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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期第2四半期 2,806 △65.2 △1,229 ― △1,331 ― △2,038 ―
22年3月期第2四半期 8,056 △21.6 233 ― 17 ― 23 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

23年3月期第2四半期 △253.91 ―
22年3月期第2四半期 2.94 ―

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

23年3月期第2四半期 14,623 △1,561 △11.2 △203.54
22年3月期 18,688 533 2.5 57.26

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  △1,634百万円 22年3月期  459百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

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

（予想）
― 0.00 0.00

3.  平成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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

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



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外でありますが、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引
法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

※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、〔添付資料〕 ３ページ 「（３）連
結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.４「その他」をご覧ください。）

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） 23年3月期2Q 8,043,418株 22年3月期  8,043,418株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  13,453株 22年3月期  13,453株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 8,029,965株 22年3月期2Q 8,029,965株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新興国の好景気による需要増や経済対策などを背景に輸出・

生産の増加に緩やかな回復が見られました。しかしながら、依然として継続する雇用不安定や所得低迷の影響下、

家計消費は改善されず、デフレ長期化への不安定要素もあり、加えて海外経済の下振れリスクや円高による輸出へ

の影響も懸念され、未だ景気の先行き不透明感が拭え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、前期より出荷繰延となっていた中国向けプロジェクトを中

心とした量的にも限定された売上となり、従前より続く受注価格低迷の影響下、全般的な採算確保は依然厳しく、

前期より継続される管理職者の賃金カット等の固定費削減策及び加工工程見直しによる原価低減策を織り込みなが

ら、創出される粗利の中での営業利益確保を余儀なくされる状況となっております。その結果、当第２四半期連結

累計期間における売上高は2,806百万円（前年同期比65.2％減）と減収となる中、出荷済プロジェクトの現地精度

調整作業を中心とする今後の売上に係る損失見込を当第２四半期において仕掛評価減として認識したこともあり、

営業損失は1,229百万円と大幅な損失となりました。営業外損益においては、海外関連会社における持分法による

投資利益116百万円等、営業外収入287百万円を計上したものの、金利負担及び円高への変動による為替差損等の営

業外費用が389百万円となり、経常損失については、1,331百万円となりました。 

 これに加え、平成22年９月17日に支援申込を致しました企業再生支援機構の支援決定を受けた事業再生計画に基

づく今後の製造拠点統合に係る減損損失879百万円を特別損失に計上した結果、当第２四半期連結累計期間におけ

る純損失は、2,038百万円となりました。 

  

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、前期より出荷繰延となっていたプロジェクト中心の売上計上となりました。全般的には

安価な受注価格の影響が続き、採算は一様に厳しいものとなる中、当第２四半期連結累計期間における売上高につ

きましては、中国向けプロジェクト中心の出荷により、2,228百万円(前年同期比66.2％減)と減収となり、出荷済

プロジェクトの現地精度調整作業を中心とする今後の売上に係る損失見込を当第２四半期において仕掛評価減とし

て認識したこともあり、営業損失は615百万円となりました。 

  

②自動車用溶接治具事業 

 当事業におきましては、当第２四半期連結累計期間においてはプロジェクト売上となる案件がなく、出荷済みプ

ロジェクトの現地工事売上と既売上プロジェクトに係る仕様追加売上等の極めて限られた売上計上に留まりまし

た。その結果、売上高は578百万円(前年同期比60.7％減)と大幅な減収となり、その結果、営業損失は、596百万円

となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べて、売掛金の回収が比較的好調で

あったことから、受取手形及び売掛金が1,878百万円減少し、3,582百万円となりました。これら回収資金について

は、順次、短期借入金返済に充当することにより、現金及び預金は352百万円減少し、1,983百万円となり、仕掛品

についても全般的に受注減となる中、684百万円減少し、2,144百万円となった結果、流動資産合計では2,931百万

円減少し、7,871百万円となりました。固定資産についても今後の製造拠点統合に係る減損損失を織り込むことに

より通常の償却減も含め1,134百万円減少し、6,751百万円となりました。この結果、資産合計は、4,065百万円減

少し、14,623百万円となりました。負債につきましては、短期借入金が返済により449百万円減少し、10,582百万

円となり、長期借入金についても約定返済進行により、325百万円減少の2,581百万円となりました。支払手形及び

買掛金も、仕掛品への投入が減少する中、支払決済が進み、901百万円減少の717百万円となりました。この結果、

負債合計では1,970百万円減少し、16,184百万円となりました。純資産につきましては、当第２四半期連結累計期

間は当四半期純損失が2,038百万円と大きな損失となったため、利益剰余金が同額減少し、1,561百万円の債務超過

となりました。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

㈱富士テクニカ（6476）　平成23年３月期 第２四半期決算短信

－ 2 －



（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期連結累計期間において、依然として低迷する受注価格の影響で、採算確保が厳しい状況となる中、

売上対象は前期より出荷繰延となっていたプロジェクトに限定され、加えて、出荷済プロジェクトの現地精度調整

作業を中心とする今後の売上に係る損失見込を当第２四半期において仕掛評価減として認識したこともあり、大き

な営業損失となりました。更に当第２四半期連結会計期間においては企業再生支援機構に再生支援を受ける事業再

生計画に基づき今後の製造拠点統合に係る減損損失879百万円を特別損失に計上した結果、当第２四半期連結累計

期間における税金等調整前当期純損失は2,000百万円（前年同四半期24百万円の純利益） となりました。売上債権

の減少による資金取得が1,878百万円（前年同四半期335百万円の資金使用）となる中、仕掛品への原価投入が滞る

状況が続き、棚卸資産の減少による資金取得が684百万円（前年同四半期比65.8％減）となり、仕入債務の減少910

百万円（前年同四半期比40.2％減）等の資金使用を上回りました。但し、短期借入金の純減額が350百万円（前年

同四半期340百万円の純増）となり、長期借入金も約定返済が進み、423百万円純減（前年同四半期1,561百万円の

純増）の資金使用となったこともあり、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は前連結会計年

度末に比べ426百万円減少し、1,264百万円（前年同四半期比66.0％減）となりました。 

  

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

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失が2,000百万円（前年同四半期24百万円の純

利益）となる中、売上債権の減少による資金取得が1,878百万円（前年同四半期335百万円の資金使用）、仕掛品へ

の原価投入が滞る状況が続き、棚卸資産の減少による資金取得が684百万円（前年同四半期比65.8％減）となり、

仕入債務の減少910百万円（前年同四半期比40.2％減）等の資金使用を上回った結果、資金取得387百万円（前年同

四半期比50.5％減）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、貸付金の回収による収入51百万円（前年同四半期比0.3％減）等があっ

たことから、資金取得9百万円（前年同四半期比97.6％減）となりました。 

  

（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、短期借入金が、350百万円（前年同四半期340百万円の純増）の純減とな

り、長期借入金も約定返済が進んだことにより、423百万円（前年同四半期1,561百万円の純増）の純減となったた

め、資金使用786百万円（前年同四半期1,901百万円の資金取得）となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成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）につきましては、平成22年９月1７日付

にて公表致しました業績予想の変更はございません。 
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

   

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① 棚卸資産の評価方法 

 棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積もり、簿

価切下げを行う方法によっております。 

  

② 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発

生状況に著しい変化が認められた場合には、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プ

ランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 資産除去債務に関する会計基準等の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31 

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）

を適用しております。 

 これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 

② 「持分法に関する会計基準」および「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表 

分）および「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10 

日）を適用しております。 

 これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 

③ 連結財務諸表に関する会計基準の適用に伴う表示方法の変更 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づき財務諸表等規則等の

一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用に伴い、当第２四半期連結累計期間で

は、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目を表示しております。 

２．その他の情報
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（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

当社グループは、平成21年３月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・販売費及び一般管理費の大幅削減、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、前連結会計年度におきましては、営業利益、経常利益、当期純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ます。また、外部の経

営環境の著しい悪化等により、当四半期連結累計期間に、大幅な営業損失、四半期純損失を計上し、債務超過とな

りました。 

 当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況が存在しております。 

 四半期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。 

 また、これに加え当社は、平成22年９月17日付で当社の主要取引先金融機関である株式会社静岡銀行及び子会社

である株式会社富士アセンブリシステムとともに、株式会社企業再生支援機構に対して、株式会社宮津製作所との

事業統合を核とした事業再生計画に係る支援申込を行い、同日をもって支援決定を受け、当該事業再生計画に取り

組んでいくこととなり、これ以後、平成22年12月15日付で予定される第三者割当増資をもって従前、大きく棄損し

た純資産は改善される目処が立っております。 

 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り、現時点においては、予定

される金融支援は未だ実現していないことから、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。 

 四半期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四半期連結

財務諸表には反映しておりません。  
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,983,644 2,336,539

受取手形及び売掛金 3,582,185 5,461,156

仕掛品 2,144,633 2,829,315

未収還付法人税等 448 1,713

為替予約 － 20,208

その他 234,808 237,031

貸倒引当金 △74,235 △83,405

流動資産合計 7,871,484 10,802,560

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,909,697 2,272,591

機械装置及び運搬具（純額） 347,240 682,052

土地 2,096,612 2,430,572

リース資産（純額） 124,527 125,034

建設仮勘定 187 －

その他（純額） 38,011 48,048

有形固定資産合計 4,516,276 5,558,299

無形固定資産   

ソフトウエア 63,660 74,220

その他 25,684 28,005

無形固定資産合計 89,345 102,225

投資その他の資産   

投資有価証券 562,297 562,833

長期貸付金 249,226 273,409

長期預金 300,000 420,108

破産更生債権等 88,917 88,917

その他 1,040,569 974,861

貸倒引当金 △94,900 △94,798

投資その他の資産合計 2,146,111 2,225,332

固定資産合計 6,751,732 7,885,857

資産合計 14,623,217 18,688,418
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(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 717,918 1,619,682

短期借入金 10,582,664 11,032,111

リース債務 26,868 24,471

未払法人税等 6,631 12,898

前受金 529,261 567,621

その他 212,807 259,775

流動負債合計 12,076,152 13,516,559

固定負債   

長期借入金 2,581,059 2,906,062

長期未払金 14,927 17,060

退職給付引当金 1,329,007 1,378,498

役員退職慰労引当金 － 171,320

リース債務 103,050 105,980

繰延税金負債 75,130 54,410

その他 5,460 5,460

固定負債合計 4,108,634 4,638,792

負債合計 16,184,787 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 △3,243,562 △1,204,717

自己株式 △13,735 △13,735

株主資本合計 △1,612,192 426,653

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8,799 34,455

為替換算調整勘定 △31,054 △1,239

評価・換算差額等合計 △22,254 33,216

新株予約権 72,877 72,877

少数株主持分 － 319

純資産合計 △1,561,570 533,066

負債純資産合計 14,623,217 18,688,418
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 8,056,007 2,806,358

売上原価 7,391,250 3,536,932

売上総利益又は売上総損失（△） 664,757 △730,574

販売費及び一般管理費 431,688 498,808

営業利益又は営業損失（△） 233,069 △1,229,382

営業外収益   

受取利息 8,695 2,913

受取配当金 2,224 2,053

持分法による投資利益 65,155 116,488

その他 80,495 165,834

営業外収益合計 156,571 287,290

営業外費用   

支払利息 197,644 168,130

為替差損 137,097 197,645

その他 37,013 23,463

営業外費用合計 371,755 389,239

経常利益又は経常損失（△） 17,885 △1,331,332

特別利益   

貸倒引当金戻入額 11,191 9,115

役員退職慰労引当金戻入額 － 174,841

退職給付引当金戻入額 － 27,503

前期損益修正益 832 －

固定資産売却益 150 －

その他 1,078 150

特別利益合計 13,251 211,610

特別損失   

固定資産売却損 2,000 －

固定資産除却損 749 856

減損損失 － 879,540

特別退職金 4,000 －

特別損失合計 6,749 880,396

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

24,387 △2,000,117

法人税、住民税及び事業税 2,368 7,107

法人税等調整額 △1,621 31,940

法人税等合計 747 39,047

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △2,039,165

少数株主損失（△） － △319

四半期純利益又は四半期純損失（△） 23,640 △2,038,845
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

24,387 △2,000,117

減価償却費 218,222 199,077

減損損失 － 879,540

持分法による投資損益（△は益） △65,155 △116,488

退職給付引当金の増減額（△は減少） △242 △49,490

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △3,391 △171,320

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10,382 △9,067

受取利息及び受取配当金 △10,919 △4,966

支払利息 197,644 168,130

有形固定資産除却損 749 856

有形固定資産売却損益（△は益） 2,000 －

売上債権の増減額（△は増加） △335,678 1,878,971

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,999,672 684,759

未収消費税等の増減額（△は増加） 327,588 △16,877

仕入債務の増減額（△は減少） △1,521,872 △910,517

前受金の増減額（△は減少） 247,720 △38,359

為替差損益（△は益） 203,326 45,059

その他 △307,263 21,805

小計 966,404 560,993

利息及び配当金の受取額 11,106 4,969

利息の支払額 △201,891 △166,188

法人税等の支払額 △7,509 △14,331

法人税等の還付額 13,959 2,222

営業活動によるキャッシュ・フロー 782,068 387,665

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 △263,947 △950,142

定期預金の払戻による収入 484,358 997,110

有形固定資産の取得による支出 △11,742 △7,743

無形固定資産の取得による支出 △3,225 △7,356

有形固定資産の売却による収入 133,150 －

投資有価証券の取得による支出 △2,609 △1,079

投資有価証券の売却による収入 4,700 －

関係会社出資金の払込による支出 － △72,200

貸付けによる支出 △22,379 △2,300

貸付金の回収による収入 52,141 51,971

その他 9,716 1,196

投資活動によるキャッシュ・フロー 380,163 9,456
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30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） 340,794 △350,578

長期借入れによる収入 2,000,000 －

長期借入金の返済による支出 △438,940 △423,871

リース債務の返済による支出 － △11,948

配当金の支払額 △271 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,901,583 △786,398

現金及び現金同等物に係る換算差額 △196,107 △36,760

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,867,707 △426,036

現金及び現金同等物の期首残高 852,491 1,690,182

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,720,199 1,264,145
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 当社グループは、平成21年３月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・販売費及び一般管理費の大幅削減、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、前連結会計年度におきましては、営業利益、経常利益、当期純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ます。また、外部の経

営環境の著しい悪化等により、当第２四半期連結会計期間に、大幅な営業損失、四半期純損失を計上し、1,561百

万円の債務超過となりました。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況

が存在しております。 

 四半期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。 

 また、これに加え当社は、平成22年９月17日付で当社の主要取引先金融機関である株式会社静岡銀行及び子会社

である株式会社富士アセンブリシステムとともに、株式会社企業再生支援機構に対して、金融支援及び株式会社宮

津製作所との事業統合を核とした事業再生計画に係る支援申込を行い、同日をもって支援決定を受け、当該事業再

生計画に取り組んでいくこととなり、平成22年12月15日付で予定される第三者割当増資8,437百万円をもって従

前、大きく棄損した純資産は改善される目処が立っております。 

 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り、現時点においては、予定

される金融支援は未だ実現していないことから、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。 

 四半期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四半期連結

財務諸表には反映しておりません。  

（４）継続企業の前提に関する注記
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（セグメント情報等） 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第２四半期連結会計期間（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日） 

  

前第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30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．各区分に属する主要な製品 

  

３．会計処理基準に関する事項の変更 

（完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更） 

「四半期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、第１四半期連結会計期間よ

り当社及び国内連結子会社は、「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)を適用し、第１四

半期連結会計期間に製造着手した契約から、当第２四半期連結会計期間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。この変更により自動車用プレス金型事業におきまして、当第２四半期連結累計期間の売上高

は602,000千円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ79,650千円増加してお

ります。 

（５）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） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  4,317,759  1,391,534  5,709,293  －  5,709,293

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  9,704  9,704 ( )9,704  －

計  4,317,759  1,401,238  5,718,998 ( )9,704  5,709,293

営業利益  131,153  93,268  224,421 ( )5,322  219,099

  
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） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  6,586,117  1,469,890  8,056,007  －  8,056,007

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  12,235  12,235 ( )12,235  －

計  6,586,117  1,482,126  8,068,243 ( )12,235  8,056,007

営業利益  193,215  50,847  244,063 ( )10,993  233,069

事業区分 主要製品 

自動車用プレス金型事業  自動車用プレス金型、検査用治具 

自動車用溶接治具事業  自動車用溶接治具 
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〔所在地別セグメント情報〕 

前第２四半期連結会計期間（自平成21年７月１日 至平成21年９月30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。 

  

前第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30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。 

  

〔海外売上高〕 

前第２四半期連結会計期間（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日） 

  

前第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30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、タイ 

(3）欧州………………フランス、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。 

  オセアニア アジア 欧州 北米 中南米 計 

海外売上高（千円）  －  4,391,012  386,300  602,402  －  5,379,715

連結売上高（千円）            5,709,293

連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
 －  76.9  6.8  10.6  －  94.2

  オセアニア アジア 欧州 北米 中南米 計 

海外売上高（千円）  －  6,362,722  386,300  602,402  32,806  7,384,231

連結売上高（千円）            8,056,007

連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
 －  79.0  4.8  7.5  0.4  91.7
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〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要  

当第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日）及び当第２四半期連結会計期間

（自平成22年７月１日 至平成22年９月30日） 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経

営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社は、本社、国内子会社及び海外関連会社において、自動車用ボディパネル成形に必要な自動車用プレ

ス金型及び自動車ボディ製造ラインでのパネルの組付けに必要な自動車用溶接治具の製造・販売により事業

活動を展開しております。 

したがって、製品別に「自動車用プレス金型事業」及び「自動車用溶接治具事業」の２つを報告セグメン

トとしております。 

「自動車用プレス金型事業」は、自動車用プレス金型及び検査用治具を生産しております。「自動車用溶

接治具事業」は、自動車用溶接治具を生産しております。 

 ２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

当第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日） 

  

当第２四半期連結会計期間（自平成22年７月１日 至平成22年９月30日） 

（注）１．セグメント利益の調整額△17,364千円及び△9,419千円は、各報告セグメントに配分していない

全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

  ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

 当第２四半期連結会計期間（自平成22年７月１日 至平成22年９月30日） 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

 平成22年９月17日に株式会社企業再生支援機構の支援決定を受けた事業再生計画に基づく今後の生産拠

点統合に係る処理の一環として「自動車用プレス金型事業」セグメントにおいて、三島工場等の固定資産

について減損損失399,463千円、「自動車用溶接治具事業」セグメントにおいて、可児工場及び関工場の

固定資産について減損損失480,076千円を計上いたしました。なお、当該減損損失の計上額は、当第２四

半期連結会計期間においては879,540千円であります。 

  （単位：千円）

  
自動車用 
プレス金型 

事業  

自動車用 
溶接治具 
事業  

合計 
調整額 
（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）２ 

売上高           

外部顧客への売上高  2,228,238  578,119  2,806,358  －  2,806,358

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  5,016  5,016  (5,016)  －

計  2,228,238  583,135  2,811,374  (5,016)  2,806,358

セグメント損失（△）  △615,070  △596,948  △1,212,018  (17,364)  △1,229,382

  （単位：千円）

  
自動車用 
プレス金型 

事業  

自動車用 
溶接治具 
事業  

合計 
調整額 
（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）２ 

売上高           

外部顧客への売上高  799,361  505,373  1,304,734  －  1,304,734

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  2,330  2,330  (2,330)  －

計  799,361  507,703  1,307,064  (2,330)  1,304,734

セグメント損失（△）  △436,956  △489,552  △926,508  (9,419)  △935,928
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（追加情報） 

 第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平

成20年３月21日）を適用しております。 

 当第２四半期連結累計期間における売上高は2,806百万円（前年同期比65.2％減）と減収となる中、出荷済プロ

ジェクトの現地精度調整作業を中心とする今後の売上に係る損失見込を当第２四半期において仕掛評価減として認

識したこともあり、営業損失は1,229百万円と大幅な損失となりました。営業外損益においては、海外関連会社に

おける持分法による投資利益116百万円等、営業外収入287百万円を計上したものの、金利負担及び円高への変動に

よる為替差損等の営業外費用が389百万円となり、経常損失については、1,331百万円となりました。 

 これに加え、平成22年９月17日に支援申込を致しました企業再生支援機構の支援決定を受けた事業再生計画に基

づく今後の製造拠点統合に係る減損損失879百万円を特別損失に計上した結果、当第２四半期連結累計期間におけ

る純損失は2,038百万円となり、当第２四半期連結会計期間末の株主資本は△1,612百万円となったため、1,561百

万円の債務超過となりました。 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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