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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

 （注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。 

２．第52期の潜在株式調整後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。 

回次 
第53期 

第１四半期連結
累計(会計)期間

第52期 

会計期間 

自平成20年 
４月１日 

至平成20年 
６月30日 

自平成19年 
４月１日 

至平成20年 
３月31日 

売上高（千円） 2,348,826 16,580,552 

経常損失（千円） △60,944 △742,471 

四半期（当期）純損失（千円） △55,915 △1,024,959 

純資産額（千円） 4,221,344 4,312,123 

総資産額（千円） 27,354,210 26,348,644 

１株当たり純資産額（円） 508.76 522.53 

１株当たり四半期（当期）純損失

金額（円） 
△6.96 △134.83 

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円） 
－ － 

自己資本比率（％） 14.9 15.9 

営業活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
△629,244 △2,956,759 

投資活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
57,761 △141,595 

財務活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
282,210 4,331,068 

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円） 
2,237,975 2,394,072 

従業員数（人） 773 752 
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２【事業の内容】 

 当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。 

３【関係会社の状況】 

 当第１四半期連結会計期間において、主要な関係会社における異動はありません。 

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除く。）であります。 

(2）提出会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除く。）であります。 

平成20年６月30日現在

従業員数（人） 773 

平成20年６月30日現在

従業員数（人） 555 
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第２【事業の状況】 

１【生産、受注及び販売の状況】 

 当第１四半期連結会計期間の生産実績、受注状況及び販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、以下のと

おりであります。 

(1）生産実績 

 （注）１．金額は製造総費用によっており、セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）受注状況 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3）販売実績 

 （注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２．前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対

する割合は次のとおりであります。 

３．上表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

事業の種類別セグメントの名称 
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年６月30日） 
前年同期比（％） 

自動車用プレス金型事業（千円） 3,146,395 － 

自動車用溶接治具事業（千円） 2,305,973 － 

合計（千円） 5,452,369 － 

事業の種類別セグメントの名称 
受注高 

（千円） 
前年同期比(%) 

受注残高 
（千円） 

前年同期比(%) 

自動車用プレス金型事業 1,688,207 － 16,902,007 － 

自動車用溶接治具事業 2,923,207 － 7,386,059 － 

合計 4,611,414 － 24,288,066 － 

事業の種類別セグメントの名称 
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年６月30日） 
前年同期比（％） 

自動車用プレス金型事業（千円） 1,837,881 － 

自動車用溶接治具事業（千円） 510,944 － 

合計（千円） 2,348,826 － 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年６月30日） 

相手先 金額（千円） 割合（％） 

長安フォード汽車有限公司 621,571 26.5 

上海ゼネラルモータース社 393,897 16.8 

タタモータース社 298,491 12.7 
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２【経営上の重要な契約等】 

１．当社が技術援助等を与えている契約 

  当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

３【財政状態及び経営成績の分析】 

 本文の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結会社）が判断したも

のであります。 

(1）業績の状況 

 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、依然、高騰を続ける原油価格をはじめとする原材料費負担の増

大等、景気の先行きは極めて安定感を欠く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、需要が急増する中国及びインド自動車メーカー向けプロジェクトを中心に年間出荷高を増加させる計画に基づき

受注されたプロジェクトにより、工場における操業負荷を平準化し、より低コストでの金型製造が可能となる体制で

臨んでおります。しかしながら、当第１四半期連結会計期間においては、その出荷高は概ね前連結会計年度より出荷

繰延となったプロジェクトに限定され、全体の売上高は2,348百万円（ 前年同四半期比48.8％増）に留まることとな

り、依然として低価格帯で推移する受注価格での対応となる中、辛うじて粗利確保となったものの、営業損失は250

百万円となりました。但し、営業外収益においては、為替レートが前連結会計年度末に比べ、ドル高円安水準となっ

たことによる為替差益の享受、並びに海外関連会社における持分法による投資利益を計上したこともあり、経常損失

においては、60百万円とその損失幅は低減されました。以上の結果、当第１四半期連結会計期間における当期純損失

は、55百万円となりました。 

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、全般的な受注価格低下の傾向が続く中、これと逆行する形でプレス金型の素材となります

鋳物をはじめとする鉄の価格高騰による変動費の負担増が加わり、その採算確保が極めて厳しい状況となりました。

当第１四半期連結会計期間における売上におきましては、前連結会計年度より出荷繰延となった中国向けプロジェク

トをはじめ期初より予定された限られた出荷に留まったことから、売上高は1,837百万円となり、全体売上の少ない

中、一般管理販売費を負担しきれず、営業損失は282百万円となりました。 

②自動車用溶接治具事業 

 当事業におきましても、当第１四半期連結会計期間における出荷はインド向けプロジェクトをはじめ、小型の数プ

ロジェクトに留まったため、売上高は510百万円と伸び悩み、この結果、営業利益についても辛うじて41百万円を確

保するに留まりました。 
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(2）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結期間においては、受注価格の低下、素材費の高騰と採算確保が極めて厳しい状況となる中で、そ

の売上は概ね前連結会計年度より出荷繰延となったプロジェクトに限定されたところに留まったため、一般管理販売

費等の固定費を負担しきれず、税金等調整前当期純損失は57百万円となりました。売掛金の回収による資金取得があ

ったものの、第２四半期以降の出荷物件に係る、たな卸資産の増加による資金使用がこれを上回ったため、当第１四

半期連結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156百万円減少し、2,237百万円となりまし

た。  

当第１四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、中国向け売掛金を中心に回収が進み、売上債権の減少が1,832百万円とな

ったものの、これを上回るたな卸資産の増加が3,124百万円となったため、資金使用629百万円となりました。 

（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、当社伊豆長岡工場におけるプレス機基礎等に係る投資が27百万円ありまし

たが、関係会社から貸付金の回収による収入が101百万円あったことから、資金取得57百万円となりました。 

（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、長期借入金の約定返済が進んだことにより、これが352百万円減少となっ

たものの、短期借入金が583百万円増加となったため、資金取得282百万円となりました。 

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題 

 当第１四半期連結会計期間において新たに発生した事業上及び財務上の対処すべき課題はありません。 

(4）研究開発活動 

 当第１四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は２百万円であります。なお、当第１四半

期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 

(5）経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し 

 当社グループを取り巻く事業環境は、製品の全般的な受注価格低下の傾向が続く中、これと逆行する形で素材とな

る鋳物をはじめとする鉄の価格高騰による変動費の負担増が加わり、その採算確保が極めて厳しい状況となっており

ます。今後の受注契約においては、契約後の素材急騰分を取引先に填補頂く契約にて交渉をするのは勿論のこと、従

来のプレス金型及び溶接治具の発注に加え、より高い付加価値が期待できる車体設計をセットした「車体エンジニア

リング」として車体開発一括受注を展開し、より高い採算性の受注確保に向けて注力しております。この「車体エン

ジニアリング」を進めるにあたり、車体歩留まりのより良い金型構造を客先提案することとなり、当社グループとし

ても、この素材費急騰によるコスト高を吸収し、より付加価値の高い金型製作に繋がることから、従前より進めてい

る金型技術情報の一元化によるコスト低減策と相まった一層のコスト低減を目指してまいります。 
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第３【設備の状況】 
(1）主要な設備の状況 

 当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

(2）設備の新設、除却等の計画 

 当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等についての変更し

たものは次のとおりであります。 

①変更 

 自動車用プレス金型事業において、前連結会計年度末に計画しておりました、当社伊豆長岡工場の1600tサーボ

プレス機は完了予定の平成20年６月が 終精度の確認の遅れにより平成20年９月に完了する予定です。 
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第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

（１）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

（２）【新株予約権等の状況】 

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

平成19年６月28日定時株主総会決議 

（３）【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

種 類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 29,000,000 

計 29,000,000 

種類 
第１四半期会計期間末現
在発行数（株） 
（平成20年６月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成20年８月８日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内 容 

普通株式 8,043,418 8,043,418 ジャスダック証券取引所 － 

計 8,043,418 8,043,418 － － 

 
第１四半期会計期間末現在 

（平成20年６月30日） 

新株予約権の数（個） 393 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 393,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 660 

新株予約権の行使期間 
自 平成21年８月16日 

至 平成24年８月15日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円） 

発行価格 

資本組入額 

863 

432 

新株予約権の行使の条件 

新株予約権者は、新株予約権の行使時において当社及び当

社の子会社の取締役・監査役または従業員であることを要

する。 

ただし、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な

理由のある場合は、この限りではない。 

新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡、質入その他の処分は認めない。 

代用払込みに関する事項 ─ 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ─ 
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（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

（５）【大株主の状況】 

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。

（６）【議決権の状況】 

 当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成20年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】 

②【自己株式等】 

年月日 
発行済株式
総数増減数 

（株） 

発行済株式
総数残高 

（株） 

資本金増減
額（千円） 

資本金残高 
（千円） 

資本準備金
増減額 
（千円） 

資本準備金
残高 
（千円） 

平成20年４月１日～ 

平成20年６月30日 
－ 8,043,418 － 910,174 － 734,930 

平成20年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式    13,000 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 7,995,000  7,995 － 

単元未満株式 普通株式   35,418 － １単元（1,000株）未満の株式

発行済株式総数 8,043,418 － － 

総株主の議決権 － 7,995 － 

平成20年６月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

株式会社富士テクニカ 
静岡県駿東郡清水町

的場20番地 
13,000 － 13,000 0.16 

計 － 13,000 － 13,000 0.16 
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２【株価の推移】 

【当該四半期累計期間における月別 高・ 低株価】 

 （注） 高・ 低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

３【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 

(1) 新任役員 

該当はありません。 

(2) 退任役員 

 （注）常務取締役菊地孝宏は、代表取締役会長高橋登志雄の子の配偶者であります。 

月 別 
平成20年 
４月 

５ 月 ６ 月 

高（円） 440 440 412 

低（円） 380 379 370 

役名 職名 氏名 退任年月日 

常務取締役 営業推進部長 菊地 孝宏  平成20年６月27日 
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第５【経理の状況】 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から

平成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、監査法人夏目事務所による四半期レビューを受けてお

ります。 

－ 10 －



１【四半期連結財務諸表】 
（１）【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６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20年３月31日） 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,181,381 3,337,478

受取手形及び売掛金 3,786,430 5,618,496

仕掛品 11,240,939 8,116,381

未収還付法人税等 39,348 52,433

繰延税金資産 433,435 429,459

その他 440,277 498,864

貸倒引当金 △48,653 △52,119

流動資産合計 19,073,160 18,000,993

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,692,113 2,711,946

機械装置及び運搬具（純額） 1,034,951 1,097,413

土地 2,448,161 2,448,161

建設仮勘定 107,239 45,087

その他（純額） 99,394 98,931

有形固定資産合計 ※1  6,381,860 ※1  6,401,539

無形固定資産   

ソフトウエア 125,655 128,297

その他 5,130 5,141

無形固定資産合計 130,785 133,439

投資その他の資産   

投資有価証券 467,335 437,807

長期貸付金 419,525 520,791

繰延税金資産 － 32,766

破産更生債権等 94,223 94,223

その他 882,366 822,330

貸倒引当金 △95,046 △95,248

投資その他の資産合計 1,768,403 1,812,671

固定資産合計 8,281,049 8,347,650

資産合計 27,354,210 26,348,644
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６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20年３月31日） 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,537,221 4,172,355

短期借入金 12,989,997 12,525,273

未払法人税等 － 7,826

前受金 1,673,690 1,422,344

賞与引当金 443,154 267,342

その他 431,747 432,527

流動負債合計 20,075,811 18,827,669

固定負債   

長期借入金 1,365,812 1,499,785

長期未払金 24,524 25,590

退職給付引当金 1,490,170 1,474,656

役員退職慰労引当金 163,900 161,800

繰延税金負債 7,188 41,559

その他 5,460 5,460

固定負債合計 3,057,055 3,208,852

負債合計 23,132,866 22,036,521

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 2,391,303 2,511,459

自己株式 △13,703 △13,703

株主資本合計 4,022,705 4,142,861

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 62,655 53,094

評価・換算差額等合計 62,655 53,094

新株予約権 34,923 23,529

少数株主持分 101,058 92,637

純資産合計 4,221,344 4,312,123

負債純資産合計 27,354,210 26,348,644
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（２）【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日） 

売上高 2,348,826

売上原価 2,293,755

売上総利益 55,070

販売費及び一般管理費 ※  305,737

営業損失（△） △250,666

営業外収益  

受取利息 10,201

受取配当金 2,174

持分法による投資利益 68,480

為替差益 167,879

その他 32,039

営業外収益合計 280,775

営業外費用  

支払利息 73,754

その他 17,298

営業外費用合計 91,052

経常損失（△） △60,944

特別利益  

貸倒引当金戻入額 4,012

特別利益合計 4,012

特別損失  

固定資産除却損 857

特別損失合計 857

税金等調整前四半期純損失（△） △57,789

法人税、住民税及び事業税 2,038

法人税等調整額 △11,834

法人税等合計 △9,795

少数株主利益 7,921

四半期純損失（△） △55,915
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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）

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６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 △57,789

減価償却費 122,849

持分法による投資損益（△は益） △68,480

退職給付引当金の増減額（△は減少） 15,513

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,100

賞与引当金の増減額（△は減少） 175,812

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,668

受取利息及び受取配当金 △12,375

支払利息 73,754

有形固定資産除却損 857

売上債権の増減額（△は増加） 1,832,065

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,124,381

未収消費税等の増減額（△は増加） 17,550

仕入債務の増減額（△は減少） 244,610

前受金の増減額（△は減少） 251,345

為替差損益（△は益） △138,729

その他 111,517

小計 △557,449

利息及び配当金の受取額 12,375

利息の支払額 △74,635

法人税等の支払額 △9,535

営業活動によるキャッシュ・フロー △629,244

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △27,956

無形固定資産の取得による支出 △8,835

投資有価証券の取得による支出 △146

貸付けによる支出 △7,000

貸付金の回収による収入 101,265

その他 434

投資活動によるキャッシュ・フロー 57,761

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） 583,000

長期借入れによる収入 100,000

長期借入金の返済による支出 △352,249

配当金の支払額 △48,040

少数株主への配当金の支払額 △500

財務活動によるキャッシュ・フロー 282,210

現金及び現金同等物に係る換算差額 133,174

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △156,097

現金及び現金同等物の期首残高 2,394,072

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  2,237,975
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【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】 

【簡便な会計処理】 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】 

該当事項はありません。 

  
当第 四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年６月30日） 

１．会計処理基準に関する事

項の変更 

棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

 「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)を当第１四半期連

結会計期間から適用し、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。この変更による営業損失、経常損失及

び税金等調整前四半期純損失への影響はあ

りません。 

  
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年６月30日） 

１．棚卸資産の評価方法  当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の

算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連

結会計年度末の実地棚卸高を基礎として合

理的な方法により算出する方法によってお

ります。 

 また、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．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、または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。 
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【注記事項】 

（四半期連結貸借対照表関係） 

（四半期連結損益計算書関係） 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

当第１四半期連結会計期間末 
（平成20年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成20年３月31日） 

＊１．有形固定資産の減価償却累計額 12,204,752千円 ＊１．有形固定資産の減価償却累計額 11,953,395千円

 ２．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 

289,180千円

 ２．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 

270,560千円

 ３．受取手形割引高 44,053千円

   売上債権流動化に伴う遡及義務 1,190,839千円

 ３．受取手形割引高 88,311千円

   売上債権流動化に伴う遡及義務 388,300千円

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年６月30日） 

＊ 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 123,391千円 

賞与引当金繰入額 19,513 

退職給付引当金繰入額 5,758 

減価償却費 10,655 

旅費交通費 29,020 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年６月30日） 

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成20年６月30日現在） 

現金及び預金勘定 3,181,381千円 

預入期間が３ヶ月を超える定期預

金 

△943,406 

現金及び現金同等物 2,237,975千円 
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（株主資本等関係） 

当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至

平成20年６月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

普通株式  8,043,418株  

２．自己株式の種類及び株式数 

普通株式  13,353株 

３．新株予約権等に関する事項 

新株予約権の四半期連結会計期間末残高  親会社 34,923百万円 

４．配当に関する事項 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額
（千円） 

１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資 

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 利益剰余金 
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６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．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9,690千円であり、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。 

【所在地別セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６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】 

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６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 

(3）欧州………………フランス 

(4）北米………………アメリカ 

(5）その他……………アルゼンチン 

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。 

 
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 1,837,881 510,944 2,348,826 － 2,348,826 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ 119,121 119,121 (119,121) － 

計 1,837,881 630,065 2,467,947 (119,121) 2,348,826 

営業利益又は営業損失

（△） 
△282,373 41,397 △240,976 (9,690) △250,666 

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 

  オセアニア アジア 欧州 北米 その他 計 

海外売上高（千円） － 1,554,712 2,184 2,211 163,302 1,722,411 

連結売上高（千円）           2,348,826 

連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
－ 66.2 0.1 0.1 7.0 73.3 
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（有価証券関係） 

 該当事項はありません。 

（デリバティブ取引関係） 

 該当事項はありません。 

（ストック・オプション等関係） 

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

１．ストック・オプションに係る当第１四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名 

２．当第１四半期連結会計期間に付与したストック・オプションの内容 

該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報） 

１．１株当たり純資産額 

２．１株当たり四半期純利益金額等 

 （注） １株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

（リース取引関係） 

 該当事項はありません。 

２【その他】 

該当事項はありません。 

売上原価 7,859千円 

販売費及び一般管理費 3,534 

当第１四半期連結会計期間末 
（平成20年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成20年３月31日） 

１株当たり純資産額 508.76円 １株当たり純資産額 522.53円

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年６月30日） 

 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株当たり四半

期純損失であるため記載しておりません。 

１株当たり四半期純損失金額 6.96円

  
当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年６月30日） 

１株当たり四半期純損失金額   

四半期純損失（千円） △55,915 

普通株主に帰属しない金額（千円） － 

普通株式に係る四半期純損失（千円） △55,915 

期中平均株式数（株） 8,030,065 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要 

 － 
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 
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  独立監査人の四半期レビュー報告書  

平成20年８月８日

株式会社富士テクニカ 

取締役会 御中 

監査法人 夏目事務所 

  代表社員   公認会計士 菊池 正道   印 

  業務執行社員   公認会計士 安久津 文彦  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社富士テ

クニカの平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から

平成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半

期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあ

り、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社富士テクニカ及び連結子会社の平成20年６月30日現在の財政

状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示してい

ないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が四半期連

結財務諸表に添付する形で別途保管しております。 

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 




