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1.  平成24年3月期の連結業績（平成23年4月1日～平成24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 ％

24年3月期 101,150 △3.3 2,319 △15.5 2,054 △10.4 657 △48.7
23年3月期 104,616 10.0 2,744 19.6 2,294 15.1 1,282 66.3

（注）包括利益 24年3月期 1,191百万円 （6.7％） 23年3月期 1,115百万円 （35.4％）

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 ％ ％ ％

24年3月期 27.47 27.35 2.0 3.2 2.3
23年3月期 53.54 53.35 3.9 3.6 2.6

（参考） 持分法投資損益 24年3月期 ―百万円 23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

24年3月期 65,609 34,362 52.1 1,426.98
23年3月期 64,103 33,531 52.0 1,393.92

（参考） 自己資本 24年3月期 34,152百万円 23年3月期 33,323百万円

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

24年3月期 975 △4,531 △189 1,894
23年3月期 8,232 △3,048 △3,411 5,808

2.  配当の状況
年間配当金 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 ％ ％

23年3月期 ― 8.00 ― 8.00 16.00 383 29.9 1.2
24年3月期 ― 8.00 ― 8.00 16.00 382 58.2 1.1
25年3月期(予想) ― 8.00 ― 8.00 16.00 38.3

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）
（％表示は、通期は対前期、四半期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(累計) 46,300 △3.2 △900 ― △1,300 ― △1,400 ― △58.51
通期 105,500 4.2 2,800 20.7 2,300 11.9 1,000 52.1 41.79



※  注記事項
(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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(3) 発行済株式数（普通株式）

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
② ①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期 24,015,162 株 23年3月期 24,015,162 株
② 期末自己株式数 24年3月期 82,021 株 23年3月期 108,672 株
③ 期中平均株式数 24年3月期 23,928,939 株 23年3月期 23,948,665 株

（参考）個別業績の概要

平成24年3月期の個別業績（平成23年4月1日～平成24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 ％

24年3月期 83,319 △2.7 1,048 △36.6 1,118 △34.8 711 △35.3
23年3月期 85,590 12.9 1,653 23.1 1,714 49.2 1,100 52.0

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

24年3月期 29.75 29.62
23年3月期 45.94 45.78

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

24年3月期 63,139 34,090 53.9 1,421.15
23年3月期 62,007 33,758 54.3 1,408.90

（参考） 自己資本 24年3月期 34,012百万円 23年3月期 33,681百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示
・この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終
了しておりません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
・本資料に記載されている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条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、決算短
信（添付資料）2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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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、長引く円高や設備投資・雇用の抑制に加え、上期には東日本大震

災の影響から生産活動が一時停滞し、下期にはタイの洪水により部材調達が滞るなど、年間を通じて厳し

い状況が続きました。海外におきましても、欧州債務問題をはじめとする世界的な金融不安が深刻化し、

先行き不透明感を強めながら推移いたしました。 

このような状況のもと、当連結会計年度の業績につきましては、金融ビジネスでは海外向けメカコンポ

ーネントおよび国内向けＡＴＭ関連ソフトウェアが伸長いたしましたが、前年度において営業店端末の大

口需要が集中したことの反動による減収を補うには至りませんでした。流通ビジネスにおきましても、モ

バイル端末の大口需要の一巡、および流通店舗ビジネスでの価格競争の激化などから減収となりました。

一方、産業・公共ビジネスではトータリゼータの新端末が堅調に推移し、サービスビジネスでは店舗向け

ＡＴＭサービスを中心に伸長して、それぞれ増収となりました。以上の状況に加え、円高による為替の影

響を受けた外貨建売上高も減少し、連結売上高は 101,150 百万円（前年比 3.3％減）となりました。 

損益面では、グループ全体でのコストダウンの推進および経費の削減に取り組みましたが、売上高の減

少に伴う荒利益の減少に加え、タイ洪水による部材費高騰の影響などから連結営業利益は2,319百万円（同

15.5％減）となりました。さらに、円高による為替差損を主因に連結経常利益は 2,054 百万円（同 10.4％

減）となり、また、海外における事業再編費用など特別損失の計上および税制改正に伴う繰延税金資産の

取り崩しにより、連結当期純利益は 657 百万円（同 48.7％減）となりました。 

 

 

①通期の概況                                 （単位：百万円） 

 2010 年度 

2010 年 4 月 1日～ 

2011 年 3 月 31 日 

2011 年度 

2011 年 4 月 1日～ 

2012 年 3 月 31 日 

前年度比 

  売上高比

(%) 

 売上高比 

(%) 

 増減率 

(%) 

売 上 高 104,616 100.0 101,150 100.0 △3,465 △3.3

営 業 利 益 2,744 2.6 2,319 2.3 △425 △15.5

経 常 利 益 2,294 2.2 2,054 2.0 △239 △10.4

当 期 純 利 益 1,282 1.2 657 0.6 △624 △48.7

2011 年度の平均為替レート 79.07 円/米ﾄﾞﾙ、0.071 円/韓国ｳｫﾝ、12.38 円/中国元 
2010 年度の平均為替レート 85.72 円/米ﾄﾞﾙ、0.075 円/韓国ｳｫﾝ、12.77 円/中国元 
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②セグメント別の概況 

（単位：百万円） 

   2010年度 

2010年4月1日～ 

2011年3月31日 

2011年度 

2011年4月1日～ 

2012年3月31日 
前年度比 

   売上高 構成比(%) 売上高 構成比(%)   増 減 率 (%)

金 融 ビ ジ ネ ス 43,073 41.2 39,666 39.2 △3,406 △7.9

流 通 ビ ジ ネ ス 23,435 22.4 21,690 21.4 △1,744 △7.4

産業・公共ビジネス 21,914 20.9 23,190 22.9 1,276 5.8

サービスビジネス 16,193 15.5 16,603 16.4 409 2.5

計 104,616 100.0 101,150 100.0 △3,465 △3.3

 国  内 84,059 80.4 79,173 78.3 △4,886 △5.8

 海  外 20,556 19.6 21,977 21.7 1,420 6.9
    

 営業損益 営業損益  

 

 

 

 

 

前年比 

 

金 融 ビ ジ ネ ス 3,371 3,229 △141 

流 通 ビ ジ ネ ス △1,552 △2,515 △962 

産業・公共ビジネス 264 673 408 

サービスビジネス 661 931 270 

計 2,744 2,319 △425 

＜セグメントの変更について＞ 

2011 年 10 月１日の組織変更に伴い、従来サービスビジネスに含めていた金融ビジネス及び産業・公共ビジネス向け 

リペア事業の売上高及び営業損益は、金融ビジネス及び産業・公共ビジネスの属するセグメントに、各々帰属させる 

ことといたしました。 

なお、過年度分について当連結会計年度と比較可能となるよう組み替え表示を行っております。 

 

＜金融ビジネス＞ 

金融ビジネスにつきましては、東日本大震災の影響などから設備投資の抑制は依然として根強く、厳し

い環境が続いておりますが、当年度は海外向け紙幣還流ユニットが伸長したほか、ＩＣカード基本形対応

パッケージが好調に推移いたしました。さらに、当年度販売を開始いたしました国内向けＡＴＭの新機種

ＦＡＣＴ－Ｖ Ｘ200 が収益に貢献いたしました。一方で、前年度において国内大手金融機関における営業

店端末および関連するソフトウェアのリプレース需要が集中したことの反動から、連結売上高は 39,666

百万円（前年比 7.9％減）となりました。 

損益につきましては、売上高の減少はあったものの、海外からの部品等の調達、海外への製造シフトの

推進、その他徹底したコストダウン、開発の効率化、および費用の削減に努めた結果、連結営業利益は 3,229

百万円と、前年比で 141 百万円の減益にとどめることができました。 

 

＜流通ビジネス＞ 

流通ビジネスにつきましては、個人消費が冷え込むなかで、百貨店など小売業における投資抑制の傾向

が継続し、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、モバイル端末の大口需要が前年度で一巡したことに加え、国内市場における価

格競争の激化、および米国市場におけるＰＯＳ端末およびセルフチェックアウトシステムの所要の減少に

より、連結売上高は 21,690 百万円（前年比 7.4％減）、連結営業損失は 2,515 百万円となりました。 

今後、当年度に販売を開始いたしましたＴｅａｍＰｏＳ７０００やハンディターミナルの新製品Ｍｕｌ

ｔｉＰａｄＶ２などの新商品を軸に販売体制の強化を図り、国内およびグローバル市場での事業活動を強

化し、売上の拡大に努めるとともに、費用、コストの削減に徹底的に取り組み、業績の向上に努めてまい

ります。 
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＜産業・公共ビジネス＞ 

産業・公共ビジネスにつきましては、公営競技分野では東日本大震災の影響による開催日程減少の

影響はありましたが、前年度から始まった次期トータリゼータシステムへの更改需要により、新端末

を中心に順調に推移いたしました。また、携帯電話端末のテスト支援ソリューションが伸長いたしま

した。一方、表示分野および工機分野では、お客様の設備投資が延伸されるなど厳しい状況が続きま

した。以上の結果、連結売上高は 23,190 百万円（前年比 5.8％増）となりました。 

 損益につきましては、売上高の増加に伴う荒利益の増加、徹底した費用の削減などにより、連結営

業利益 673 百万円となり、408 百万円増加いたしました。 

 

＜サービスビジネス＞ 

サービスビジネスにつきましては、金融・流通の各分野を取り巻く経済環境の低迷が長引くなかで、

業務の効率化へのニーズは根強く推移しております。当年度は店舗向けＡＴＭサービスが北海道、北

陸および広島地区などへの設置エリアの拡大および設置台数の増加により伸長いたしました。さらに

ＰＯＳ端末やモバイル端末などの保守サービスも順調に推移いたしました。その結果、連結売上高は

16,603 百万円（前年比 2.5％増）となりました。また、損益につきましてもコストダウンを推進した

ことなどにより連結営業利益は 931 百万円となり、270 百万円増加いたしました。 

 

＜次期の見通し＞ 

今後の経済情勢は、緩やかな回復傾向にあるものの、依然として続く円高基調や海外においても欧

州を中心とした世界経済の減速状態が続いており、今後も不透明な状況が続くことが予想されます。 

 このような状況のもと、当社グループは製販一貫体制により、以下の３つを重点施策として積極的

にビジネスを展開してまいります。 

 ・国内プロダクトビジネスの強化 

 ・グローバルビジネスの戦略的な拡大 

 ・サービスビジネスの着実な推進 

各セグメント別の具体的な施策につきましては、次のとおりです。 

金融ビジネスにつきましては、国内ＡＴＭの新機種およびグローバル紙幣還流ユニットの新機種の

拡販を中心に売上拡大を目指します。 

流通ビジネスでは、当年度に販売開始いたしましたグローバルＰＯＳ端末を中心に量販店、専門店、

百貨店の重点３業種を核に拡販に努めてまいります。また、海外店舗ビジネスにおいても欧米地域や

アジア地域でのビジネス拡大を目指してまいります。さらに開発の効率化ならびにコストダウンの推

進、費用の削減に取り組み、ビジネス体制を強化して業績の向上を目指してまいります。 

産業・公共ビジネスにおきましては、トータリゼータ端末の確実な展開を図るとともに、表示装置

ビジネスの積極的な拡販に取り組んでまいります。 

サービスビジネスは、引き続き店舗向けＡＴＭサービスを中心に金融サービスおよび流通サービス

を着実に推進いたします。 

以上により、平成 25 年３月期通期の業績は、連結売上高 1,055 億円（前年比 4.2％増）、連結営業利

益 28 億円（同 20.7％増）、連結経常利益 23 億円（同 11.9％増）、連結当期純利益 10 億円（同 52.1％

増）を見込んでおります。 
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(2)財政状態に関する分析 
 
 ①財政状況                                    （単位:百万円） 

  
2010年度 2011年度 増 減 

  金 額 構成比(%) 金 額 構成比(%) 金 額 増減率 

 流動資産 44,636 69.6 45,498 69.3 862 1.9

 (現金及び預金等) (5,812) (9.1) (2,011) (3.1) (△3,801) (△65.4)

 (受取手形及び売掛金) (24,490) (38.2) (25,306) (38.6) (816) (3.3)

 (たな卸資産) (12,011) (18.7) (15,434) (23.5) (3,422) (28.5)

 固定資産 19,467 30.4 20,110 30.7 643 3.3

  資産合計 64,103 100.0 65,609 100.0 1,505 2.3

 流動負債 27,502 42.9 28,658 43.7 1,155 4.2

 （支払手形及び買掛金） (15,460) (24.1) (17,280) (26.3) (1,819) (11.8)

 （短期借入金） (3,413) (5.3) (4,553) (6.9) (1,139) (33.4)

 （未払金他） (7,938) (12.4) (6,310) (9.6) (△1,628) (△20.5)

 固定負債 3,069 4.8 2,588 3.9 △481 △15.7

  負債合計 30,571 47.7 31,246 47.6 674 2.2

 株主資本 

その他の包括利益累計額

少数株主持分他 

34,303 

△979 

208 

53.5

-

0.3

34,599

△447

210

52.7 

- 

0.3 

295

532

2

0.9

-

1.3

 純資産合計 33,531 52.3 34,362 52.4 831 2.5

 負債純資産合計 64,103 100.0 65,609 100.0 1,505 2.3

 自己資本 33,323 34,152  828 2.5

 （自己資本比率） (52.0%) (52.1%)  (0.1%)
 

2011 年度末の為替レート：82.14 円/米ﾄﾞﾙ、0.072 円/韓国ｳｫﾝ、13.05 円/中国元 
2010 年度末の為替レート：83.15 円/米ﾄﾞﾙ、0.075 円/韓国ｳｫﾝ、12.68 円/中国元 

 

[財政状況] 

 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。 

 

＜資産＞ 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて、862 百万円増加し、45,498 百万円（前年比 1.9%増）となりま
した。 

これは主として、第４四半期より本格出荷を開始いたしました国内向けＡＴＭの新機種、中国・韓国市
場向けＡＴＭ紙幣還流ユニットおよびグローバルＰＯＳ端末の新モデル等の販売の機会に柔軟に対応す
るため、たな卸資産が増加したことによります。これらにつきましては 2012 年度第１四半期を中心に販
売を進めることで圧縮を図ります。 

また、固定資産は、韓国及びグローバル市場における当社製メカモジュールの拡販をチョンホコムネッ
ト社と共同して推進する為、株式の一部を取得したことなどにより 643 百万円増加となりました。 

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、1,505 百万円増加して、65,609
百万円（同 2.3%増）となりました。 

 
＜負債＞ 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて 1,155 百万円増加し、28,658 百万円（同 4.2%増）となりまし
た。新機種切り替えに対応し支払手形及び買掛金が 1,819 百万円増加いたしました。短期借入金は運転資
金の不足を補うため 1,139 百万円増加いたしました。一方、法人税、消費税等支払いに伴い、未払金他が
1,628 百万円減少いたしました。 

 
＜純資産＞ 

純資産は、34,362 百万円と前年度末から 831 百万円増加しました。当期純利益の計上により株主資本が
295 百万円増加したこと、および関係会社株式の譲渡に伴い、その他の包括利益累計額が 532 百万円増加
したことによります。この結果、自己資本比率は 52.1％と前年度末から 0.1 ポイント増加となりました。 
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②キャッシュ・フローの状況                            （単位:百万円） 

 
2010年度 2011年度 前年度比 

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 ） 

（ 減 価 償 却 費 ） 

（売上債権の増減額（△は増加）） 

（たな卸資産の増減額（△は増加）） 

  営業活動によるキャッシュ・フロー 

(2,118)

(4,662)

(1,274)

(△128)

8,232

 

(1,568) 

(4,475) 

(△1,277) 

(△3,869) 

975 

△549

△187

△2,551

△3,741

△7,257

Ⅱ.投資活動によるキャッシュ・フロー △3,048 △4,531 △1,483

Ⅰ+Ⅱフリーキャッシュ・フロー 5,183 △3,556 △8,740

Ⅲ.財務活動によるキャッシュ・フロー △3,411 △189 3,222

現金及び現金同等物に係る換算差額 △245 △166 78

現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 末 残 高 5,808 1,894 △3,913

 

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、975百万円のプラスとなりました。前年比で

は7,257百万円の収入減となりました。 

売上高の減少に伴う荒利益の減少の影響などによる税金等調整前純損益の悪化、当年度末の売上高に対

応した売上債権の増加および第４四半期から本格出荷を開始した、ＡＴＭ新機種、グローバル紙幣還流ユ

ニット・グローバルＰＯＳの新モデル等、たな卸資産の増加が主要因であります。 

 

＜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、4,531百万円のマイナスとなりました。 

韓国及びグローバル市場における当社製メカモジュールの拡販をチョンホコムネット社と共同して推

進する為、株式の一部を取得したこと、及び固定資産の取得による支出が主要因であります。前年比では

1,483百万円の支出増となりました。 

 

結果、営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フローを合わせたフリーキャッシュ・フローは 

3,556百万円のマイナスとなり、前年比では8,740百万円の収入減となりました。 

 

＜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、189百万円のマイナスとなり、前年比では3,222百万円の支出減

となりました。 

 

これらの結果、現金及び現金同等物の期末残高は1,894百万円と、前年度末からは3,913百万円減少とな

りました。 

 

(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。 

当年度の期末配当につきましては、安定配当の方針に基づき年初の計画どおり１株当たり８円とし、年

間配当は中間配当（１株当たり８円）と合わせ、前年度同様１株当たり16円とさせていただくことといた

しました。 

平成25年３月期の１株当たり年間配当金は当年度同様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。 
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(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、リスク管理委員会を設置しリスク管理規程の元、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。 

 

（その他突発的事象発生のリスク） 

 当社グループが事業活動を展開する国や地域において、紛争や政情不安、通貨危機、自然災害、伝染

病等が発生した場合、事業活動の継続に支障をきたし当社の事業に大きな影響を与えるリスクがありま

す。 

 

 

（5）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。 
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２．企業集団の状況 
 

 当社の企業集団は、当社、親会社およびグループ会社 10 社（孫会社４社含む）で構成しております。 

当社は、金融システム、流通システム、公営競技関連機器、表示装置の開発、製造、販売およびソリュー

ションならびにサービスの提供を主に行っており、セグメント別の主要な製品・サービスは以下の通りで

す。 

 

 [金 融 ビ ジ ネ ス] ATM、メカコンポーネント＊、ATM ソリューション、金融ソリューション、 

ミドルウェア、営業店システム、手のひら静脈認証装置 

  ＊メカコンポーネント：紙幣出金ユニット,紙幣還流ユニット,通帳プリンタ等 

 

 [流 通 ビ ジ ネ ス] 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 

 

 [産業・公共ビジネス] 公営競技関連機器、表示装置、金型、切削加工、 

産業・公共・基盤ソリューション 

 

 [サ ー ビ ス ビ ジ ネ ス] 金融アウトソーシングサービス、店舗向け ATM サービス、 

ヘルプデスクサービス、流通保守サービス 

  

グループ会社の各事業内容は以下のとおりです。 

 国内グループ会社 5社 

・㈱ライフクリエイト(LC)－－－－－－－－－－食堂経営、施設の管理および物流業務 

・㈱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－－－－－－－－－－－－－－――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 

・東 海 エ ン ジ ニ ア ㈱－－－－－－－－－－－トータリゼータシステムのコンピュータ 

及び端末機の保守・点検・整備、運営サポート 

 

 

 海外グループ会社 5社 

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

             －－－メカコンポーネント、各種金型および関連加工部品の製造・販売 

・富士通先端科技（上海）有限公司(FFTS)〈中国〉 

－－－メカコンポーネントおよび表示装置の販売・保守 

・FUJITSU FRONTECH NORTH AMERICA,INC.(FFNA)〈アメリカ〉 

－－－POS、セルフチェックアウトシステムの開発・製造 

 

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

 （FDTP の子会社）     －－－FDTP の土地保有会社 

・FUJITSU FRONTECH CANADA INC.(FFCA)〈カナダ〉 

（FFNA の子会社）     －－－セルフチェックアウトシステムのソフト開発 

 

 

当社の親会社である富士通（株）は、当社が開発・製造する金融システム、流通システム、

公営競技関連機器およびサービスなどの一部を顧客に販売しております。また、パソコン、 

サーバなどを当社に販売し、サービスなどを当社に提供しております。 
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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。 

 

韓国およびグローバル市場での当社製メカモジュールのシェア拡大を目的とした業務提携の一環として、

当社の韓国子会社であった FKM Co., Ltd. の普通株式全株を平成 23 年 7月 15 日に青湖コムネット社へ譲

渡完了したため、連結子会社から除外しております。その結果、連結子会社は 10 社となりました。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊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  東海エンジニア㈱ 
＊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. 

 

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 

 

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 

LC   ＊3 

［福利厚生］ 

ｻｰﾋﾞｽ 

［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 

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］ 

TEL   ＊5 

  テルシイ ＊6 

  東海エンジニア *7 
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３．経営方針 
 

 当社及び当社グループは、グループの存在意義、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 2008 年 11 月に制定し、今後もこの

行動規範の下で、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、フ

ロントテクノロジー製品の開発、製造、販売、サービスにおいて、品質・価格・納期・安心・安全・す

べての面で、お客様にとって高いレベルの価値と満足をグローバルに提供することを使命としておりま

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) 中期的な経営戦略および課題 

当社グループは製販一体の体制の下「国内プロダクトビジネスの強化」、「グローバルビジネスの戦略

的な拡大」、「サービスビジネスの着実な推進」を重点施策として、積極的にビジネスを展開してまいり

ます。さらに、利益体質の強化、グローバル企業としての地位の確立および新たな企業価値の創造を目

指し事業に取り組んでまいります。 

 

①国内プロダクトビジネスの強化 

 金融機関向けＡＴＭ、流通向けＰＯＳシステム、公営競技向け端末など主要機種を中心に新製品の投

入、ラインナップ強化による製品競争力の強化や販売パートナーとの連携強化や営業新体制の構築によ

る営業力の強化を図り、国内プロダクトビジネスの積極的な拡販に努めてまいります。また、海外製造・

調達体制の構築により、生産性の向上及びコストダウンに取り組み、さらなる収益の拡大、利益の増大

を目指してまいります。 

 

②グローバルビジネスの戦略的な拡大 

 欧米、アジア、中南米などグローバル市場においてメカコンポーネントビジネスを積極的に展開して

まいります。また、流通ビジネスにおきましても、POS システムを中心に拡販に努めてまいります。産

業・公共ビジネスにおきましては空港表示ビジネスを中国などアジア市場へ展開するなど、グローバル

ビジネスの拡大、ならびに海外売上高比率の拡大に努めてまいります。 

 

③サービスビジネスの着実な推進 

 既存の店舗向け ATM サービスなどの金融サービスビジネス、ならびにヘルプデスクサービスなどの流

通サービスビジネスの着実な推進を図るとともに、クラウド型サービスなど新たなサービスビジネスも

積極的に展開してまいります。 
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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23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,654 1,856

預け金 158 155

受取手形及び売掛金 24,490 25,306

製品 4,589 5,959

仕掛品 4,713 6,985

原材料及び貯蔵品 2,708 2,489

繰延税金資産 1,456 1,225

その他 907 1,564

貸倒引当金 △42 △44

流動資産合計 44,636 45,498

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,819 2,852

機械装置及び運搬具（純額） 539 535

工具、器具及び備品（純額） 5,156 5,159

土地 2,014 2,008

建設仮勘定 475 766

有形固定資産合計 11,005 11,321

無形固定資産   

のれん 3,400 2,928

ソフトウエア 3,189 3,351

その他 52 43

無形固定資産合計 6,642 6,323

投資その他の資産   

投資有価証券 160 327

繰延税金資産 1,019 992

その他 673 1,179

貸倒引当金 △33 △32

投資その他の資産合計 1,819 2,465

固定資産合計 19,467 20,110

資産合計 64,103 65,609
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 15,460 17,280

短期借入金 3,413 4,553

リース債務 928 819

未払金 3,479 2,491

未払費用 2,663 2,550

未払法人税等 787 398

役員賞与引当金 52 49

災害損失引当金 27 －

不採算損失引当金 － 1

その他 689 513

流動負債合計 27,502 28,658

固定負債   

リース債務 1,658 1,378

長期未払金 10 90

退職給付引当金 1,227 946

役員退職慰労引当金 36 35

資産除去債務 136 137

固定負債合計 3,069 2,588

負債合計 30,571 31,246

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,457 8,457

資本剰余金 8,223 8,226

利益剰余金 17,694 17,969

自己株式 △71 △53

株主資本合計 34,303 34,599

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △45 △124

繰延ヘッジ損益 － 59

為替換算調整勘定 △934 △382

その他の包括利益累計額合計 △979 △447

新株予約権 76 78

少数株主持分 131 132

純資産合計 33,531 34,362

負債純資産合計 64,103 65,609
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 104,616 101,150

売上原価 83,492 81,170

売上総利益 21,124 19,979

販売費及び一般管理費 18,379 17,660

営業利益 2,744 2,319

営業外収益   

受取利息 53 27

受取配当金 2 3

雑収入 87 68

営業外収益合計 143 99

営業外費用   

支払利息 105 91

為替差損 338 178

固定資産廃却損 31 19

出向者人件費負担額 60 37

雑支出 57 37

営業外費用合計 594 364

経常利益 2,294 2,054

特別利益   

段階取得に係る差益 29 －

負ののれん発生益 79 －

特別利益合計 109 －

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 62 －

事業構造改善費用 26 94

災害による損失 86 8

韓国競争法関連損失 109 －

関係会社株式譲渡損 － 149

関係会社株式譲渡関連損失 － 223

投資有価証券評価損 － 10

特別損失合計 285 485

税金等調整前当期純利益 2,118 1,568

法人税、住民税及び事業税 1,058 717

法人税等還付税額 △122 △64

法人税等調整額 △99 257

法人税等合計 835 910

少数株主損益調整前当期純利益 1,282 658

少数株主利益 0 1

当期純利益 1,282 657
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（連結包括利益計算書） 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 1,282 658

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △6 △78

繰延ヘッジ損益 － 59

為替換算調整勘定 △160 552

その他の包括利益合計 △166 532

包括利益 1,115 1,191

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 1,115 1,190

少数株主に係る包括利益 0 1
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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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 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   

当期首残高 8,223 8,223

当期変動額   

当期変動額合計 － 3

当期末残高 8,223 8,226

利益剰余金   

当期首残高 16,796 17,694

当期変動額   

剰余金の配当 △383 △382

当期純利益 1,282 657

当期変動額合計 898 274

当期末残高 17,694 17,969

自己株式   

当期首残高 △19 △71

当期変動額   

自己株式の取得 △52 △0

自己株式の処分 － 18

当期変動額合計 △52 17

当期末残高 △71 △53

株主資本合計   

当期首残高 33,457 34,303

当期変動額   

剰余金の配当 △383 △382

当期純利益 1,282 657

自己株式の取得 △52 △0

自己株式の処分 － 21

当期変動額合計 846 295

当期末残高 34,303 34,599
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △39 △45

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6 △78

当期変動額合計 △6 △78

当期末残高 △45 △124

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 59

当期変動額合計 － 59

当期末残高 － 59

為替換算調整勘定   

当期首残高 △773 △934

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △160 552

当期変動額合計 △160 552

当期末残高 △934 △382

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △813 △979

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △166 532

当期変動額合計 △166 532

当期末残高 △979 △447

新株予約権   

当期首残高 53 76

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 22 1

当期変動額合計 22 1

当期末残高 76 78

少数株主持分   

当期首残高 1 131

当期変動額   

連結子会社の増加による少数株主持分の増減 130 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △0 1

当期変動額合計 130 1

当期末残高 131 132

純資産合計   

当期首残高 32,699 33,531

当期変動額   

剰余金の配当 △383 △382

当期純利益 1,282 657

自己株式の取得 △52 △0

自己株式の処分 － 21

連結子会社の増加による少数株主持分の増減 130 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △143 535

当期変動額合計 832 831

当期末残高 33,531 34,362
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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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24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 2,118 1,568

減価償却費 4,190 4,002

のれん償却額 471 472

負ののれん発生益 △79 －

段階取得に係る差損益（△は益） △29 －

関係会社株式譲渡関連損失 － 223

関係会社株式譲渡損 － 149

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 62 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △137 △298

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 15 △1

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 29 △2

災害損失引当金の増減額（△は減少） － △27

不採算損失引当金の増減額（△は減少） － 1

貸倒引当金の増減額（△は減少） △22 6

株式報酬費用 22 22

受取利息及び受取配当金 △56 △30

支払利息 105 91

為替差損益（△は益） 126 157

投資有価証券評価損益（△は益） － 10

固定資産売却益 △1 0

固定資産売却損 0 1

固定資産廃却損 265 31

売上債権の増減額（△は増加） 1,274 △1,277

たな卸資産の増減額（△は増加） △128 △3,869

未払費用の増減額（△は減少） 460 △129

仕入債務の増減額（△は減少） △235 1,772

確定拠出年金移行時未払金の増減額（△は減少） △153 △128

その他 735 △553

小計 9,034 2,191

利息及び配当金の受取額 60 31

利息の支払額 △105 △91

法人税等の支払額 △756 △1,156

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,232 975

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） △4 －

定期預金の預入による支出 － △141

定期預金の払戻による収入 － 35

有形固定資産の取得による支出 △2,127 △2,976

有形固定資産の売却による収入 430 560

無形固定資産の取得による支出 △1,459 △1,702

投資有価証券の取得による支出 － △278

投資有価証券の売却による収入 2 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

102 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ 464

貸付けによる支出 △5 △14

貸付金の回収による収入 5 160

その他投資活動による支出 △10 △650

その他投資活動による収入 17 11

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,048 △4,531
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24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） △2,251 1,125

自己株式の取得による支出 △52 0

自己株式の処分による収入 － 0

配当金の支払額 △383 △382

リース債務の返済による支出 △724 △932

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,411 △189

現金及び現金同等物に係る換算差額 △245 △166

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,526 △3,913

現金及び現金同等物の期首残高 4,281 5,808

現金及び現金同等物の期末残高 5,808 1,894
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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 

項目 

前連結会計年度 

（自 平成 22 年４月１日 

至 平成 23 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 23 年４月１日 

  至 平成 24 年３月 31 日） 

1.連結の範囲に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下のすべての子会社11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 

東海エンジニア㈱ 

 

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 23 年 2 月 17 日に、トータリゼータエ

ンジニアリング株式会社（TEL）が株式追加

取得したことに伴い東海エンジニア株式会

社を連結の範囲に含めております。 

以下のすべての子会社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 

東海エンジニア㈱ 

 

FUJITSU DIE-TECH CORPORATION OF THE 

PHILIPPINES.   

KIDEN DEVELOPMENT CORPORATION OF THE 

PHILIPPINES. 

富士通先端科技(上海)有限公司 

FUJITSU FRONTECH NORTH AMERICA,INC. 

FUJITSU FRONTECH CANADA INC. 

 

 

平成 23 年 7 月 15 日の株式譲渡に伴い、

当社の韓国子会社であった FKM Co., Ltd

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：アンテリーム株式会社 

 

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。 

 

同左 

 

富士通フロンテック㈱（6945）平成24年3月期　決算短信

-19-



 

(7)会計方針の変更 
 

前連結会計年度 

（自 平成 22 年４月１日 

至 平成 23 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 23 年４月１日 

至 平成 24 年３月 31 日） 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

当連結会計年度より、「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。 

これにより、営業利益、経常利益はそれぞれ 9百万円、

税金等調整前当期純利益は 71 百万円減少しております。

 

―――――――― 

 

（企業結合に関する会計基準等の適用） 

当連結会計年度より、「企業結合に関する会計基準」（企

業会計基準第 21 号 平成 20 年 12 月 26 日）、「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）、「『研究開発等に係る会計基準』の一部改

正」（企業会計基準第 23 号 平成 20 年 12 月 26 日）、「事

業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号平成

20 年 12 月 26 日）、「持分法に関する会計基準」（企業会

計基準第 16 号 平成 20 年 12 月 26 日公表分）及び「企

業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指

針」（企業会計基準適用指針第 10 号 平成 20 年 12 月 26

日）を適用しております。 

 

―――――――― 

 

(8)表示方法の変更 

 

前連結会計年度 

（自 平成 22 年４月１日 

至 平成 23 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 23 年４月１日 

至 平成 24 年３月 31 日） 

（連結損益計算書関係） 

 当連結会計年度より、「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）に基づく

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の

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）の適用により、「少数株主持分調整前当期純利

益」の科目で表示しております。 

 

―――――――― 
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(9)追加情報 

 

前連結会計年度 

（自 平成 22 年４月１日 

至 平成 23 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 23 年４月１日 

至 平成 24 年３月 31 日） 

（その他の包括利益） 

当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第 25 号 平成 22 年 6月 30 日）を適用

しております。ただし、「その他の包括利益累計額」及び

「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度の金額

は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等合計」

の金額を記載しております。 

 

―――――――― 

 

 

―――――――― 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

 当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び

過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関

する会計基準」（企業会計基準第 24 号 平成 21 年 12 月 4

日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第 24 号 平成 21 年

12 月 4 日）を適用しております。 

 

 

(10)連結財務諸表に関する注記事項 

 

（セグメント情報） 

 

①報告セグメントの概要 

 当社および連結子会社（以下、当社グループ）の報告セグメントは、分離された財務情報が入手可能

であり、 高経営意思決定機関が、経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討

を行う単位といたしました。 

 具体的には、経営組織の形態、製品およびサービスの特性等に基づき「金融ビジネス」、「流通ビジ

ネス」、「産業・公共ビジネス」、「サービスビジネス」の 4つの報告セグメントとしております。 

「金融ビジネス」は ATM、営業店端末を中心に金融業界向けの機器やシステムを提供しております。

「流通ビジネス」は主として POS システムやハンディターミナル、セルフチェックアウトシステムなど、

流通業界向けソリューションを提供しております。「産業・公共ビジネス」はトータリゼータシステム、

フライトインフォメーション表示システム、せりシステムなど産業・公共、情報インフラ分野を支える

ソリューションを提供しております。「サービスビジネス」は金融機関向け ATM アウトソーシングサー

ビス、店舗向け ATM サービスやヘルプデスクなど製品やシステムの運用をサポートするサービスを提供

しております。 

 

 当連結会計年度より、平成 23 年 10 月 1 日の組織変更に伴い、従来サービスビジネスに含めていた金

融ビジネス及び産業・公共ビジネス向けリペア事業の売上高及び利益又は損失は、金融ビジネス及び産

業・公共ビジネスの属するセグメントに、各々帰属させることといたしました。 

 なお、前連結会計年度のセグメント情報は、会社組織変更後の報告セグメントの区分に基づき作成し

たものを開示しております。 
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② 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失の金額の算定方法 

 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 

 

③報告セグメントごとの売上高、利益又は損失の金額に関する情報 

 

前連結会計年度（自 平成 22 年４月１日 至 平成 23 年３月 31 日）  （単位：百万円） 

 報告セグメント 

合計 
金融ビジネス 流通ビジネス

産業・公共

ビジネス 

サービス 

ビジネス 

売上高 43,073 23,435 21,914 16,193 104,616 

セグメント利益又は損失（△） 3,371 △1,552 264 661 2,744 

 

 

当連結会計年度（自 平成 23 年４月１日 至 平成 24 年３月 31 日）   （単位：百万円） 

 報告セグメント 

合計 
金融ビジネス 流通ビジネス

産業・公共

ビジネス 

サービス 

ビジネス 

売上高 39,666 21,690 23,190 16,603 101,150 

セグメント利益又は損失（△） 3,229 △2,515 673 931 2,319 
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 (税効果会計関係)  

 

①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 

（自 平成 22 年４月１日 

至 平成 23 年３月 31 日）

当連結会計年度 

（自 平成 23 年４月１日 

至 平成 24 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 

  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 

  繰延ヘッジ損益 

  その他 

繰延税金負債計 

評価性引当額 

繰延税金資産の純額 

872 百万円

87 百万円

201 百万円

352 百万円

14 百万円

592 百万円

31 百万円

622 百万円

2,773 百万円

△44 百万円

－

△25 百万円

△69 百万円

△227 百万円

2,476 百万円

817 百万円

59 百万円

171 百万円

322 百万円

13 百万円

563 百万円

68 百万円

436 百万円

2,452 百万円

△37 百万円

△32 百万円

△18 百万円

△88 百万円

△147 百万円

2,217 百万円

 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれて 

おります。 

 前連結会計年度 

（自 平成 22 年４月１日 

至 平成 23 年３月 31 日）

当連結会計年度 

（自 平成 23 年４月１日 

至 平成 24 年３月 31 日）

 流動資産－繰延税金資産 

 固定資産－繰延税金資産 

1,456

1,019

1,225

992

 

  ②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 

（自 平成 22 年４月１日 

 至 平成 23 年３月 31 日）

当連結会計年度 

（自 平成 23 年４月１日 

 至 平成 24 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 

  税率変更による期末繰延税金資産の減額に伴う負担増  

  還付法人税等 

  その他 

  税効果会計適用後の法人税等の負担率 

（％）

40.69

6.80

2.90

1.16

△4.34

6.20

－

△5.79

△8.15

39.47

（％）

40.69

9.18

3.29

1.62

1.59

△2.27

12.10

△4.14

△4.04

58.02
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（退職給付関係） 

 

①採用している退職給付制度の概要 

当社は、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、国内連結子会社では、退職一時金制度、企業年金基金および中小企業退職金共済制度を、一部の海外子会

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 23 年 3月 31 日現在）

当連結会計年度 

（平成 24 年 3月 31 日現在）

(1) 退職給付債務 

(2) 年金資産 

(3) 未積立退職給付債務（1）+(2) 

(4) 未認識数理計算上の差異  

(5) 未認識過去勤務債務 

(6) 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 純 額 ( 3 ) + ( 4 ) + ( 5 )

(7) 前払年金費用 

(8) 退職給付引当金(6)-(7) 

△9,385 百万円

6,704 百万円

△2,680 百万円

1,839 百万円

△340 百万円

△1,181 百万円

45 百万円

△1,227 百万円

△9,460 百万円

7,017 百万円

△2,443 百万円

1,823 百万円

△263 百万円

△882 百万円

63 百万円

△946 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 22 年 4月 1日

至 平成 23 年 3月 31 日）

当連結会計年度 

（自 平成 23 年 4月 1日

至 平成 24 年 3月 31 日）

(1) 勤務費用 

(2) 利息費用 

(3) 期待運用収益 

(4) 数理計算上差異の費用処理額 

(5) 過去勤務債務費用 

(6) 退職給付費用(1)+(2)+(3)+(4)+(5)

(7) その他 

(8)   計(6)+(7) 

582 百万円

211 百万円

△175 百万円

135 百万円

△77 百万円

676 百万円

244 百万円

921 百万円

783 百万円

202 百万円

△172 百万円

160 百万円

△77 百万円

896 百万円

238 百万円

1,134 百万円

(注)「(7) その他」は、確定拠出年金への掛金支払額であります。 

上記の退職給付費用以外に、割増退職金 4百万円を費用計上しております。 

 

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 22 年 4月 1日

至 平成 23 年 3月 31 日）

当連結会計年度 

（自 平成 23 年 4月 1日

至 平成 24 年 3月 31 日）

(1) 退職給付見込額の期間配分方法 

(2) 割引率 

(3) 期待運用収益率 

(4) 過去勤務債務の費用処理年数 

(5) 数理計算上の差異の処理年数 

 

期間定額基準

2.0～2.5％

2.0～3.2％

10 年

従業員の平均残存勤務期間

(12～14 年)定額法

期間定額基準

1.6～2.5％

2.0～3.2％

10 年

従業員の平均残存勤務期間

(12～15 年)定額法
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（ストック・オプション等関係） 

 

前連結会計年度（自 平成 22 年４月１日 至 平成 23 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          6 百万円 

  販売費及び一般管理費   15 百万円 

 

②ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

  平成 22 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 5 名、当社経営執行役 12 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 38,600 株 

付与日 平成 22 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 22 年 8月 14 日 至 平成 52 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） 588 

 

当連結会計年度（自 平成 23 年４月１日 至 平成 24 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          5 百万円 

  販売費及び一般管理費   17 百万円 

 

②ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

  平成 23 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 5 名、当社経営執行役 13 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 47,900 株 

付与日 平成 23 年 8月 11 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 23 年 8月 12 日 至 平成 53 年 8 月 11 日 

権利行使価格（円） 1 

付与日における公正な評価単価（円） 480 
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（１株当たり情報）  

 

前連結会計年度 

(自  平成 22 年 4月 1日 

至 平成 23 年 3月 31 日) 

当連結会計年度 

(自  平成 23 年 4月 1日 

至 平成 24 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  

1,393 円 92 銭

53 円 54 銭

53 円 35 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  

1,426 円 98 銭

27 円 47 銭

27 円 35 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 22 年 4 月 1 日

至 平成23年3月 31日)

当連結会計年度 

(自 平成 23 年 4 月 1 日

 至  平成24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） 1,282 657

普通株主に属さない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,282 657

普通株式の期中平均株式数（株） 23,948,665 23,928,939

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 84,094 107,979

（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） 

 

  該当事項はありません。 

 

 

５．補足情報 
 

 (1)従業員数（連結）   

 2009 年度末 2010 年度末 2011 年度末 

従 業 員 数 3,545 3,639 3,553 

 

（単位：人） 
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(2) 近における四半期毎の業績の推移 

 

平成 24 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 

23 年 4月～23 年 6 月 23 年 7月～23 年 9 月 23 年 10 月～23 年 12 月 24 年 1月～24 年 3 月

売 上 高 20,487 27,233 22,333 31,097

売 上 総 利 益 3,531 5,481 3,520 7,446

営 業利 益又 は損 失（ △ ） △748 861 △775 2,982

経 常利 益又 は損 失（ △ ） △878 601 △728 3,059

税金等調整前四半期純利益 

又 は 純 損 失 （ △ ） 
△1,342 589 △728 3,049

四半期純利益又は純損失（△） △952 260 △519 1,869

1 株 当 たり 四半 期純 利 益 

又 は 純 損 失 （ △ ） 
△39 円 81 銭 10 円 88 銭 △21 円 73 銭 78 円 10 銭

  

総 資 産 58,524 59,315 57,860 65,609

純 資 産 32,386 33,049 32,388 34,362

1 株 当 た り 純 資 産 1,345 円 30 銭 1,372 円 02 銭 1,344 円 46 銭 1,426 円 98 銭

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,728 △2,546 1,333 △2,539

投資活動によるキャッシュ・フロー △529 △1,276 △888 △1,837

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,349 152 △260 2,267

現金及び現金同等物期末残高 7,576 3,740 3,936 1,894

 

 

平成 23 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 

22 年 4月～22 年 6 月 22 年 7月～22 年 9 月 22 年 10 月～22 年 12 月 23 年 1月～23 年 3 月

売 上 高 20,406 26,630 23,955 33,624

売 上 総 利 益 3,188 5,509 4,656 7,769

営 業利 益又 は損 失（ △） △1,404 847 431 2,870

経 常 利 益 又 は 損 失 ( △ ) △1,739 779 290 2,964

税金等調整前四半期純利益 

又 は 純 損 失 （ △ ） 
△1,802 779 290 2,850

四半期純利益又は純損失（△） △1,166 448 140 1,858

1 株 当 たり 四半 期純 利益 

又 は 純 損 失 （ △ ） 
△48 円 60 銭 18 円 70 銭 5 円 88 銭 77 円 76 銭

  

総 資 産 58,044 59,496 58,265 64,103

純 資 産 31,204 31,716 31,528 33,531

1 株 当 た り 純 資 産 1,298 円 39 銭 1,318 円 83 銭 1,315 円 58 銭 1,393 円 92 銭

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,614 △2,279 2,243 1,655

投資活動によるキャッシュ・フロー △322 △413 △699 △1,613

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,047 1,136 △2,079 1,578

現金及び現金同等物期末残高 6,324 4,706 4,086 5,808

 

富士通フロンテック㈱（6945）平成24年3月期　決算短信

-27-




