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 （注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。 

２．第53期第３四半期連結累計期間、第53期第３四半期連結会計期間及び第53期の潜在株式調整後１株当たり四

半期（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（当期）純損失であるた

め記載しておりません。 

３．第54期第３四半期連結累計期間及び第54期第３四半期連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利

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。 

  

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】

回次 
第53期 

第３四半期連結
累計期間 

第54期 
第３四半期連結

累計期間 

第53期 
第３四半期連結

会計期間 

第54期 
第３四半期連結 

会計期間 
第53期 

会計期間 

自平成20年 
４月１日 

至平成20年 
12月31日 

自平成21年 
４月１日 

至平成21年 
12月31日 

自平成20年 
10月１日 

至平成20年 
12月31日 

自平成21年 
10月１日 

至平成21年 
12月31日 

自平成20年 
４月１日 

至平成21年 
３月31日 

売上高（千円）  13,435,201  11,926,411  3,164,370  3,870,404  19,437,169

経常損益（△は損失）（千円）  △1,868,616  87,222  △754,329  69,337  △2,370,311

四半期（当期）純損益（△は損

失）（千円） 
 △3,451,214  141,579  △2,372,169  117,939  △3,951,768

純資産額（千円） － －  682,789  325,145  136,598

総資産額（千円） － －  24,751,163  21,425,535  22,613,714

１株当たり純資産額（円） － －  78.18  31.42  8.94

１株当たり四半期（当期）純損益

金額（△は損失）（円） 
 △429.79  17.63  △295.42  14.69  △492.13

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（％） － －  2.5  1.2  0.3

営業活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 △1,132,148  1,338,564 － －  △1,294,307

投資活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 △923,116  411,023 － －  △992,713

財務活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 895,943  807,353 － －  608,149

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円） 
－ －  1,201,924  3,240,197  852,491

従業員数（人） － －  755  605  686

－ 1 －



 当第３四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。 

  

 当第３四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。 

  

(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。 

  

２【事業の内容】

３【関係会社の状況】

４【従業員の状況】

  平成21年12月31日現在

従業員数（人）  605

  平成21年12月31日現在

従業員数（人）  445

－ 2 －



 当第３四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．前第３四半期連結会計期間及び当第３四半期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。 

  

第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

事業の種類別セグメントの名称 
当第３四半期連結会計期間 
（自 平成21年10月１日 

至 平成21年12月31日） 
前年同期比（％） 

自動車用プレス金型事業（千円）  1,434,075  49.0

自動車用溶接治具事業（千円）  423,249  25.5

合計（千円）  1,857,324  40.5

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  1,050,515  26.9  6,754,338  36.3

自動車用溶接治具事業  643,673  24.4  2,793,089  61.6

合計  1,694,188  25.9  9,547,427  41.2

事業の種類別セグメントの名称 
当第３四半期連結会計期間 
（自 平成21年10月１日 

至 平成21年12月31日） 
前年同期比（％） 

自動車用プレス金型事業（千円）  3,816,778  253.7

自動車用溶接治具事業（千円）  53,625  3.2

合計（千円）  3,870,404  122.3

前第３四半期連結会計期間 
（自 平成20年10月１日 

至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成21年10月１日 

至 平成21年12月31日） 

相手先 金額（千円） 割合（％） 相手先 金額（千円） 割合（％）

双日㈱（フィアットオー

トモービルズ社） 
 484,292  15.3 スズキ㈱  1,426,673  36.9

重慶長安鈴木汽車有限公

司 
 413,233  13.1 タタモータース社  692,203  17.9

上海ゼネラルモータース

社 
 401,498  12.7              

サウスイーストモーター

社 
 358,200  11.3              
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 第３四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす

可能性のある事項には、以下のようなものがあります。 

 なお、文中の将来に関する事項は、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） 当第３四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価

証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 

(2）提出会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他提

出会社の経営に重要な影響を及ぼす事象 

   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

に平成21年３月期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。   

  

１．当社が技術援助等を与えている契約 

  当第３四半期連結会計期間において、関連会社フジテクニカインドネシア社との技術援助契約の契約期間が

平成22年10月17日までと更新されております。 

２【事業等のリスク】

３【経営上の重要な契約等】
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 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３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、2008年秋以降の急速な世界経済減速の影響による景気悪化から

政府の景気対策効果等もあり、大企業を中心に緩やかな企業業績の回復も見られるものの、設備投資は依然、抑制低

迷の状況にあり、失業率の悪化が続く雇用情勢や、さらにはデフレ進行など市況の低迷は続いており、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、当連結会計期間中、国内向け

プロジェクトを中心とした売上となったことから、継続受注による効果も享受し、相応の採算確保ができました。し

かしながら、中国・インド向けプロジェクトの出荷後客先生産ラインにおける精度調整作業に係る売上については作

業期間の長期化等によるコスト負担が重く、国内向けの採算を減殺することとなり、全体の採算確保はごく限られた

ものに留まることとなりました。その結果、当第３四半期連結会計期間における売上高は3,870百万円（前年同期比

22.3％増）と増収になり、販売費及び一般管理費の負担を除く、営業利益は50百万円となりました。また、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が30百万円となり、金利負担及び為替差損の営業外費用

も113百万円と影響しましたが、経常利益は、69百万円となりました。但し、前連結会計年度末に工場閉鎖した当社

新潟工場の機械売却による特別利益49百万円が計上となりました。この結果、当第３四半期連結会計期間における四

半期純利益は、117百万円となりました。 

  

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、当第３四半期連結会計期間のメインとなります国内向けプロジェクトの売上により相応の

採算を確保したものの、中国・インド向けプロジェクトの出荷後客先生産ラインにおける精度調整作業に係る売上に

ついては作業期間の長期化等によるコスト負担が重く、全体の採算はごく限られたものに留まることとなりました。

当第３四半期連結会計期間における売上高につきましては、3,816百万円(前年同期比153.7％増)となり、営業利益は

122百万円となりました。 

  

②自動車用溶接治具事業 

 当事業におきましては、当第３四半期連結会計期間においてはプロジェクト出荷がなく、国内向けライン仕様追加

等の限られた売上計上に留まった為、当第３四半期連結会計期間における、売上は53百万円(前年同期比96.8％減) 

となり、営業利益はこれを確保できず、65百万円の損失となりました。 

  

(2）財政状態の分析 

 当第３四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、現金及び預金がシンジケートロ

ーン2,000百万円を調達したことにより2,231百万円増加し、4,518百万円となりました。また、期末において相応の

売上計上があったことから、受取手形及び売掛金は996百万円増加し、5,709百万円となりましたが、仕掛品に係る原

価投入量が落ちていることもあり、仕掛品は3,789百万円減少し、3,450百万円となりました。また、有形固定資産に

ついては、前期末に閉鎖した新潟工場の機械売却及び減価償却費の計上により310百万円減少し、5,639百万円となっ

た結果、資産合計では21,425百万円となりました。負債につきましては、長期借入金がシンジケートローンの調達に

より、1,616百万円増加の2,713百万円となりましたが支払手形及び買掛金は、仕掛品への原価投入が減少する中、支

払決済が進み、1,725百万円減少の1,036百万円となりました。短期借入金についても、当社新潟工場閉鎖及び希望退

職者に係る退職金等のリストラ資金750百万円を借入しましたが、これを上回る運転資金の返済があったことにより

808百万円減少し12,792百万円となりました。この結果、負債合計では21,100百万円となりました。純資産につきま

しては、325百万円となり、188百万円増加いたしました。この主な要因は、当第３四半期連結累計期間は四半期純利

益が141百万円となり、利益剰余金が141百万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

戻入が26百万円あったことから、評価・換算差額等が38百万円増加したためであります。 

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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 (3）キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結会計期間において、依然として低迷する受注価格の影響下、採算確保が厳しい前期からの出荷

繰延プロジェクトが中心ではあったものの、売上対象は国内向けプロジェクト等、相応の採算を確保できたものもあ

り、税金等調整前四半期純利益は118百万円 と利益確保となる中、棚卸資産の減少による資金取得が1,796百万円と

なり、売上債権の増加660百万円等の資金使用を上回りました。但し、短期借入金の返済により、短期借入金純減が

1,120百万円となったため、当第３四半期連結期間末における現金及び現金同等物は前第２四半期連結会計期間末に

比べ480百万円減少し、3,240百万円となりました。 

  

当第３四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利益が118百万円となる中、棚卸資産の減少で1,796

百万円等の資金取得となり、これが売上債権の増加による660百万円等の資金使用を上回った結果、資金取得556百万

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、前連結会計年度末において閉鎖した新潟工場のプレス機売却による収入が

49百万円となり、資金取得30百万円となりました。 

  

（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、短期借入金の返済により、短期借入金が純減で1,120百万円となり、資金

使用1,094百万円となりました。 

  

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題 

 当第３四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３四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７百万円であります。なお、当第３四半

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、米国の金融危機に端を発した全世界同時恐慌の影響化、世界各国自動車メー

カーの生産計画並びに開発計画が混沌とする中、極めて先の見えない状況となってまいりました。こうした厳しい事

業環境を重く受け止め、当社グループの収益状況の将来性を踏まえ、グループ内の事業収益構造の抜本的な改革と財

務基盤強化の必要性を認識し、経営の合理化策を打ち出しました。内容と致しましては、当社、新潟工場の閉鎖によ

る生産拠点の集約及び人員削減の合理化、また当面、激減することが見込まれる受注状況に対応するため、グループ

全体の役員報酬をはじめ全社員の給与減額、大幅な経費節減策を実行し、次期の利益確保に臨みます。また、これら

と併行して進められる生産技術・製造及び生産管理における改善合理化に係る施策を実現し、これを利益に結びつけ

ることにより強靭な利益体質のグループを目指してまいります。  
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(1）主要な設備の状況 

 当第３四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３四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末において計画中であった重要な設備の新設、除却

等について、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計

画はありません。 

第３【設備の状況】
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①【株式の総数】 

  

②【発行済株式】 

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成21年12月31日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使（旧商法に

基づき発行された転換社債の転換を含む。）により発行された株式数は含まれておりません。 

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 

  

該当事項はありません。 

  

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

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３四半期会計期間末
現在発行数（株） 
（平成21年12月31日） 

提出日現在発行数（株） 
（平22年２月12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 単元株式数1,000株

計  8,043,418  8,043,418 － － 

（２）【新株予約権等の状況】

  
第３四半期会計期間末現在 

（平成21年12月31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 ─ 

（３）【ライツプランの内容】
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 当第３四半期会計期間において、株式会社オーチュー及びその共同保有者３名から平成21年12月９日付で大量
保有報告書の写しの送付があり、平成21年12月７日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨の報告を
受けておりますが、株主名簿の記載内容が確認できないため、当社として実質所有株式数の確認ができません。 
 なお、大量保有報告書の内容は、次のとおりであります。 

  

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

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21年10月１日～ 

平成21年12月31日 
 －  8,043,418  －  910,174  －  734,930

（５）【大株主の状況】

氏名又は名称 住所 
保有株券等の数 

（千株） 
株券等保有割合 

（％） 

株式会社オーチュー 
 東京都渋谷区代々木2-18-3オーチュー第

一ビル 
株式     505  6.28

株式会社別大産業  千葉県千葉市中央区長洲1-23-4 株式      65  0.81

株式会社アベル  東京都渋谷区代々木2-18-3 株式     46  0.57

片野 忠彦  東京都世田谷区 株式      0  0.00

計  ─ 株式     616  7.66
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 当第３四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21年９月30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】 

  

【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。 

  

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において、役員の異動はありません。  

  

（６）【議決権の状況】

  平成21年12月31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21年12月31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

２【株価の推移】

月 別 
平成21年 

４月 
５ 月 ６ 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月 10 月 11 月 12 月 

高（円）  95  90  170  172  264  212  184  200  192

低（円）  72  80  85  95  140  143  115  131  130

３【役員の状況】
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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。 

 なお、前第３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平成20年12月31日まで）及び前第３四半期連結累計期間

（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第３四半期連結

会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平

成21年12月31日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則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、前第３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から

平成20年12月31日まで）及び前第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）に係る四半

期連結財務諸表については監査法人夏目事務所による四半期レビューを受け、また、当第３四半期連結会計期間（平

成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31

日まで）に係る四半期連結財務諸表については監査法人アリアによる四半期レビューを受けております。 

  

第５【経理の状況】
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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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,518,850 2,287,381

受取手形及び売掛金 5,709,547 4,713,044

仕掛品 3,450,035 7,239,861

未収還付法人税等 1,315 5,615

為替予約 22,862 －

その他 351,980 704,749

貸倒引当金 △76,438 △86,450

流動資産合計 13,978,154 14,864,201

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,307,367 2,399,053

機械装置及び運搬具（純額） 739,700 1,039,446

土地 2,430,572 2,430,572

リース資産（純額） 107,301 －

建設仮勘定 － 8,238

その他（純額） 54,963 73,404

有形固定資産合計 ※1  5,639,905 ※1  5,950,714

無形固定資産   

ソフトウエア 83,968 116,717

その他 28,989 29,705

無形固定資産合計 112,958 146,422

投資その他の資産   

投資有価証券 495,653 390,269

長期貸付金 318,649 418,400

破産更生債権等 88,917 88,917

その他 884,435 848,127

貸倒引当金 △93,138 △93,340

投資その他の資産合計 1,694,517 1,652,375

固定資産合計 7,447,381 7,749,512

資産合計 21,425,535 22,613,714
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,036,024 2,761,248

短期借入金 12,792,436 13,600,977

未払法人税等 15,787 7,618

前受金 2,552,810 2,272,199

リース債務 19,683 －

為替予約 － 123,015

その他 264,251 993,878

流動負債合計 16,680,993 19,758,937

固定負債   

長期借入金 2,713,137 1,096,971

長期未払金 18,126 21,325

リース債務 92,148 －

退職給付引当金 1,378,376 1,393,143

役員退職慰労引当金 169,208 170,237

繰延税金負債 42,940 29,001

その他 5,460 7,500

固定負債合計 4,419,396 2,718,178

負債合計 21,100,390 22,477,116

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 △1,362,970 △1,504,549

自己株式 △13,735 △13,735

株主資本合計 268,400 126,821

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 10,721 △6,448

為替換算調整勘定 △26,853 △48,601

評価・換算差額等合計 △16,132 △55,050

新株予約権 72,877 64,827

純資産合計 325,145 136,598

負債純資産合計 21,425,535 22,613,714

－ 13 －



（２）【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年12月31日) 

売上高 13,435,201 11,926,411

売上原価 13,960,803 11,007,004

売上総利益又は売上総損失（△） △525,602 919,407

販売費及び一般管理費 ※  925,527 ※  635,396

営業利益又は営業損失（△） △1,451,130 284,010

営業外収益   

受取利息 20,108 12,537

受取配当金 5,841 3,461

持分法による投資利益 282,558 95,564

助成金収入 － 93,957

その他 94,879 73,066

営業外収益合計 403,388 278,587

営業外費用   

支払利息 255,915 294,436

為替差損 511,524 126,852

その他 53,434 54,086

営業外費用合計 820,874 475,375

経常利益又は経常損失（△） △1,868,616 87,222

特別利益   

貸倒引当金戻入額 10,426 11,339

前期損益修正益 － 832

固定資産売却益 － 49,463

その他 1,167 1,173

特別利益合計 11,593 62,807

特別損失   

固定資産売却損 － 2,000

固定資産除却損 2,333 1,232

特別退職金 － 4,000

事業撤退損 1,194,060 －

特別損失合計 1,196,394 7,232

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（△）

△3,053,417 142,797

法人税、住民税及び事業税 5,730 3,650

法人税等調整額 485,203 △2,432

法人税等合計 490,934 1,218

少数株主損失（△） △93,137 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △3,451,214 141,579
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 

 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 

 至 平成21年12月31日) 

売上高 3,164,370 3,870,404

売上原価 3,069,309 3,615,754

売上総利益 95,060 254,649

販売費及び一般管理費 ※  277,122 ※  203,708

営業利益又は営業損失（△） △182,061 50,941

営業外収益   

受取利息 5,724 3,841

受取配当金 1,943 1,236

持分法による投資利益 68,243 30,408

為替差益 － 10,245

助成金収入 － 47,795

その他 16,948 38,733

営業外収益合計 92,859 132,261

営業外費用   

支払利息 89,936 96,792

為替差損 560,376 －

その他 14,813 17,072

営業外費用合計 665,127 113,865

経常利益又は経常損失（△） △754,329 69,337

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2,357 147

固定資産売却益 － 49,313

その他 518 95

特別利益合計 2,876 49,556

特別損失   

固定資産除却損 － 483

事業撤退損 1,194,060 －

特別損失合計 1,194,060 483

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（△）

△1,945,513 118,410

法人税、住民税及び事業税 1,730 1,281

法人税等調整額 441,924 △810

法人税等合計 443,654 470

少数株主損失（△） △16,998 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2,372,169 117,939
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年12月31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（△）

△3,053,417 142,797

減価償却費 364,332 328,737

持分法による投資損益（△は益） △282,558 △95,564

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14,598 △14,766

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,325 △1,029

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） 110 △10,213

受取利息及び受取配当金 △25,949 △15,998

支払利息 255,915 294,436

有形固定資産除却損 2,333 1,232

有形固定資産売却損益（△は益） － △47,463

売上債権の増減額（△は増加） 2,159,706 △996,502

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,002,670 3,796,653

未収消費税等の増減額（△は増加） △224,920 434,496

仕入債務の増減額（△は減少） △83,257 △2,217,714

前受金の増減額（△は減少） 820,924 280,611

為替差損益（△は益） 40,993 174,754

事業撤退損失 1,194,060 －

その他 195,888 △446,882

小計 △884,927 1,607,585

利息及び配当金の受取額 27,759 16,102

利息の支払額 △259,961 △293,941

法人税等の還付額 － 19,220

法人税等の支払額 △15,018 △10,402

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,132,148 1,338,564

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 △638,878 △1,824,735

定期預金の払戻による収入 183,550 1,980,971

有形固定資産の取得による支出 △508,908 △19,722

無形固定資産の取得による支出 △72,104 △3,225

有形固定資産の売却による収入 21 182,703

投資有価証券の取得による支出 △750 △2,895

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 △24,189

貸付金の回収による収入 121,361 107,340

その他 △8 10,076

投資活動によるキャッシュ・フロー △923,116 411,023

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） 1,465,765 △779,205

長期借入れによる収入 412,000 2,200,000

長期借入金の返済による支出 △917,110 △613,170

配当金の支払額 △64,180 △271

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 895,943 807,353
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年12月31日) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △32,825 △169,236

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,192,147 2,387,705

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四半期末残高 ※  1,201,924 ※  3,240,197
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【継続企業の前提に関する事項】

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成21年10月１日 

至 平成21年12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、更に平成21年３月期

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理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、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、継続企業の前提に関する重要な不確実

性の影響を四半期連結財務諸表に反映しておりません。 
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該当事項はありません。 

  

【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】

  
当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 

至 平成21年12月31日） 

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 

 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)を第１四半期連結会計期間から適用し、第１四半期

連結会計期間に製造着手した契約から、当第３四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、当第３四半期連結累計期間の売上高は

1,409,000千円増加し、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183,000千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。 

【簡便な会計処理】

  
当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 

至 平成21年12月31日） 

１．棚卸資産の評価方法  当第３四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、第２四半期連結会計期間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．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るので、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。 

【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】
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間末 
（平成21年12月31日） 

前連結会計年度末 
（平成21年３月31日） 

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。  

＊１．有形固定資産の減価償却累計額 12,734,193千円 ＊１．有形固定資産の減価償却累計額 12,484,392千円

 ２．偶発債務 

下記会社の借入金等に対する保証 

 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 

230,250千円 烟台三井富士汽車模具有限公

司 

245,575千円

 ３．受取手形割引高 －千円

   売上債権流動化に伴う遡及義務 861,100千円

 ３．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

（四半期連結損益計算書関係）

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 

至 平成21年12月31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。 

＊ 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 416,133千円 

退職給付引当金繰入額 7,146  

減価償却費 40,104  

旅費交通費 72,675  

給料手当 267,913千円 

役員退職給付引当金繰入額 6,770  

退職給付引当金繰入額 4,093  

減価償却費 35,583  

旅費交通費 57,783  

前第３四半期連結会計期間 
（自 平成20年10月１日 

至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成21年10月１日 

至 平成21年12月31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。 

＊ 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 148,531千円 

退職給付引当金繰入額 2,794  

減価償却費 17,002  

旅費交通費 20,603  

給料手当 88,743千円 

役員退職慰労引当金繰入額 2,362  

退職慰労引当金繰入額 650  

減価償却費 11,633  

旅費交通費 18,664  

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 

至 平成21年12月31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 

※ 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12月31日現在） （平成21年12月31日現在） 

  

現金及び預金勘定 2,600,659千円 

預入期間が３ヶ月を超える定期預

金 

△1,398,735  

現金及び現金同等物 1,201,924千円 

現金及び預金勘定 4,518,850千円 

預入期間が３ヶ月を超える定期預

金 

△1,278,653  

現金及び現金同等物 3,240,197千円 
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当第３四半期連結会計期間末（平成21年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至

平成21年12月31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  13,453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  提出会社 72,877千円 

  

４．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

   

（株主資本等関係）
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前第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日） 

  

当第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日 至平成21年12月31日） 

  

（セグメント情報）

【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） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  1,504,347  1,660,023  3,164,370  －  3,164,370

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  158,789  158,789 (158,789)  －

計  1,504,347  1,818,812  3,323,159 (158,789)  3,164,370

営業利益又は営業損失

（△） 
 △313,084  138,519  △174,564 (7,496)  △182,061

  
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  3,816,778  53,625  3,870,404  －  3,870,404

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  1,143  1,143 (1,143)  －

計  3,816,778  54,769  3,871,547 (1,143)  3,870,404

営業利益又は営業損失

（△） 
 122,809  △65,921  56,888 (5,946)  50,941
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前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12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．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３四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３四半期連結累計期間の売上高

は1,409,000千円増加し、営業利益は183,000千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） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  6,396,997  7,038,204  13,435,201  －  13,435,201

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  1,382,171  1,382,171 (1,382,171)  －

計  6,396,997  8,420,375  14,817,373 (1,382,171)  13,435,201

営業損失  1,255,127  170,587  1,425,715 (25,415)  1,451,130

  
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  10,402,895  1,523,516  11,926,411  －  11,926,411

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  13,379  13,379 (13,379)  －

計  10,402,895  1,536,895  11,939,790 (13,379)  11,926,411

営業利益又は営業損失

（△） 
 316,025  △15,074  300,951 (16,940)  284,010

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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前第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結会計期間（自

平成21年10月１日 至平成21年12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。 

  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年12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。 

  

前第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日） 

  

当第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日 至平成21年12月31日） 

  

【所在地別セグメント情報】

【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）  －  2,111,453  47,363  9,909  123,136  2,291,862

連結売上高（千円）            3,164,370

連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
 －  66.7  1.5  0.3  3.9  72.4

  オセアニア アジア 欧州 北米 中南米 計 

海外売上高（千円）  －  968,624  316,411  444,597  113  1,729,747

連結売上高（千円）            3,870,404

連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
 －  25.0  8.2  11.5  0.0  44.7
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前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12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、タイ 

(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。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  オセアニア アジア 欧州 北米 中南米 計 

海外売上高（千円）  －  6,459,846  125,578  56,809  4,223,407  10,865,641

連結売上高（千円）            13,435,201

連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
 －  48.1  0.9  0.4  31.4  80.9

  オセアニア アジア 欧州 北米 中南米 計 

海外売上高（千円）  －  7,331,347  702,711  1,047,000  32,920  9,113,979

連結売上高（千円）            11,926,411

連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
 －  61.5  5.9  8.8  0.3  76.4

（有価証券関係）

（デリバティブ取引関係）

（ストック・オプション等関係）
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１．１株当たり純資産額 

  

２．１株当たり四半期純損益金額等 

 （注） １株当たり四半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。 

  

 （注） １株当たり四半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。 

  

（１株当たり情報）

当第３四半期連結会計期間末 
（平成21年12月31日） 

前連結会計年度末 
（平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額 31.42円 １株当たり純資産額 8.94円

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 

至 平成21年12月31日） 

１株当たり四半期純損益金額 

（△は損失） 
△429.79円

１株当たり四半期純損益金額 

（△は損失） 
17.63円

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

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。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

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。 

  
前第３四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 

至 平成21年12月31日） 

１株当たり四半期純損益金額            

四半期純損益（△は損失）（千円）  △3,451,214  141,579

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益（△は損失） 

（千円） 
 △3,451,214  141,579

期中平均株式数（株）  8,030,032  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 

 －  － 

前第３四半期連結会計期間 
（自 平成20年10月１日 

至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成21年10月１日 

至 平成21年12月31日） 

１株当たり四半期純損益金額 

（△は損失） 
△295.42円

１株当たり四半期純損益金額 

（△は損失） 
14.69円

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

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。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

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。 

  
前第３四半期連結会計期間 
（自 平成20年10月１日 

至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成21年10月１日 

至 平成21年12月31日） 

１株当たり四半期純損益金額            

四半期純損益（△は損失）（千円）  △2,372,169  117,939

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益（△は損失） 

（千円） 
 △2,372,169  117,939

期中平均株式数（株）  8,029,965  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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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（重要な後発事象）

（リース取引関係）

２【その他】
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 該当事項はありません。 

  

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成21年２月13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３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から

平成20年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31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12月31日現在の財政

状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計

期間のキャッシュ・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。 

（追記情報）  

 継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は前連結会計期間において３期連続で大幅な当期純損失を

計上しており、また、当第３四半期においても引き続き四半期純損失を計上している。これにより継続企業の前提に関す

る重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。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、このような重要な疑義の影響を四半期連結財務諸表には反映されていない。  

  

 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。 



  

  

  

  

  

  

  

  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成22年２月10日

株式会社富士テクニカ 

取締役会 御中 

監査法人アリア 

  
代表社員 
業務執行社員 

  公認会計士 茂木 秀俊   印 

  
代表社員 
業務執行社員 

  公認会計士 山中 康之   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21年4月1日から平成22年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間（平成21年10月1日から平成21

年12月31日まで）及び第3四半期連結累計期間（平成21年4月1日から平成21年12月31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21年12月31日現在の財政

状態、同日をもって終了する第3四半期連結会計期間及び第3四半期連結累計期間の経営成績並びに第3四半期連結累計期

間のキャッシュ・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。 

追記情報 

１．継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は４期連続して大幅な当期純損失を計上している状況にあり、継

続企業の前提に重要な疑義を生じさせる状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が

認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されて

いる。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、このような重要な不確実性の影響は四半期連結

財務諸表に反映されていない。 

２． 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ているとおり、会社は、「工事契約に

関する会計基準」及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」を第1四半期連結会計期間から適用している。当該

会計方針の変更により、売上高が1,409,000千円増加し、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183,000千円増加している。 

 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。 




