連結子会社（烟

台富士沃森技術有限公司他１社）は純損益

（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分

に見合う額）等に及ぼす影響は軽微であ

り、かつ全体としても重要性がないため、

持分法の適用範囲から除外しておりま

す。  

持分法適用会社のうち、決算日が連結決算

日と異なる会社については、各社の事業年

度に係る財務諸表を使用しております。 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致

しております。 

同左 

４．会計処理基準に関する事

項 

    

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

１．有価証券 

(1）売買目的有価証券 

……時価法 

（売却原価は移動平均法により

算定） 

１．有価証券 

(1）売買目的有価証券 

同左 

  (2）満期保有目的債券 

……償却原価法（定額法） 

(2）満期保有目的債券 

同左 

  (3）その他有価証券 

時価のあるもの 

……決算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） 

(3）その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

……移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

  ２．デリバティブ 

時価法 

２．デリバティブ 

同左 

㈱富士テクニカ（6476）平成22年３月期 決算短信

－ 17 －



  

項目 
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） 

  ３．たな卸資産 

主として個別法による原価法（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) 

３．たな卸資産 

同左 

  （会計方針の変更） 

 「棚卸資産の評価に関する会計基準」

(企業会計基準委員会 平成18年７月５日公

表分 企業会計基準第９号)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(収益性の低下による簿価の切

下げの方法)に変更しております。この変

更により営業損失、経常損失及び税金等調

整前当期純損失はそれぞれ 百万円増加

しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、

当該箇所に記載しております。  

252

──────── 

  

(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） 

当社および連結子会社は、定率法によ

っており、平成10年４月１日以降に取

得した建物（建物附属設備を除く）に

ついては、定額法を採用しておりま

す。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。 

１．有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  建物及び構築物 ７～39年

機械装置及び運搬具 ３～10年

  

  ２．無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用しております。なお、自

社利用のソフトウェアについては、社

内における利用可能期間（５年）に基

づく定額法を採用しております。 

２．無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  ３．リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取

引に係るリース資産 

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。なお、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引のうち、リース取引開

始日が平成20年３月31日以前のリース

取引については、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によってお

ります。 

３．リース資産 

同左 
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項目 
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） 

(3）重要な引当金の計上基

準 

１．貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるた

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検討し、

回収不能見込額を計上しております。

１．貸倒引当金 

同左 

  ２．賞与引当金 

当社および連結子会社は、従業員等に

対し支給する賞与の支給に備えるた

め、将来の支給見込額のうち当連結会

計年度の負担額を計上しております。

２．賞与引当金 

同左 

  ３．退職給付引当金 

当社および連結子会社は、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の見込額に基

づき計上しております。過去勤務債務

は、その発生時の従業員の平均残存勤

務時間以内の一定の年数（５年）によ

る定額法により費用処理することとし

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

以内の一定の年数（５年）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。 

３．退職給付引当金 

同左 

  ４．役員退職慰労引当金 

当社は、役員に対する退職慰労金の支

給に備えるため、当社の内規に基づく

期末要支給額を計上しております。 

４．役員退職慰労引当金 

同左 

(4）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物

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。 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物

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。なお、在外

子会社等の資産及び負債は、連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、収益及

び費用は期中平均相場により円貨に換算

し、換算差額は純資産の部における為替換

算調整勘定に含めております。 

(5）重要なリース取引の処

理方法について 

──────── ──────── 

(6）売上計上基準について 完成引渡基準によっております。  当連結会計年度に製造着手した契約か

ら、当連結会計年度末までの進捗部分につ

いて成果の確実性が認められる場合には工

事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価

比例法)を、その他の契約には完成引渡基

準を適用しております。 

(7）重要なヘッジ会計の方

法 

──────── ──────── 

(8）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 

税抜方式によっております。 

 １．消費税等の会計処理 

同左 
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項目 
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） 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価について

は、全面時価評価法を採用しております。

同左 

６．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容

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カ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。 

同左 
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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

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） 

（リース取引に関する会計基準の適用） 

 所有権移転外のファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によってお

りましたが、「リース取引に関する会計基準」(企業会計

基準第13号(平成５年６月17日(企業会計審議会第一部

会)、平成19年３月30日改正))及び「リース取引に関する

会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号(平成

６年１月18日(日本公認会計士協会 会計制度委員会)、平

成19年３月30日改正))を適用し、通常の売買取引に準じた

会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナ

ンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法につ

いては、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。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外

ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理を採用しておりま

す。これによる損益に与える影響は軽微であります。 

───────────── 

───────────── （完成工事高及び完成工事原価の計上基準の適用） 

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、完

成引渡基準を適用しておりましたが、「工事契約に関す

る会計基準」(企業会計基準第15号 平成19年12月27日)及

び「工事契約に関する会計基準の適用指針」(企業会計基

準適用指針第18号 平成19年12月27日)を当連結会計年度

より適用し、当連結会計年度に製造着手した契約から、

当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性

が認められる場合には工事進行基準(工事の進捗率の見積

りは原価比例法)を、その他の契約には完成引渡基準を適

用しております。この変更により、当連結会計年度の売

上高は1,089,886千円増加し、営業利益、経常利益及び税

金等調整前当期純利益は、それぞれ183,630千円増加して

おります。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記

載しております。 
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

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） 

＊１．非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のと

おりであります。 

＊１．非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のと

おりであります。 

投資その他の資産の「その他」 806,036千円

投資その他の資産の「投資有価証

券」 
77,532千円

投資その他の資産の「その他」 930,968千円

投資その他の資産の「投資有価証

券」 
186,866千円

＊２．有形固定資産の減価償却累計額 12,484,392千円 ＊２．有形固定資産の減価償却累計額 13,071,140千円

減価償却累計額には減損損失累計額が含まれており

ます。 

減価償却累計額には減損損失累計額が含まれており

ます。 

＊３．担保に供している資産並びに担保付債務は次のとお

りであります。 

＊３．担保に供している資産並びに担保付債務は次のとお

りであります。 

（担保資産）         

定期預金 1,434,883千円 (－)千円 

建物及び構築物 2,345,589  (1,337,064)  

機械装置 

及び運搬具 

743,443  (743,443)   

土地 2,421,441  (1,312,889)   

 計 6,945,359  (3,393,398)   

          

（担保付債務）         

短期借入金 5,030,000千円 (5,030,000)千円 

長期借入金 366,269  (－)   

 計 5,396,269  (5,030,000)   

（担保資産）         

定期預金 1,409,150千円 (－)千円 

有価証券 153,052  (－)  

建物及び構築物 2,222,246  (1,261,432)  

機械装置 

及び運搬具 

560,883  (560,883)   

土地 2,421,441  (1,312,889)   

 計 6,766,775  (3,135,205)   

（担保付債務）         

短期借入金 13,880,000千円 (13,880,000)千円 

長期借入金 493,318  (－)   

 計 14,373,318  (13,880,000)   

上記の（ ）は内書で、工場財団抵当並びに当該債

務を示しております。 

上記の（ ）は内書で、工場財団抵当並びに当該債

務を示しております。 

 ４．偶発債務 

下記会社の借入金等に対する保証 

烟台三井富士汽車模具有限公

司 

245,575千円

 ４．偶発債務 

下記会社の借入金等に対する保証 

烟台三井富士汽車模具有限公

司 

382,420千円

 ５．受取手形割引高 93,698千円

   売上債権流動化に伴う遡及義務 457,836千円

 ５．受取手形割引高 －千円

   売上債権流動化に伴う遡及義務 341,200千円
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（連結損益計算書関係）

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．販売費及び一般管理費の主なものは、次のとおりで

あります。 

＊１．販売費及び一般管理費の主なものは、次のとおりで

あります。 

給料手当 533,790千円 

退職給付引当金繰入額 10,348  

減価償却費 52,417  

旅費交通費 89,817  

給料手当 368,888千円 

支払手数料 79,626  

旅費交通費 74,524  

減価償却費 47,251  

＊２．固定資産除却損の主なものは、機械装置及び器具備

品の除却によるものであります。 

＊２．固定資産除却損の主なものは、機械装置及び器具備

品の除却によるものであります。 

＊３．一般管理費及び当期製造費用に

含まれる研究開発費 10,442千円 

＊３．一般管理費及び当期製造費用に

含まれる研究開発費 9,963千円 

＊４．固定資産売却益の主なものは、機械装置の売却によ

るものであります。 

＊４．固定資産売却益の主なものは、機械装置の売却によ

るものであります。 

＊５．事業撤退損 

 事業撤退損は当社新潟工場の閉鎖にかかる損失であり、

その内訳は以下のとおりであります。 

 なお、上記減損損失は以下の資産グループについて計上

したものであります。 

  

  

 当社グループは管理会計の区分を基本に、原則として工

場資産は工場単位に、遊休資産については物件単位にグ

ルーピングをおこなっています。 

 当社新潟工場の閉鎖を決定したことにより遊休資産と

なり今後使用する見込みがないため帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額を事業撤退損1,056,949千円

として特別損失に計上いたしました。その内訳は建物

493,954千円、機械装置86,801千円、土地72,601千円、リ

ース資産388,523千円、その他15,070千円であります。 

 なお、当該資産グループの回収可能価額は正味売却価

額により測定しております。 

 正味売却価額は、土地については近隣の売買価額等勘

案した合理的な見積額、建物は固定資産税評価額等を基

礎にし、リース資産はリース会社からの見積額、その他

の資産については零として評価しております。 

減損損失 1,056,949千円 

特別退職一時金 110,298  

 計 1,167,247  

場所 用途 種類 
減損損失 

（千円）  

当社新潟工場 
（新潟県西蒲
原郡） 

自動車用プ
レス金型製
造設備 

建物、機械
装置及び土
地等 

1,056,949

 ５．    ──────────── 

  

＊６．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれ

ております。 

252,218千円 

＊６．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれ

ております。 

千円 160,521
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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） 

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 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加100株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

 ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

（注）平成21年３月31日現在、新株予約権を行使することができる期間は到来しておりません。 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(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 

該当事項はありません。 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
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  8,043,418  －  －  8,043,418

合計  8,043,418  －  －  8,043,418

自己株式         

普通株式  13,353  100  －  13,453

合計  13,353  100  －  13,453

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 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計
年度末残高
（百万円）

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 

提出会社 
ストック・オプション

としての新株予約権 
－  －  －  －  －  64,827

合計 －  －  －  －  －  64,827

  
（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 

平成20年６月27日 

定時株主総会 
普通株式  64,240  8 平成20年３月31日 平成20年６月30日 
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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 

  

 ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

（注）平成22年３月31日現在、新株予約権を行使することができる期間は到来しておりません。 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

該当事項はありません。 

(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 

該当事項はありません。 

  
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  8,043,418  －  －  8,043,418

合計  8,043,418  －  －  8,043,418

自己株式         

普通株式  13,453  －  －  13,453

合計  13,453  －  －  13,453

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 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計
年度末残高
（百万円）

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 

提出会社 
ストック・オプション

としての新株予約権 
－  －  －  －  －  72,877

合計 －  －  －  －  －  72,877
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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．現金及び現金同等物の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 

１．現金及び現金同等物の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21年３月31日現在） （平成21年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 2,287,381千円 

預入期間が３ヶ月を超える定期預

金 

△1,434,890  

現金及び現金同等物 852,491千円 

現金及び預金勘定 2,336,539千円 

預入期間が３ヶ月を超える定期預

金 

△646,357  

現金及び現金同等物 1,690,182千円 
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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。 

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。 

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。 

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。 

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。 

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。 

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。 

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。 

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。 

（リース取引関係）

（金融商品関係）

（有価証券関係）

（デリバティブ取引関係）

（退職給付関係）

（ストック・オプション等関係）

（税効果会計関係）

（企業結合等関係）

（賃貸等不動産関係）
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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） 

 （注）１．製品の種類、性質、製造方法、販売方法等の類似性、損益集計区分及び関連資産等に照らし、事業区分を行

っております。 

２．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32,550千円であり、親会社の総務・

財務部門等、一般管理部門に係る費用であります。 

３．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1,733,512千円であり、親会社での余資運用資

金（現金・預金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）であります。 

会計方針の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

当連結会計年度 

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（追加情報）」に記載のとおり、当連結会計年度より当社及

び国内連結子会社は、「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基

準第９号)を適用し、評価基準については原価法から原価法(収益性の低下による簿価の切下げの方法)に変更して

おります。この変更により営業損失、経常損失及び税金等調整前当期純損失が、自動車用プレス金型事業におきま

しては97,000千円、自動車用溶接治具事業におきましては155,218千円それぞれ増加しております。  

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
自動車用プレ
ス金型事業 

（千円） 

自動車用溶接
治具事業 

（千円） 
計（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業利益           

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  10,767,112  8,670,056  19,437,169  －  19,437,169

(2）セグメント間の内部売上高  －  1,741,776  1,741,776 (1,741,776)  －

計  10,767,112  10,411,833  21,178,946 (1,741,776)  19,437,169

営業費用  12,471,760  10,534,711  23,006,471 (1,709,226)  21,297,244

営業損益  △1,704,647  △122,878  △1,827,525 (32,550)  △1,860,075

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失及

び資本的支出 
          

資産  18,282,596  3,579,706  21,862,302  751,411  22,613,714

減価償却費  406,765  116,627  523,393  －  523,393

減損損失  1,056,949  －  1,056,949  －  1,056,949

資本的支出  368,985  391,085  760,070  －  760,070
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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） 

 （注）１．製品の種類、性質、製造方法、販売方法等の類似性、損益集計区分及び関連資産等に照らし、事業区分を行

っております。 

２．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24,028千円であり、親会社の総務・

財務部門等、一般管理部門に係る費用であります。 

３．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1,843,488千円であり、親会社での余資運用資

金（現金・預金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）であります。 

会計方針の変更 

（完成工事高及び完成工事原価の計上基準） 

当連結会計年度 

 「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」に記載のとおり、当連結会計年度より、「工事契約

に関する会計基準」(企業会計基準第15号 平成19年12月27日)及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」(企業

会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日)を当連結会計年度より適用し、当連結会計年度に製造着手した契約か

ら、当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる場合には工事進行基準(工事の進捗率の

見積りは原価比例法)を、その他の契約には完成引渡基準を適用しております。この変更により、当連結会計年度

の売上高は自動車用プレス金型事業において1,089,886千円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純

利益は、それぞれ183,630千円増加しております。 

  
自動車用プレ
ス金型事業 

（千円） 

自動車用溶接
治具事業 

（千円） 
計（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業利益           

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  12,442,305  3,390,216  15,832,521  －  15,832,521

(2）セグメント間の内部売上高  －  69,585  69,585 (69,585)  －

計  12,442,305  3,459,802  15,902,107 (69,585)  15,832,521

営業費用  12,060,095  3,421,866  15,481,962 (45,556)  15,436,405

営業損益  382,209  37,935  420,145 (24,028)  396,116

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失及

び資本的支出 
          

資産  13,753,015  3,588,393  17,341,409  1,347,009  18,688,418

減価償却費  319,947  123,172  443,120  －  443,120

資本的支出  117,831  34,885  152,716  －  152,716
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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） 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を

省略しております。 

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） 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を

省略しております。 

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） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

(1）オセアニア………オーストラリア 

(2）アジア……………韓国、中国、インドネシア、インド 

(3）欧州………………ロシア 

(4）北米………………アメリカ 

(5）中南米……………アルゼンチン、ブラジル、メキシコ 

３．海外売上高は、当社及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。 

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） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

(1）オセアニア………オーストラリア 

(2）アジア……………韓国、中国、インドネシア、インド 

(3）欧州………………ロシア 

(4）北米………………アメリカ 

(5）中南米……………ブラジル、メキシコ 

３．海外売上高は、当社及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。 

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

  オセアニア アジア 欧州 北米 中南米 計 

海外売上高（千円）  －  8,345,593  1,440,615  57,066  4,845,338  14,688,614

連結売上高（千円）            19,437,169

連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
 －  42.9  7.4  0.3  24.9  75.6

  オセアニア アジア 欧州 北米 中南米 計 

海外売上高（千円）  －  9,678,155  702,711  2,033,004  165,505  12,579,376

連結売上高（千円）            15,832,521

連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
 －  61.1  4.4  12.8  1.0  79.5
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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。 

 （注） １株当たり当期純損益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（関連当事者情報）

（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  8円94銭 

１株当たり当期純損失金額 492円13銭 

１株当たり純資産額   円 銭 57 31

１株当たり当期純利益金額 円 銭 37 34

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失であ

るため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記

載しておりません。 

  
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） 

当期純損益（千円）  △3,951,768  299,832

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純損益（千円）  △3,951,768  299,832

期中平均株式数（株）  8,030,015  8,029,965

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 

平成19年６月28日 

定時株主総会決議 

ストック・オプション 

普通株式    393,000株 

平成19年６月28日 

定時株主総会決議 

ストック・オプション 

普通株式    株 353,000

（重要な後発事象）

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） 

─────── ─────── 
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

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 1,356,322 1,570,037

受取手形 10,150 2,000

売掛金 3,451,325 4,164,820

仕掛品 6,733,950 2,055,959

貯蔵品 25,456 17,573

未収入金 30,113 22,576

未収消費税等 257,195 －

未収還付法人税等 4,979 1,480

為替予約 － 20,208

その他 40,398 172,388

貸倒引当金 △72,467 △73,467

流動資産合計 11,837,424 7,953,577

固定資産   

有形固定資産   

建物 4,812,285 4,725,015

減価償却累計額 △2,280,424 △2,355,011

減損損失累計額 △562,900 △497,537

建物（純額） 1,968,961 1,872,466

構築物 292,649 292,649

減価償却累計額 △240,837 △247,616

減損損失累計額 △3,790 △3,790

構築物（純額） 48,021 41,242

機械及び装置 10,080,978 9,786,704

減価償却累計額 △9,115,733 △9,203,612

減損損失累計額 △86,801 △22,207

機械及び装置（純額） 878,443 560,883

車両運搬具 49,930 48,800

減価償却累計額 △46,140 △46,789

減損損失累計額 △241 －

車両運搬具（純額） 3,549 2,010

工具、器具及び備品 234,683 224,655

減価償却累計額 △190,091 △193,264

減損損失累計額 △4,225 △2,940

工具、器具及び備品（純額） 40,366 28,450

土地 2,196,669 2,196,669

リース資産 － 113,447

減価償却累計額 － △13,268

リース資産（純額） － 100,178

有形固定資産合計 5,136,011 4,801,901

無形固定資産   

電話加入権 2,295 2,295
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（単位：千円）

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) 

借地権 273 273

水道施設利用権 235 189

ソフトウエア 90,828 60,041

無形固定資産合計 93,632 62,799

投資その他の資産   

投資有価証券 312,736 375,966

関係会社株式 378,564 378,564

出資金 50 －

関係会社出資金 629,487 629,487

長期貸付金 10,000 5,000

関係会社長期貸付金 751,200 685,409

長期預金 － 420,108

長期前払費用 4,655 8,893

その他 1,856 1,060

貸倒引当金 △1,522 △1,380

投資その他の資産合計 2,087,028 2,503,110

固定資産合計 7,316,672 7,367,811

資産合計 19,154,097 15,321,389

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,692,329 499,686

買掛金 1,116,335 752,031

短期借入金 10,403,097 8,622,602

1年内返済予定の長期借入金 622,132 706,897

リース債務 － 19,231

未払金 546,480 28,501

未払法人税等 6,384 11,789

未払消費税等 － 24,021

未払費用 353,692 136,190

未払配当金 847 568

前受金 2,007,286 256,131

預り金 40,202 32,489

為替予約 123,015 －

流動負債合計 16,911,803 11,090,140

固定負債   

長期借入金 552,897 2,341,500

リース債務 － 85,121

繰延税金負債 29,001 54,410

退職給付引当金 1,286,311 1,276,950

役員退職慰労引当金 170,237 171,320

固定負債合計 2,038,446 3,929,302

負債合計 18,950,250 15,019,443
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（単位：千円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 910,174 910,174

資本剰余金   

資本準備金 734,930 734,930

資本剰余金合計 734,930 734,930

利益剰余金   

利益準備金 182,661 182,661

その他利益剰余金   

買換資産圧縮積立金 44,345 39,387

別途積立金 3,976,655 3,976,655

繰越利益剰余金 △5,689,564 △5,635,461

利益剰余金合計 △1,485,901 △1,436,757

自己株式 △13,735 △13,735

株主資本合計 145,468 194,613

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △6,448 34,455

評価・換算差額等合計 △6,448 34,455

新株予約権 64,827 72,877

純資産合計 203,847 301,945

負債純資産合計 19,154,097 15,321,389
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

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   

製品売上高 12,519,239 12,483,080

売上高合計 12,519,239 12,483,080

売上原価   

当期製品製造原価 13,503,459 11,664,166

その他の事業費用 1,035 －

売上原価合計 13,504,494 11,664,166

売上総利益又は売上総損失（△） △985,254 818,914

販売費及び一般管理費   

役員報酬 64,080 34,663

給料及び手当 264,578 199,180

退職給付引当金繰入額 5,700 4,982

役員退職慰労引当金繰入額 8,437 8,883

法定福利費 35,071 23,499

福利厚生費 11,516 6,644

旅費及び通信費 94,480 76,617

交際費 17,019 12,215

租税公課 58,430 10,088

支払手数料 62,716 55,551

修繕費 1,889 988

減価償却費 39,476 36,149

賃借料 27,150 27,005

その他 106,565 86,409

販売費及び一般管理費合計 797,115 582,879

営業利益又は営業損失（△） △1,782,369 236,034

営業外収益   

受取利息 25,120 18,880

受取配当金 16,255 3,460

助成金収入 － 30,947

雑収入 80,488 42,478

不動産賃貸料 93,600 110,573

営業外収益合計 215,464 206,341

営業外費用   

支払利息 289,960 342,666

賃貸収入原価 44,915 40,081

為替差損 78,075 27,465

その他 29,433 23,771

営業外費用合計 442,385 433,984

経常利益又は経常損失（△） △2,009,291 8,391
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（単位：千円）

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) 

特別利益   

固定資産売却益 890 49,857

関係会社清算益 9,292 －

特別利益合計 10,182 49,857

特別損失   

固定資産除却損 4,247 4,593

固定資産売却損 7 2,000

貸倒引当金繰入額 25,594 －

貸倒損失 9,582 －

子会社株式評価損 373,000 －

事業撤退損 1,236,194 －

特別損失合計 1,648,626 6,593

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △3,647,734 51,656

法人税、住民税及び事業税 6,384 4,067

過年度法人税等 － 1,687

法人税等調整額 358,961 △3,242

法人税等合計 365,345 2,511

当期純利益又は当期純損失（△） △4,013,079 49,144
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 （注） 

製造原価明細書

    
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） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

１．材料費    3,739,556  28.3  881,810  12.6

２．労務費 ＊１  3,529,924  26.7  2,069,282  29.6

３．経費 ＊２  5,931,388  44.9  4,035,081  57.8

当期製造総費用    13,200,868  100.0  6,986,174  100.0

期首仕掛品たな卸高    7,036,763    6,733,950   

計    20,237,632    13,720,125   

期末仕掛品たな卸高    6,733,950    2,055,959   

他勘定振替    △222    －   

当期製品製造原価    13,503,459    11,664,166   

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） 

 原価計算の方法は個別原価計算によっております。  原価計算の方法は個別原価計算によっております。 

＊１．労務費の主なものは、次のとおりであります。 ＊１．労務費の主なものは、次のとおりであります。 

給料手当 2,591,272千円 

法定福利費 312,567  

退職給付費用 99,593  

給料手当 1,607,759千円 

法定福利費 217,051  

退職給付費用 66,925  

＊２．経費の主なものは、次のとおりであります。 ＊２．経費の主なものは、次のとおりであります。 

外注加工費 4,597,952千円 

減価償却費 365,790  

消耗品費 107,465  

リース料 317,687  

外注加工費 3,087,150千円 

減価償却費 277,240  

リース料 269,228  

電力料 90,524  
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

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 910,174 910,174

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 910,174 910,174

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 734,930 734,930

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 734,930 734,930

資本剰余金合計   

前期末残高 734,930 734,930

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 734,930 734,930

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 182,661 182,661

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 182,661 182,661

その他利益剰余金   

買換資産圧縮積立金   

前期末残高 49,423 44,345

当期変動額   

買換資産圧縮積立金の取崩 △5,077 △4,958

当期変動額合計 △5,077 △4,958

当期末残高 44,345 39,387

別途積立金   

前期末残高 4,040,896 3,976,655

当期変動額   

別途積立金の取崩 △64,240 －

当期変動額合計 △64,240 －

当期末残高 3,976,655 3,976,655

繰越利益剰余金   

前期末残高 △1,681,562 △5,689,564

当期変動額   

買換資産圧縮積立金の取崩 5,077 4,958
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（単位：千円）

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) 

別途積立金の取崩 64,240 －

剰余金の配当 △64,240 －

当期純利益又は当期純損失（△） △4,013,079 49,144

当期変動額合計 △4,008,002 54,102

当期末残高 △5,689,564 △5,635,461

利益剰余金合計   

前期末残高 2,591,417 △1,485,901

当期変動額   

買換資産圧縮積立金の取崩 － －

別途積立金の取崩 － －

剰余金の配当 △64,240 －

当期純利益又は当期純損失（△） △4,013,079 49,144

当期変動額合計 △4,077,319 49,144

当期末残高 △1,485,901 △1,436,757

自己株式   

前期末残高 △13,703 △13,735

当期変動額   

自己株式の取得 △32 －

当期変動額合計 △32 －

当期末残高 △13,735 △13,735

株主資本合計   

前期末残高 4,222,820 145,468

当期変動額   

剰余金の配当 △64,240 －

当期純利益又は当期純損失（△） △4,013,079 49,144

自己株式の取得 △32 －

当期変動額合計 △4,077,351 49,144

当期末残高 145,468 194,613

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 53,094 △6,448

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △59,543 40,903

当期変動額合計 △59,543 40,903

当期末残高 △6,448 34,455

評価・換算差額等合計   

前期末残高 53,094 △6,448

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △59,543 40,903

当期変動額合計 △59,543 40,903
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（単位：千円）

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) 

当期末残高 △6,448 34,455

新株予約権   

前期末残高 23,529 64,827

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 41,297 8,049

当期変動額合計 41,297 8,049

当期末残高 64,827 72,877

純資産合計   

前期末残高 4,299,445 203,847

当期変動額   

剰余金の配当 △64,240 －

当期純利益又は当期純損失（△） △4,013,079 49,144

自己株式の取得 △32 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △18,245 48,953

当期変動額合計 △4,095,597 98,097

当期末残高 203,847 301,945

㈱富士テクニカ（6476）平成22年３月期 決算短信

－ 40 －



継続企業の前提に関する注記

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） 

 当社は、平成18年３月期において当期純損失1,446,949

千円、平成19年３月期において当期純損失316,296千円を

計上し、平成20年３月期においても経常損失848,000千

円、当期純損失1,433,195千円を計上、更に当会計年度に

おいても経常損失2,009,291千円、当期純損失4,013,079千

円を計上しており、４期連続の大幅な当期純損失となって

おります。この結果、継続企業の前提に重要な疑義を生じ

させるような状況が存在しております。 

 当社は、当該状況を解消すべく、社内改革プロジェクト

チームを立ち上げ、取締役会及び執行役員会との連携のも

とに策定した経営合理化計画を当社において実施中であ

り、生産拠点の見直しを核とした人員削減策、全役員及び

社員を対象とした、役員報酬並びに給与の減額、また、製

造経費・一般管理販売費の削減、これらと併せて生産技

術・生産管理及び製造における改善策の実施により収益力

の向上及び経営基盤の強化を図っております。特に、生産

拠点を従前の３工場体制から２工場に集約、生産効率を図

ることによる、年間の固定費削減幅は大きく、当該計画を

確実に実行することで、当社の財務状況は必ずや改善する

ものと考えております。 

 しかし、これらの改善策は進めている途上であるため、

現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め

られます。なお、財務諸表は、継続企業を前提として作成

されており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影

響を財務諸表に反映しておりません。 

当社は、前期に大幅な当期純損失を計上致しましたが、

平成22年３月期におきましては、社内改革プロジェクトを

立ち上げ、取締役会及び執行役員会との連携のもとに策定

した経営合理化計画を実行し、生産拠点の見直しを核とし

た人員削減、全役員及び社員を対象とした報酬並びに給与

の減額、また製造経費・一般管理販売費の大幅削減、これ

らと併せて生産技術・生産管理及び製造における改善策の

実施により収益力の向上及び経営基盤の強化を図って参り

ました。 

この結果、当事業年度におきましては、営業利益、経常

利益、当期利益の黒字化を達成することができました。ま

た、国の保証による長期運転資金借入も実行され、財務状

況およびキャッシュフローの状況も大きく改善されること

となりました。 

但し、国内外の自動車メーカーによる新車開発計画に係

る金型市場への需要動向の不透明さは依然として払拭でき

ない状況の中、相応の受注量の確保及び営業努力による利

益維持の確実性は、不透明であり、継続企業の前提に重要

な疑義が存在しております。 

 財務諸表提出会社である当社は、当該状況を解消すべ

く、平成23年３月期におきましても、役員及び管理職者に

係る報酬及び給与の減額、更なる強力な経費削減策の実

施、並びに「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する

特別措置法」に基づく事業再構築計画として認定されてお

ります全社を挙げた原価低減計画を確実に実行すること

で、当社の収益・財務状況の改善に臨むものと考えており

ます。 

 しかしながら、現状況を前提とし、当該対応を行った上

でも、中国における同業他社の台頭、業界の構造的問題を

勘案すると、手許の受注力の確実性および安定的な収益の

維持が不透明な状況であることから、継続企業の前提に関

する重要な不確実性が認められます。 

 財務諸表は継続企業を前提として作成されており、上記

のような重要な不確実性の影響を財務諸表には反映してお

りません。 
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該当事項はありません。 

６．その他
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