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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54期第３四半期連結累計期間、第54期第３四半期連結会計期間及び第54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、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。 

３．第55期第３四半期連結累計期間及び第55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、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。 

４．当社の発行済普通株式について、平成22年12月１日付けで10株を１株に併合しております。 

５．Ｂ種優先株式は剰余金の配当請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、１株当たり四半期

(当期)純損益の各数値の算出の際には、期中平均株式数に含めております。 

６．第55期第３四半期連結会計期間の１株当たり純資産額については、純資産額からＡ種優先株式及びＢ種優先

株式の払込資本額等を控除しております。１株当たり純資産額の算定上の基礎に関しては、（１株当たり情

報）をご覧ください。 

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54期 

第３四半期連結
累計期間 

第55期 
第３四半期連結

累計期間 

第54期 
第３四半期連結

会計期間 

第55期 
第３四半期連結 

会計期間 
第54期 

会計期間 

自平成21年 
４月１日 

至平成21年 
12月31日 

自平成22年 
４月１日 

至平成22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22年 
10月１日 

至平成22年 
12月31日 

自平成21年 
４月１日 

至平成22年 
３月31日 

売上高（千円）  11,926,411  4,536,822  3,870,404  1,730,464  15,832,521

経常損益（△は損失）（千円）  87,222  △1,660,545  69,337  △334,663  257,778

四半期（当期）純損益（△は損

失）（千円） 
 141,579  △2,728,210  117,939  △689,365  299,832

純資産額（千円） － －  325,145  6,156,745  533,066

総資産額（千円） － －  21,425,535  22,554,200  18,688,418

１株当たり純資産額（円） － －  31.42  △2,931.99  57.26

１株当たり四半期（当期）純損益

金額（△は損失）（円） 
 17.63  △2,891.42  14.69  △563.60  37.34

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（％） － －  1.2  27.0  2.5

営業活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 1,338,564  774,449 － －  1,144,666

投資活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 411,023  △476,982 － －  646,242

財務活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 807,353  3,083,898 － －  △760,054

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円） 
－ －  3,240,197  5,028,070  1,690,182

従業員数（人） － －  605  821  595

－ 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。なお、関係会社の異動につきましては、「３ 関係会社の状況」に記載しております。 

  

 当第３四半期連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となりました。 

（注）１．主要な事業の内容欄には、㈱企業再生支援機構を除き、セグメント情報の名称を記載しております。 

２．間接所有に係る議決権はありません。 

３．㈱企業再生支援機構については、第三者割当による増資によって、その他の関係会社となりました。 

  同社は、株式会社企業再生支援機構法に基づき設立された預金保険機構の関係会社（平成22年３月末現在、

持株比率97.5％）であります。  

４．宮津マレーシア社については、㈱宮津製作所からの事業譲受による取得により、持分法適用関連会社となり

ました。 

  

(1）連結会社の状況 

 （注）１．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．従業員数増加の主な要因は、自動車用プレス金型事業におきまして平成22年12月16日付にて事業統合いたし

ました、株式会社宮津製作所より290名（うち68名は契約社員）が入社したためであります。 

  

(2）提出会社の状況 

 （注）１．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．従業員数増加の主な要因は、自動車用プレス金型事業におきまして平成22年12月16日付にて事業統合いたし

ました、株式会社宮津製作所より290名（うち68名は契約社員）が入社したためであります。 

２【事業の内容】

３【関係会社の状況】

名称 住所 
資本金 

（百万円） 
主要な事業の内容

議決権の所有割合 
又は被所有割合 

(％) 
関係内容 

（その他の関係会社） 

  

㈱企業再生支援機構 

（注）２、３  

東京都 

千代田区 
 20,129 事業再生の支援 

被所有 

 

 

47.94

当社への出資 

及び貸付 

当社の経営参画 

（持分法適用関連会社） 

  

宮津マレーシア社 

（注）２、４  

マレーシア 

スバンジャヤ 

千MYR 

 17,556

自動車用プレス

金型及びアセン

ブリパーツ製造

販売 

所有 

 

 

34.00 当社製品の製造 

４【従業員の状況】

  平成22年12月31日現在

従業員数（人）  821

  平成22年12月31日現在

従業員数（人）  717

－ 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】

セグメントの名称 
当第３四半期連結会計期間 
（自 平成22年10月１日 
至 平成22年12月31日） 

前年同期比（％） 

自動車用プレス金型事業（千円）  2,582,833  180.1

自動車用溶接治具事業（千円）  630,635  149.0

合計（千円）  3,213,469  173.0

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  10,751,749  1,023.5  14,758,837  218.5

自動車用溶接治具事業  636,350  98.9  1,625,534  58.2

合計  11,388,099  672.2  16,384,371  171.6

セグメントの名称 
当第３四半期連結会計期間 
（自 平成22年10月１日 
至 平成22年12月31日） 

前年同期比（％） 

自動車用プレス金型事業（千円）  1,389,913  36.4

自動車用溶接治具事業（千円）  340,551  635.1

合計（千円）  1,730,464  44.7

前第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） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成22年10月１日 
至 平成22年12月31日） 

相手先 金額（千円） 割合（％） 相手先 金額（千円） 割合（％）

スズキ㈱  1,426,673  36.9 湖南長豊汽車有限公司  604,442  34.9

タタモータース社  692,203  17.9 スズキ㈱  520,606  30.1

─  －  － ホンダエンジニアリング㈱  246,204  14.2

－ 3 －



 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、認識している事業等のリスクは以下のとおりであります。なお、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。 

①株式の希薄化について 

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、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ました。この事業再生計画に従い、当第３四半期連結会計期間において株式併

合及び第三者割当増資による優先株式の発行をいたしました。当社といたしましては、優先株式の発行により、

財務的窮境からの脱却及び迅速かつ確実な資金調達が可能となる結果、本事業再生計画の実行を通じて将来的な

株主価値の向上が実現されるものと考えております。しかし、将来におきまして、優先株式の普通株式への転換

が行なわれた場合には、当社普通株式の既存株主の株主価値の希薄化が生じる可能性があります。  

②株式会社企業再生支援機構について 

 当社は、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の一環として、当第３四半期連結会計期

間において議決権の有るＡ種優先株式の第三者割当増資をいたしました。この結果、株式会社企業再生支援機構

が、当社の47.94％の議決権を保有することとなり、株主総会における議決権行使等により、今後当社グループ

の事業運営のガバナンスに大きな影響を与える可能性があります。 

  

(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。 

しかしながら、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のまま推移

し、外部の経営環境の著しい悪化等により、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

事象または状況が引き続き存在しておりました。 

 当該状況を解消すべく、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・財務状況の改善に取り組んでまい

りました。 

 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（以下、

静銀）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（以下、機構）

に対して、金融支援及び株式会社宮津製作所（以下、宮津）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、当第３四半期連且つ

会計期間において、平成22年12月15日付で機構及び静銀からの第三者割当増資8,437百万円を受け、12月16日付

にて宮津からの事業譲受を完了致しました。これにより、従前、大きく棄損した純資産は改善され、財務状況は

大きく回復することとなり、これを基盤に事業統合による金型事業における安定的な収益の維持に向け、新たに

再生計画に取り組んでいくこととなりました。 

 このような改善に向けた対応策が進む中、当社グループ継続企業の前提を改めて判定した結果、従前、認識し

ておりました継続企業の前提に関する重要な不確実性につきましては、当第３四半期連結会計期間で解消される

こととなりました。  

２【事業等のリスク】

－ 4 －



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、持分法適用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23年10月17日までと更新されております。 

  

 ２．株式会社宮津製作所との事業譲渡契約の締結 

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（以下、機構）に対して、主要取引先金融機関及

び機構からの金融支援と、株式会社宮津製作所（以下、宮津）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ました。これを受け、宮津より同社の自動車用プレス金型関連事業の

譲受けをすることについて、平成22年９月17日付けで同社と事業統合に関する基本合意書を締結し、当第３四半

期連結会計期間において、本基本合意書に基づき平成22年10月12日に事業譲渡契約が締結されました。これは、

平成22年10月29日開催の臨時株主総会において承認されること及び機構による出資が実行されることを条件とし

ておりましたが、これらは全て予定どおりに完了しております。  

事業譲受けの主な内容は、次のとおりであります。 

  

(1）譲り受ける相手先    株式会社宮津製作所 

  

(2）譲り受ける事業の内容  自動車用プレス金型及び治具工具の企画、製作及び販売事業 

  

(3）本契約の目的  

当社と宮津製作所を統合し、統合後の会社が、財務基盤及び事業基盤を再構築することによって市場にお

ける競争力を獲得し、世界 高品質を誇る自動車用プレス金型メーカーとして再生、発展を図ることを目的

としております。 

  

(4）当社は、本契約に従い、事業を構成する資産及び負債を承継しております。 

  

(5）当社は、平成22年12月16日を事業譲渡実行日として株式会社宮津製作所の事業の全部（承継しないとした

ものを除く。）を譲受け、上限金額30億円のうち一部代金15億円を支払致しました。 

  

 ３．デット・エクイティ・スワップ（ＤＥＳ）及びデット・デット・スワップ（ＤＤＳ）契約の締結 

当社は、株式会社企業再生支援機構（以下、機構）による支援手続の中で、主要取引先金融機関である静岡銀

行（以下、静銀）及び機構に対して、以下の(1) 債務の株式化（デット・エクイティ・スワップ（ＤＥＳ））、

(2) 債務の資本的劣後ローンへの貸付条件の変更（デット・デット・スワップ（ＤＤＳ））の金融支援を要請

し、当第３四半期連結会計期間において、これの契約締結をいたしました。これらの契約に係る金融支援につい

ては、平成22年12月15日完了しており、この結果、従前、棄損した自己資本を回復させ、財務状況の改善を図る

ことができました。 

  

(1）債務の株式化（デット・エクイティ・スワップ（ＤＥＳ）） 

 当社は、機構による支援手続の中で、主要取引先金融機関及びこれら取引先金融機関の一部より債権譲渡

を受けた機構に対して、総額約3,137百万円の債務の株式化の契約を締結し、本事業統合後の会社の財務健

全化を図りました。具体的には、主要取引先金融機関の有する無担保債権の一部を現物出資していただくこ

とにより、その債権額に応じたＢ種優先株式の発行を行いました。その結果、当社の有利子負債が約3,137

百万円減少いたしました。 

  

(2）債務の資本的劣後ローンへの貸付条件の変更（デット・デット・スワップ（ＤＤＳ）） 

 当社は、静銀及び機構に対して、総額1,153百万円の債務の資本的劣後ローンへの貸付条件の変更契約を

締結いたしました。このＤＤＳにより、当社の当面の資金繰りが改善することになります。  

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、新興国の高い経済成長率に支えられた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企業収益が改善するなど、一部で景気回復の兆し

も見られました。しかしながら、依然として低迷する雇用情勢や所得環境の影響下、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及び

金型出荷後の現地精度調整作業に係る売上中心となり、限定的なところに留まりました。国内プロジェクトから堅

調に創出される採算による若干の貢献があったものの、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、操業度も低落する中、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展開となっており

ます。その結果、当第３四半期連結会計期間における売上高は1,730百万円（前年同期比55.3％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３四半期において仕掛

評価減として認識したこともあり、営業損失は285百万円となりました。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７百万円等、営業外収益70百万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119百万円となり、経常損失については、334百万円となりました。 

 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

づく雇用調整に係る希望退職者に対する割増退職金165百万円並びに事業構造改善費用144百万円を特別損失に計上

した結果、当第３四半期連結会計期間における四半期純損失は、689百万円となりました。 

  

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及び金型出荷後の現地制度調整作業に係る

売上中心となり、限定的なところに留まりました。堅調な国内プロジェクトによる採算への若干の貢献があったも

のの、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３四半期連結会計期間に

おける売上高につきましては、1,389百万円(前年同期比63.6％減)と減収となり、出荷済プロジェクトの現地精度

調整作業等、今後の売上に係る損失見込を当第３四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255百万円となりました。 

  

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340百万円(前年同期比535.1％増)となり,極めて売上の少なかった前年同期比では増収と

なったものの、採算は何れも厳しく、営業損失は21百万円となりました。 

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】

－ 6 －



(2）財政状態の分析 

 当第３四半期連結会計期間末の財政状態につきましては、平成22年9月17日付で株式会社企業再生支援機構（以

下、機構）に支援申込いたしました事業再生計画に基づき、平成22年12月15日付の第三者割当増資及び12月16日付

で株式会社宮津製作所（以下、宮津）からの事業譲受が完了し、その状況が大きく変化しております。前連結会計

年度末に比べて、現金及び預金につきましては、第三者割当増資による資金5,299百万円が入り、宮津への事業譲

受代金の一部1,500百万円の支払をしましたが、2,691百万円増加し、5,028百万円となりました。受取手形及び売

掛金は、宮津からの譲受があったものの、代金回収が好調だったこともあり、443百万円の減少となり、5,018百万

円となりました。仕掛品についても宮津からの譲受による増加があり、1,164百万円増加し、3,993百万円となりま

した。この結果、流動資産合計では3,580百万円増加し、14,382百万円となりました。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る減少があったものの、同様に事業譲受に係る増加があったた

め、285百万円増加し、8,171百万円となりました。この結果、資産合計では、3,865百万円増加し、22,554百万円

となりました。負債につきましては、当社の主要取引金融機関である株式会社静岡銀行（以下、静銀）及び機構よ

りデッド・エクイティ・スワップ（ＤＥＳ）による当社への貸付金を現物出資とする第三者割当増資を受けること

により短期借入金及び長期借入金の状況が大きく変わっております。短期借入金については、このＤＥＳにより

10,998百万円の大幅減少となり、33百万円となりました。但し、長期借入金については、ＤＥＳ後の残債務を長期

借入金と認識したため、5,679百万円増加し、8,585百万円となりました。支払手形及び買掛金は、事業譲受によ

り、419百万円増加し、2,038百万円となりました。前受金についても、同様に譲受による増加となり、1,224百万

円増加し、1,791百万円となりました。この結果、負債合計では1,757百万円減少し、16,397百万円となりました。

純資産につきましては、5,623百万円増加し、6,156百万円となりました。その要因としましては、当第３四半期連

結累計期間は四半期純損失が2,728百万円と大きな損失となったものの、第三者割当増資を受けたことにより資本

金が4,218百万円増加し、5,129百万円となり、資本準備金も4,218百万円増加し、4,953百万円となったためであり

ます。 

  

(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

繰延プロジェクト及び金型出荷後の現地制度調整作業に係る売上に限定される中、国内向けプロジェクトにおける

採算に若干の貢献があったものの、全般は厳しい展開となり、税金等調整前四半期純損失は688百万円（前年同四

半期118百万円の純利益） となりました。このような状況の中、棚卸資産の増加による資金使用が221百万円（前

年同四半期1,796百万円の資金取得）となり、売上債権につきましても、その増加から資金使用が127百万円（前年

同四半期比80.6%減）となりました。但し、仕入債務及び前受金の増加に係る資金取得は991百万円となりました。

投資活動においては、事業再生計画に基づき、株式会社宮津製作所の事業譲受が行われ、これに係る一部代金

1,500百万円の支払が資金使用となる一方、第三者割当増資をデッド・エクイティ・スワップ（ＤＥＳ）で受ける

にあたり長期定期預金の払戻を行い、1,019百万円の資金取得となりました。また、同様にこのＤＥＳ処理によ

り、短期借入金が純減となり1,378百万円（前年同四半期比23.0％増）の資金使用となりましたが、優先株式発行

による第三者割当増資を行うことにより5,285百万円の資金取得となった結果、当第３四半期連結会計期間末にお

ける現金及び現金同等物は前第２四半期連結会計期間末に比べ3,763百万円増加し、5,028百万円（前年同四半期比

55.2％増）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損失が688百万円（前年同四半期118百万円の純利

益）となる中、棚卸資産の増加で221百万円の資金使用（前年同四半期1,796百万円の資金取得）となり、売上債権

も増加し、127百万円（前年同四半期比80.6％減）の資金使用となりましたが、仕入債務及び前受金の増加に係る

資金取得が991百万円となった結果、資金取得386百万円（前年同四半期比30.6％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、事業再生計画に基づき、株式会社宮津製作所の事業譲受が行われ、これ

に係る一部代金1,500百万円の支払が資金使用となる一方、第三者割当増資をデッド・エクイティ・スワップ（Ｄ

ＥＳ）で受けるにあたり長期定期預金の払戻を行い、1,019百万円の資金取得となった結果、資金使用486百万円

（前年同四半期30百万円の資金取得）となりました。 
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（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、ＤＥＳ処理により、短期借入金が純減となり1,378百万円（前年同四半

期比23.0％増）の資金使用となりましたが、優先株式発行による第三者割当増資を行うことにより5,285百万円の

資金取得となった結果、資金取得3,870百万円（前年同四半期1,094百万円の資金使用）となりました。 

  

(4）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。 

  

(5）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６百万円であります。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。 

  

２．事業等のリスクに記載した重要事象等についての分析・検討内容及び当該重要事象等を解消し、又は改善する為

の対応策 

 当社グループは、「第２ 事業の状況 ２．事業等のリスク (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」に記

載のとおり、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しておりました。このような状

況を受け、当社グループにおきましては、従前の脆弱な財務状況改善に対応すべく、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実施してきております。 

また、これに加え、株式会社企業再生支援機構による事業再生計画への支援を頂き、これへの取り組みも並行して

実施する中、当第３四半期連結会計期間において、平成22年12月15日付で第三者割当増資8,437百万円を受け、12

月16日付にて事業譲受を完了致しました。これにより、従前、大きく棄損した純資産は改善され、財務状況は大き

く回復することとなり、これを基盤に事業統合による金型事業における安定的な収益の維持に向け、新たに再生計

画に取り組んでいくこととなりました。 

 このような改善に向けた対応策が進む中、当社グループ継続企業の前提を改めて判定した結果、従前、認識して

おりました継続企業の前提に関する重要な不確実性につきましては、当第３四半期連結会計期間で解消されること

となりました。 
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(1）経営戦略の現状と見通し 

（イ）「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」の事業再生計画への取り組み 

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

いたしました。昨年平成21年９月28日付でこれの認定を取得し、平成25年３月期を 終年度とする、同計画に

取り組んでおります。 

 当該「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」の事業再構築計画については、株式会社企

業再生支援機構に対して提出した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基づき、事業再

構築計画変更を申請し、平成22年12月９日付をもって変更の認定を受け、その追加の支援措置として租税特別

措置法第８条１項（認定事業再構築計画に基づき行う登記の税率の軽減）及び地方税法附則第11条の４（不動

産取得税の減額）の特別措置を享受いたしました。 

  

（認定事業再構築計画の目標） 

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

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

を導入するのではなく、既存設備を活かしつつ、従業員各人の技術力、知恵等といった人的資源など、現在当

社が有している経営資源を 大限に有効活用する方針であります。具体的には、自動車車体プレス用金型事業

における製造工程の見直しによる省力化、効率的な外注活用等によるコスト削減、設備の能率の向上を図り、

商品の生産を著しく効率化させることとしております。 

   

（事業再構築の内容） 

① 製造工程の見直しによる生産効率の向上 

・機械台数と人員配置の見直しによる生産効率の向上 

・３Ｄ設計による効率化 

・玉成（金型の精度確保作業）対策による効率化 

・ベディング（金型の面合わせ作業）の効率化 

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

ステムの変更） 

③ 効率的な外注活用 

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

⑤ 実行・検証のための組織改変（生産管理部・工程予算管理者の対応） 

  

（ロ）株式会社事業再生支援機構による事業再生計画への取り組み 

 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

でおります。 
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（事業再生計画の概要） 

当該事業再生計画は、株式会社企業再生支援機構の支援を受けて、自動車車体のプレス金型業界において

当社と並ぶトップメーカーである宮津製作所との事業統合を実現し、統合会社において事業の再生を図ること

を主要な内容としております。 

当社及び宮津製作所は、大型プレス金型市場において、過去数十年間に亘って切磋琢磨し合い、それぞれ

高度な技術力により世界的なブランドと顧客基盤を確立してきました。しかしながら、新興国金型メーカーの

急速な追い上げと世界不況の影響による新車開発件数の減少等の影響により、両社の事業環境は年々厳しさを

増し、過当競争による国内勢同士の不毛な消耗戦を強いられ、これまでに培ってきた強みすらも喪失する危機

に瀕しておりました。 

このような状況の中、当社及び宮津製作所は、こうした負の連鎖を断ち切り、事業統合を図ることによ

り、それぞれの企業が本来持っている競争力を回復する途を選択いたしました。 

  

本事業再生計画における基本方針は次の３点になります。 

  

① 国際競争力のある高精度金型領域における国内勢同士の不毛な消耗戦からの脱却 

② 新興国における生産拠点の増強によるコスト競争力の強化 

③ 両社の強みである品質及び納期管理力と上記コスト競争力強化の組合せによる競争優位性の構築 

  

（事業再生計画の主な内容） 

 当社は、宮津製作所との事業統合を行うことにより、相互の強みを 大限に活かし、不足していた経営資源

を補い合うとともに、国内の過剰供給状況の緩和を図り、持続的な競争力強化を目指します。本事業統合後の

本事業再生計画の骨子は次のとおりです。 

  

① 事業構造の転換に向けた改革 

a）国内供給能力削減と受注採算管理の強化（高精度金型領域） 

b）新興国における生産拠点の活用による受注拡大（高精度金型領域以外） 

c）受注基盤の強化 

  

② コスト削減に向けた改革 

a）採算管理及び原価管理体制の強化 

b）統合を前提とした本社機能のスリム化 

c）株式会社富士アセンブリシステムの溶接治具事業のスリム化 

  

③ アライアンス（Ｍ＆Ａを含む）の積極活用 

 他社との業務提携、さらなる同業他社との統合及び隣接事業領域への進出等、企業価値向上及び競争力強

化に必要なあらゆる施策を想定しております。 

  

④ 組織運営及び人事政策の改革 

 組織運営及び人事政策の改革を梃子に、事業構造の抜本的転換（供給過剰構造による過当競争の解消、海

外生産拠点の本格活用によるコスト競争力強化、受注に向けた財務基盤強化）及び地道なコスト削減努力の

積み重ねを着実に推進し、現在の低収益構造からの脱却を図ります。 

  

⑤ 本事業再生計画 終年度となる平成26年３月期売上高の目標 

 平成23年３月期の連結業績見通しは、売上高約97億円、営業損失約18億円を見込んでおり、また、本事業

再生計画初年度である平成24年３月期においては、売上高約171億円、営業損失約９億円を見込んでおりま

すが、機構による支援終了予定時である平成26年３月期には、売上高約172億円、営業利益約６億円を目指

します。 
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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、前四半期連結会計期間に計画しておりました株式会社宮津製作所との事

業統合は、平成22年12月16日付にて完了し、同社の自動車用プレス金型関連事業を譲受けました。この事業統合

により、同社の本社及び工場が新たに当社グループの主要な設備となりました。その設備の状況は、次のとおり

であります。 

 （注）帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具備品及びソフトウェア並びに少額資産の合計であります。 

なお、金額には消費税等は含まれておりません。 

  

(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】

事業所名 
(所在地) 

セグメン
トの名称 

設備の 
内容 

帳簿価額(千円) 

従業員 
(人) 建物及び

構築物 

機械装置
及び運搬
具 

土地 
(面積千㎡)

リース 
資産 

その他 合 計 

宮津事業所 

（群馬県 

邑楽郡） 

自動車用

プレス金

型事業 

プレス金

型製造設

備 

 245,468  354,610
 378,000

(50.95)
 12,566  29,507  1,020,153  290
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①【株式の総数】 

  

②【発行済株式】 

（注）１．平成22年10月29日開催の臨時株主総会決議により、平成22年12月１日付で、10株を１株にする株式併合を行い

ました。これにより発行済普通株式総数は7,239,077株減少し、804,341株となりました。また、単元株式数に

ついても1,000株から100株に変更となりました。 

２．「提出日現在発行数」欄には、平成23年２月１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。 

３．Ａ種優先株式の内容は次のとおりであります。 

(1) Ａ種優先期末配当金 

① 優先配当金 

 当会社は、剰余金の期末配当を行うときは、当該剰余金の期末配当に係る基準日の 終の株主名簿に記載

又は記録されたＡ種優先株式を有する株主（以下「Ａ種優先株主」という。）又はＡ種優先株式の登録株式

質権者（以下「Ａ種優先登録株式質権者」という。）に対し、普通株式を有する株主（以下「普通株主」と

いう。）又は普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録株式質権者」という。）及びＢ種優先株式の株主

（以下「Ｂ種優先株主」という。）又はＢ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ｂ種優先登録株式質権者」

という。）に先立ち、Ａ種優先株式１株につき、Ａ種優先株式１株当たりの払込金額相当額（但し、Ａ種優

先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切

に調整される。）に、下記(2) に定める配当年率（以下「Ａ種優先配当年率」という。）を乗じて算出した

額の金銭（円位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を切上げる。（以下「Ａ種優先期末配当金」と

いう。））の剰余金の配当を行う。但し、当該基準日の属する事業年度においてＡ種優先株主又はＡ種優先

登録株式質権者に対して(2)に定めるＡ種優先中間配当金又は(3)に定めるＡ種優先臨時配当金を支払ったと

きは、その額を控除した額をＡ種優先期末配当金とする。 

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

Ａ種優先株式  750,000

Ｂ種優先株式  2,300,000

計  32,050,000

種類 
第３四半期会計期間末
現在発行数（株） 
（平成22年12月31日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成23年２月14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  804,341  804,341

大阪証券取引所 

ＪＡＳＤＡＱ 

（スタンダード）  

単元株式数100株 

Ａ種優先株式  736,111  736,111 非上場 
単元株式数100株 

（注３） 

Ｂ種優先株式  2,273,911  2,273,911 非上場 
単元株式数100株 

（注４） 

計  3,814,363  3,814,363 － － 
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② Ａ種優先配当年率 

 Ａ種優先配当年率 ＝ 日本円ＴＩＢＯＲ（12か月物） ＋ 0.5％ 

 なお、Ａ種優先配当年率は、％位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。上記の算

式において「日本円ＴＩＢＯＲ（12か月物）」とは、各事業年度の初日（但し、当該日が銀行休業日の場合

は前営業日）（以下「Ａ種優先配当年率決定日」という。）の午前11時における日本円12か月物トーキョ

ー・インター・バンク・オファード・レート（日本円ＴＩＢＯＲ）として全国銀行協会によって公表される

数値又はこれに準ずるものと認められるものを指すものとし、Ａ種優先配当年率決定日に日本円ＴＩＢＯＲ

（12か月物）が公表されていない場合は、これに代えて同日（当該日がロンドンにおける銀行休業日の場合

は前営業日）ロンドン時間午前11時におけるユーロ円12か月物ロンドン・インターバンク・オファード・レ

ートとして英国銀行協会（ＢＢＡ）によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められる数値とす

る。 

③ 非累積条項 

  ある事業年度においてＡ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対して支払う剰余金の期末配当の額

がＡ種優先期末配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。 

④ 非参加条項 

  Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対しては、Ａ種優先期末配当金を超えて配当は行わない。

但し、当会社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第８号ロ若しくは同法第760条第７号ロに

規定される剰余金の配当又は当会社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは同

法第765条第１項第８号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。 

(2) Ａ種優先中間配当金 

 当会社は、中間配当をするときは、当該中間配当に係る基準日の 終の株主名簿に記載又は記録されたＡ種

優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者及びＢ種優先株主又はＢ種優

先登録株式質権者に先立ち、Ａ種優先株式１株につき、Ａ種優先期末配当金の額の２分の１を上限とする金銭

（以下「Ａ種優先中間配当金」という。）を支払う。 

(3) Ａ種優先臨時配当金 

 当会社は、中間配当及び期末配当以外に普通株主若しくは普通登録株式質権者又はＢ種優先株主若しくはＢ

種優先登録株式質権者に剰余金の配当を行う場合には、当該剰余金の配当に係る基準日の 終の株主名簿に記

載又は記録されたＡ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者及びＢ

種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に先立ち、Ａ種優先株式１株につき、当該基準日が属する事業年度に

係るＡ種優先期末配当金として支払われるべき金額に、当該事業年度の初日（同日を含む。）から当該基準日

（同日を含む。）までの日数を乗じ、365で除して得られる額（円未満小数第４位まで算出し、その小数第４位

を切上げる。以下「Ａ種優先臨時配当金」という。）を金銭により配当する。但し、当該事業年度の初日から

当該基準日までの期間に属する基準日に係るＡ種優先中間配当金又は先行するＡ種優先臨時配当金がある場合

には、かかるＡ種優先中間配当金及びＡ種優先臨時配当金の合計額を控除した額とする。 

(4) 残余財産 

① 残余財産の分配 

 当会社は、残余財産を分配するときは、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は

普通登録株式質権者及びＢ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に先立ち、Ａ種優先株式１株当たりの払

込金額相当額（但し、Ａ種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する

事由があった場合には、適切に調整される。）に下記③ に定めるＡ種優先株式１株当たりのＡ種経過優先

配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。 

② 非参加条項 

 Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対しては、上記① のほか残余財産の分配は行わない。 

③ Ａ種経過優先配当金相当額 

 Ａ種優先株式１株当たりのＡ種経過優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日（以下「分配日」

という。）において、分配日の属する事業年度の初日（同日を含む。）から分配日（同日を含む。）までの

日数にＡ種優先期末配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額（円位未満小数第４位まで算出し、

その小数第４位を切上げる。）をいう。但し、分配日の属する事業年度においてＡ種優先株主又はＡ種優先

登録株式質権者に対してＡ種優先中間配当金又はＡ種優先臨時配当金を支払ったときは、その額を控除した

額とする。 
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(5) 議決権 

 Ａ種優先株主は、株主総会において議決権を有する。 

(6) 種類株主総会における決議 

 当会社が会社法第322条第１項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めのある場合を除

き、Ａ種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。  

(7) 普通株式を対価とする取得請求権 

 Ａ種優先株主は、平成23年12月15日（当該日が営業日でない場合には、翌営業日）以降平成26年12月15日

（当該日が営業日ではない場合には、翌営業日）までの間（以下「転換請求期間」という。）いつでも、当会

社に対して、その有するＡ種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし、当会

社はＡ種優先株主が取得の請求をしたＡ種優先株式を取得するのと引換えに、下記に定める算定方法に従って

算出される数の当会社の普通株式を、当該Ａ種優先株主に対して交付するものとする。 

① 取得と引換えに交付する普通株式の数 

 Ａ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、取得請求に係るＡ種優先株式の数にＡ種優先株

式１株当たりの払込金額相当額を乗じて得られる額を、下記② 以下に定める取得価額で除して得られる数

とする。なお、Ａ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数に１株に満たない端数があるときは、

これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第３項に定める金銭の交付はしない。 

② 当初取得価額 

 取得価額は、当初、400円とする。 

③ 取得価額の調整 

(a) Ａ種優先株式の発行後に以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整す

る。 

1. 普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、以下の算式により取得価額を調整する。な

お、株式無償割当ての場合には、下記の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行

済普通株式数（但し、その時点で当会社が保有する普通株式を除く。）」、「分割後発行済普通株式数」

は「無償割当て後発行済普通株式数（但し、その時点で当会社が保有する普通株式を除く。）」とそれぞ

れ読み替える。 

 調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日又は株式無償割当ての効力が生ずる日（株式無償割当てに

係る基準日を定めた場合は当該基準日）の翌日以降これを適用する。 

2. 普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式により、取得価

額を調整する。 

3. 下記(d) に定める普通株式１株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合又は当

会社が保有する普通株式を処分する場合（株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される

株式若しくは新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本③ において同じ。）の取得

による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割に

より普通株式を交付する場合を除く。）、次の算式（以下「取得価額調整式」という。）により取得価額

を調整する。調整後取得価額は、払込期日（払込期間を定めた場合には当該払込期間の 終日）の翌日以

降、また、株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日（以下「株主割当日」という。）の翌

日以降これを適用する。なお、当会社が保有する普通株式を処分する場合には、取得価額調整式における

「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当会社が保有する普通株式の数」、「当会社が保有する普

通株式の数」は「処分前において当会社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。 

調整後取得価額 ＝ 調 整 前 取 得 価 額 × 
分割前発行済普通株式数 

分割後発行済普通株式数 

調 整 後 取 得 価 額 ＝ 調 整 前 取 得 価 額 × 
併合前発行済普通株式数 

併合後発行済普通株式数 

        (発行済普通株式の数－当会

社が保有する普通株式の数)
＋

新たに発行する

普 通 株 式 の 数
× 

１ 株 当 た り

払 込 金 額

調 整 後

取 得 価 額
＝ 

調 整 前

取得価額
× 

調整前取得価額 

(発行済普通株式の数－当会社が保有する普通株式の数)＋新たに発行す

る普通株式の数 
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4. 当会社に取得をさせることにより又は当会社に取得されることにより、下記(d) に定める普通株式１株

当たりの時価を下回る普通株式１株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式

を発行又は処分する場合（株式無償割当ての場合を含む。）、かかる株式の払込期日（払込期間を定めた

場合には当該払込期間の 終日。以下本4.において同じ。）に、株式無償割当ての場合にはその効力が生

ずる日（株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本4.において同じ。）に、また株

主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付

されたものとみなし、取得価額調整式において「１株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算

される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合に

はその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。

5. 行使することにより又は当会社に取得されることにより、普通株式１株当たりの新株予約権の払込価額

と新株予約権の行使に際して出資される財産の合計額が下記(d) に定める普通株式１株当たりの時価を下

回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合（新株予約権無償割当

ての場合を含む。）、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる

日（新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本5.において同じ。）に、また

株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権の全てが当初の条件で行使され又は取得されて

普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「１株当たり払込金額」として普通株式１

株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式１株当たりの価

額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の

割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日が

ある場合にはその翌日以降、これを適用する。但し、本5.による取得価額の調整は、当会社の取締役、監

査役又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適

用されないものとする。 

(b) 上記(a) に掲げた事由によるほか、下記1.又は2.のいずれかに該当する場合には、当会社はＡ種優先株主

及びＡ種優先登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、

適用の日及びその他必要な事項を通知した上、取得価額の調整を適切に行うものとする。 

1. 合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収

分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために

取得価額の調整を必要とするとき。 

2. 前1.のほか、普通株式の発行済株式の総数（但し、当会社が保有する普通株式の数を除く。）の変更又

は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。 

(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五

入する。 

(d) 取得価額調整式に使用する普通株式１株当たりの時価は、調整後転換価額を適用する日に先立つ45取引日

目に始まる連続する30取引日の株式会社大阪証券取引所ジャスダック市場における当会社の普通株式の普

通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円

位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）とする。 

(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が１円未満にとどま

るときは、取得価額の調整はこれを行わない。但し、その後取得価額の調整を必要とする事由が発生し、

取得価額を算出する場合には、本(e) の調整前取得価額はこの差額を差し引いた額とする。 

(8) 金銭を対価とする取得請求権 

① Ａ種優先株主は、平成24年12月15日（当該日が営業日でない場合には、翌営業日）以降いつでも、当会社

に対して、その有するＡ種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし（以下

「金銭対価取得請求」という。）、当会社は、Ａ種優先株主が金銭対価取得請求をしたＡ種優先株式を取得

するのと引換えに、当該金銭対価取得請求が効力を生じた日（以下「金銭対価取得請求日」という。）にお

ける取得上限額（下記② において定義される。）を限度として法令上可能な範囲で、金銭対価取得請求日

に、金銭を当該Ａ種優先株主に対して交付するものとする。この場合において、取得上限額を超えて金銭対

価取得請求がなされた場合には、当会社が取得すべきＡ種優先株式は、金銭対価取得請求がなされた株数に

応じた比例按分の方法により決定する。 
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② 取得対価 

 金銭対価取得請求が行われた場合におけるＡ種優先株式１株当たりの取得対価は、Ａ種優先株式１株当た

りの払込金額相当額（但し、Ａ種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに

類する事由があった場合には、適切に調整される。）に、金銭対価取得請求日におけるＡ種優先株式１株当

たりのＡ種経過優先配当金相当額（(4)③ に準じて算定される。）を加えた金額とする。なお、「取得上限

額」は、金銭対価取得請求がなされた事業年度の直前の事業年度末日（以下「分配可能額計算日」とい

う。）における分配可能額（会社法第461条第２項に定めるものをいう。以下同じ。）を基準とし、分配可

能額計算日の翌日以降当該金銭対価取得請求日（同日を含まない。）までの間において、（ⅰ）当会社株式

に対してなされた剰余金の配当、並びに（ⅱ）本項に基づき金銭対価取得請求が行われ又は第10項に基づき

当会社取締役会において取得することを決議されたＡ種優先株式の取得価額の合計額を減じた額とする。但

し、取得上限額がマイナスの場合は０円とする。 

(9) 普通株式を対価とする取得条項 

 当会社は、転換請求期間の末日の翌日以降いつでも、当会社取締役会が別に定める日（以下「強制転換日」

という。）が到来することをもって、普通株式の交付と引換えに、転換請求期間中に取得請求のなかったＡ種

優先株式の全部を取得することができる。この場合、当会社は、かかるＡ種優先株式を取得するのと引換え

に、かかるＡ種優先株式の数にＡ種優先株式１株当たりの払込金額相当額（但し、Ａ種優先株式につき、株式

の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。）を乗

じて得られる額を、強制転換日における取得価額（(7)③ に準じて調整される。）で除して得られる数の普通

株式をＡ種優先株主に対して交付するものとする。Ａ種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に

１株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。 

(10) 金銭を対価とする取得条項 

① 当会社は、いつでも、当会社取締役会が別に定める日（以下「強制償還日」という。）が到来することを

もって、金銭の交付と引換えに、Ａ種優先株式の全部又は一部を取得することができる。この場合、当会社

は、強制償還日における取得上限額（(8)② に準じて算定される。）を限度として、法令上可能な範囲で、

Ａ種優先株式の全部又は一部の取得と引換えに、下記② に定める額（以下「強制償還価額」という。）の金

銭をＡ種優先株主に対して交付するものとする。なお、Ａ種優先株式の一部を取得する場合は、当会社が取

得すべきＡ種優先株式は強制償還日の 終の株主名簿に記載又は記録されたＡ種優先株式の保有株式数に応

じた比例按分の方法により決定する。 

② 強制償還価額 

 強制償還価額は、Ａ種優先株式１株当たりの払込金額相当額（但し、Ａ種優先株式につき、株式の分割、

株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。）に、強制償

還日におけるＡ種優先株式１株当たりのＡ種経過優先配当金相当額（(4)③ に準じて算定される。）を加え

た金額とする。 

(11) 譲渡制限 

 譲渡によるＡ種優先株式の取得については、当会社の取締役会の承認を要する。 
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４．Ｂ種優先株式の内容は次のとおりであります。 

  なお、B種優先株式は、現物出資（当社借入金3,137百万円）によって発行されたものであります。  

(1) 剰余金の配当 

 Ｂ種優先株式に係る剰余金の配当については、当会社が普通株主又は普通株式の登録株式質権者に対する剰

余金の期末配当、中間配当又は臨時配当を行うときは、当該剰余金の配当に係る基準日の 終の株主名簿に記

載又は記録されたＢ種優先株式を有する株主（以下「Ｂ種優先株主」という。）又はＢ種優先株式の登録株式

質権者（以下「Ｂ種優先登録株式質権者」という。）に対し、Ｂ種優先株式１株につき普通株式１株当たりの

配当額と同額の剰余金を支払うものとする。 

(2) 残余財産 

① 残余財産の分配 

 当会社は、残余財産を分配するときは、Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は

普通株式の登録株式質権者に先立ち、Ｂ種優先株式１株当たりの払込金額相当額（但し、Ｂ種優先株式につ

き、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整され

る。）に下記③ に定めるＢ種優先株式１株当たりの経過配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。 

② 非参加条項 

 Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対しては、上記① のほか残余財産の分配は行わない。 

③ 経過配当金相当額 

 Ｂ種優先株式１株当たりの経過配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日（以下「分配日」とい

う。）において、分配日の属する事業年度の初日（同日を含む。）から分配日（同日を含む。）までの日数

にＢ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対する期末配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる

額（円位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を切上げる。）をいう。但し、分配日の属する事業年

度においてＢ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対して中間配当金又は臨時配当金を支払ったとき

は、その額を控除した額とする。 

(3) 議決権 

 Ｂ種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。 

(4) 種類株主総会における決議 

 当会社が会社法第322条第１項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めのある場合を除

き、Ｂ種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。 

(5) 普通株式を対価とする取得条項 

 当会社は、平成23年12月15日（当該日が営業日でない場合には、翌営業日）以降いつでも、当会社取締役会

が別に定める日が到来することをもって、普通株式の交付と引換えに、Ｂ種優先株式の全部を取得することが

できる。この場合、当会社は、かかるＢ種優先株式１株を取得するのと引換えに、普通株式１株を当該Ｂ種優

先株主に対して交付するものとする。 

(6) 譲渡制限 

 譲渡によるＢ種優先株式の取得については、当会社の取締役会の承認を要する。  
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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 

 （注）平成22年12月１日付で、10株を１株にする株式併合を行ったことにより、新株予約権の目的となる株式の数、新

株予約権の行使時の払込金額、並びに株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。 

該当事項はありません。  

該当事項はありません。 

（２）【新株予約権等の状況】

  
第３四半期会計期間末現在 
（平成22年12月31日） 

新株予約権の数（個）  339

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）  33,900

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）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

（４）【ライツプランの内容】
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（注）１．平成22年12月１日付で、10株を１株にする株式併合を行ったことにより、同日付で発行済株式総数が

7,239,077株減少しております。 

２．有償第三者割当増資 

Ａ種優先株式   発行価額  7,200円 

資本組入額 2,649,999千円 

割当先   株式会社企業再生支援機構 736,111株 

Ｂ種優先株式   発行価額  1,380円 

資本組入額 1,568,998千円 

割当先   株式会社企業再生支援機構 625,361株 

株式会社静岡銀行    1,648,550株 

当第３四半期会計期間において、平成22年12月15日付にて第三者割当による優先株式発行を行い、株式会社企業

再生支援機構に対してＡ種優先株式を736,111株、Ｂ種優先株式を625,361株、また、株式会社静岡銀行に対してＢ

種優先株式を1,648,550株発行いたしました。これにより、筆頭株主であった有限会社ロータストレーディングは

筆頭株主でなくなり、所有議決権数において株式会社企業再生支援機構が筆頭株主となりました。 

なお、第三者割当による優先株式発行後の所有株式数及び所有議決権数は次のとおりであります。 

  

（５）【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22年12月１日 

（注）１ 
 △7,239,077  804,341  －  910,174  －  734,930

平成22年12月15日 

（注）２ 
 3,010,022  3,814,363  4,218,998  5,129,173  4,218,998  4,953,929

（６）【大株主の状況】

氏名又は名称 住所 
保有株券等の数 

（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

株式会社静岡銀行 静岡県静岡市葵区呉服町1-10  1,675,940  43.94

株式会社企業再生支援機構 東京都千代田区大手町一丁目6番1号  1,361,472  35.69

計  －  3,037,412  79.63

氏名又は名称 住所 
所有議決権数 

（個） 

総株主の議決権

に対する所有議

決権数の割合

（％） 

株式会社企業再生支援機構 東京都千代田区大手町一丁目6番1号  7,361  47.94

株式会社静岡銀行 静岡県静岡市葵区呉服町1-10  273  1.78

計  －  7,634  49.72
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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】 

① 普通株式  

 （注）１． 高・ 低株価は、平成22年10月12日より大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであ

り、それ以前は大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場におけるものであります。 

２．平成22年12月１日付で、10株を１株にする株式併合を行っております。 

３．※印は、株式併合（平成22年11月26日、10株→１株）による権利落後の 高・ 低株価を示しております。

  

② Ａ種優先類株式・Ｂ種優先株式 

Ａ種優先株式及びＢ種優先株式は非上場・非登録であるため、該当事項はありません。 

（７）【議決権の状況】

  平成22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 Ｂ種優先株式  2,273,800 － － 

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          1,400 － － 

完全議決権株式（その他） 
普通株式         

Ａ種優先株式     

799,400

736,100

普通株式       

Ａ種優先株式    

7,994

7,361
－ 

単元未満株式 

普通株式          

Ａ種優先株式          

Ｂ種優先株式         

3,541

11

111

－ １単元（100株）未満の株式 

発行済株式総数  3,814,363 － － 

総株主の議決権 － 
普通株式        

Ａ種優先株式    

7,994

7,361
－ 

  平成22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 
 1,400  －  1,400  0.03

計 －  1,400  －  1,400  0.03

２【株価の推移】

月 別 
平成22年 
４月 

５ 月 ６ 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月 10 月 11 月 12 月 

高（円）  156  160  158  149  134  297  199
 

※  

140

1,154
 1,015

低（円）  120  122  130  115  110  129  132
 

※  

114

951
 865

－ 20 －



  

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）退任役員 

  

３【役員の状況】

役名 職名 氏名 退任年月日 

監査役   佐々木 久臣 平成22年９月15日 

取締役顧問   山村 福雄 平成22年12月15日 
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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21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び前第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22年10月１日から平成22年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平

成22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21年10月１日から

平成21年12月31日まで）及び前第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

期連結財務諸表並びに当第３四半期連結会計期間（平成22年10月１日から平成22年12月31日まで）及び当第３四半期

連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について監査法人アリアに

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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,028,070 2,336,539

受取手形及び売掛金 ※3  5,018,039 ※3  5,461,156

仕掛品 ※4  3,993,366 2,829,315

未収還付法人税等 560 1,713

為替予約 － 20,208

その他 421,386 237,031

貸倒引当金 △78,523 △83,405

流動資産合計 14,382,899 10,802,560

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,124,857 2,272,591

機械装置及び運搬具（純額） 661,836 682,052

土地 2,474,612 2,430,572

リース資産（純額） 138,590 125,034

その他（純額） 39,643 48,048

有形固定資産合計 ※1  5,439,541 ※1  5,558,299

無形固定資産   

ソフトウエア 80,529 74,220

リース資産 70,395 －

のれん 608,294 －

その他 24,524 28,005

無形固定資産合計 783,742 102,225

投資その他の資産   

投資有価証券 740,428 562,833

長期貸付金 225,078 273,409

長期預金 － 420,108

破産更生債権等 88,917 88,917

その他 988,443 974,861

貸倒引当金 △94,851 △94,798

投資その他の資産合計 1,948,016 2,225,332

固定資産合計 8,171,300 7,885,857

資産合計 22,554,200 18,688,418
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,038,808 1,619,682

短期借入金 33,810 11,032,111

リース債務 76,909 24,471

未払法人税等 7,971 12,898

前受金 1,791,660 567,621

工事損失引当金 ※4  434,408 －

その他 1,247,357 259,775

流動負債合計 5,630,925 13,516,559

固定負債   

長期借入金 8,585,521 2,906,062

長期未払金 13,861 17,060

退職給付引当金 1,857,921 1,378,498

役員退職慰労引当金 － 171,320

リース債務 215,501 105,980

繰延税金負債 88,263 54,410

その他 5,460 5,460

固定負債合計 10,766,529 4,638,792

負債合計 16,397,455 18,155,352

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,129,173 910,174

資本剰余金 4,953,929 734,930

利益剰余金 △3,932,928 △1,204,717

自己株式 △13,815 △13,735

株主資本合計 6,136,358 426,653

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 19,846 34,455

為替換算調整勘定 △72,337 △1,239

評価・換算差額等合計 △52,490 33,216

新株予約権 72,877 72,877

少数株主持分 － 319

純資産合計 6,156,745 533,066

負債純資産合計 22,554,200 18,688,418
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（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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 11,926,411 4,536,822

売上原価 11,007,004 5,312,439

売上総利益又は売上総損失（△） 919,407 △775,616

販売費及び一般管理費 ※1  635,396 ※1  734,274

営業利益又は営業損失（△） 284,010 △1,509,891

営業外収益   

受取利息 12,537 4,425

受取配当金 3,461 3,336

持分法による投資利益 95,564 123,749

助成金収入 93,957 149,944

その他 73,066 76,149

営業外収益合計 278,587 357,604

営業外費用   

支払利息 294,436 219,534

為替差損 126,852 240,739

その他 54,086 47,984

営業外費用合計 475,375 508,258

経常利益又は経常損失（△） 87,222 △1,660,545

特別利益   

貸倒引当金戻入額 11,339 5,000

役員退職慰労引当金戻入額 － 174,841

退職給付引当金戻入額 － 26,168

前期損益修正益 832 －

固定資産売却益 49,463 －

投資有価証券売却益 － 91

その他 1,173 225

特別利益合計 62,807 206,326

特別損失   

固定資産売却損 2,000 －

固定資産除却損 1,232 942

減損損失 － 879,540

割増退職金 － 165,094

特別退職金 4,000 －

事業構造改善費用 － ※2  144,670

その他 － 44,622

特別損失合計 7,232 1,234,870

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（△）

142,797 △2,689,088

法人税、住民税及び事業税 3,650 8,094

法人税等調整額 △2,432 31,347

法人税等合計 1,218 39,442

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △2,728,530

少数株主損失（△） － △319

四半期純利益又は四半期純損失（△） 141,579 △2,728,210
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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21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 3,870,404 1,730,464

売上原価 3,615,754 1,775,506

売上総利益 254,649 △45,041

販売費及び一般管理費 ※1  203,708 ※1  240,917

営業利益又は営業損失（△） 50,941 △285,959

営業外収益   

受取利息 3,841 1,511

受取配当金 1,236 1,283

持分法による投資利益 30,408 7,260

為替差益 10,245 －

助成金収入 47,795 34,398

その他 38,733 25,860

営業外収益合計 132,261 70,314

営業外費用   

支払利息 96,792 51,403

為替差損 － 43,094

その他 17,072 24,521

営業外費用合計 113,865 119,018

経常利益又は経常損失（△） 69,337 △334,663

特別利益   

貸倒引当金戻入額 147 －

固定資産売却益 49,313 －

投資有価証券売却益 － 91

その他 95 75

特別利益合計 49,556 166

特別損失   

固定資産除却損 483 86

割増退職金 － 165,094

事業構造改善費用 － ※2  144,670

その他 － 44,622

特別損失合計 483 354,473

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（△）

118,410 △688,970

法人税、住民税及び事業税 1,281 987

法人税等調整額 △810 △592

法人税等合計 470 394

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △689,365

四半期純利益又は四半期純損失（△） 117,939 △689,365

－ 26 －



（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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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（△）

142,797 △2,689,088

減価償却費 328,737 296,773

減損損失 － 879,540

持分法による投資損益（△は益） △95,564 △123,749

退職給付引当金の増減額（△は減少） △14,766 △47,576

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,029 △171,320

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10,213 △4,828

受取利息及び受取配当金 △15,998 △7,761

支払利息 294,436 219,534

投資有価証券売却損益（△は益） － △91

有形固定資産除却損 1,232 942

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） △996,502 1,751,736

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,796,653 463,259

未収消費税等の増減額（△は増加） 434,496 △24,484

仕入債務の増減額（△は減少） △2,217,714 △458,769

前受金の増減額（△は減少） 280,611 500,915

為替差損益（△は益） 174,754 43,529

その他 △446,882 381,384

小計 1,607,585 1,009,945

利息及び配当金の受取額 16,102 7,760

利息の支払額 △293,941 △231,388

法人税等の還付額 19,220 8,074

法人税等の支払額 △10,402 △19,942

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,338,564 774,449

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 △1,824,735 △1,185,929

定期預金の払戻による収入 1,980,971 2,252,396

有形固定資産の取得による支出 △19,722 △10,083

無形固定資産の取得による支出 △3,225 △9,364

有形固定資産の売却による収入 182,703 －

投資有価証券の取得による支出 △2,895 △1,990

投資有価証券の売却による収入 4,700 85,087

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 △24,189 △2,600

貸付金の回収による収入 107,340 75,368

事業譲受による支出 － △1,500,000

その他 10,076 △107,666

投資活動によるキャッシュ・フロー 411,023 △476,982
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（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12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） △779,205 △1,729,412

長期借入れによる収入 2,200,000 －

長期借入金の返済による支出 △613,170 △451,482

株式の発行による収入 － 5,285,232

配当金の支払額 △271 －

リース債務の返済による支出 － △20,359

自己株式の取得による支出 － △79

財務活動によるキャッシュ・フロー 807,353 3,083,898

現金及び現金同等物に係る換算差額 △169,236 △43,477

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,387,705 3,337,887

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 ※  3,240,197 ※  5,028,070
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該当事項はありません。 

  

【継続企業の前提に関する事項】

【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22年４月１日 
至 平成22年12月31日） 

会計処理基準に関する事項の変更 （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）「企業結合に関する会計基準」等の適用 

 当第３四半期連結会計期間より、「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）、「『研究開発費等に係る会

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）、「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。  

持分法の適用に関する事項の変更 持分法適用関連会社 

① 持分法適用関連会社の変更 

当第３四半期連結会計期間より、事業譲受により取得した宮津マレ

ーシア社（ＭＭＳＢ）を持分法の範囲に含めております。 

② 変更後の持分法適用関連会社の数 ３社  
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該当事項はありません。 

【表示方法の変更】

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日） 

（四半期連結損益計算書） 

 「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、当第３四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」の科目で表示しております。 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成22年10月１日 
至 平成22年12月31日） 

（四半期連結損益計算書） 

 「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、当第３四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示しております。 

【簡便な会計処理】

  
当第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22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22年12月31日） 

前連結会計年度末 
（平成22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 13,848,378千円

減価償却累計額には減損損失累計額が含まれており

ます。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 13,071,140千円

 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 339,025千円 烟台三井富士汽車模具有限公司 382,420千円

※３．売上債権流動化に伴う遡及義務 162,600千円 ※３．売上債権流動化に伴う遡及義務 341,200千円

※４．たな卸資産及び工事損失引当金の表示 

損失の発生が見込まれる工事契約に係るたな卸資産

は、これに対応する工事損失引当金1,060,748千円

を相殺して表示しております。  

  

（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21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日） 

※１．販売費及び一般管理費の主なものは、次のとおり

であります。 

※１．販売費及び一般管理費の主なものは、次のとおり

であります。 

給料手当 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  

給料手当 416,938千円 

退職給付費用 9,177  

役員退職給付引当金繰入額 3,520  

  ※２．事業構造改善費用の主なものは、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デューデ

リジェンス等に要した費用であります。  

前第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） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成22年10月１日 
至 平成22年12月31日） 

※１．販売費及び一般管理費の主なものは、次のとおり

であります。 

※１．販売費及び一般管理費の主なものは、次のとおり

であります。 

給料手当 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  

給料手当 126,951千円 

退職給付費用 4,683  

  ※２．事業構造改善費用の主なものは、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デューデ

リジェンス等に要した費用であります。  
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当第３四半期連結会計期間末（平成22年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至

平成22年12月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

普通株式        804,341株 

Ａ種優先株式   736,111株 

Ｂ種優先株式 2,273,911株  

  

２．自己株式の種類及び株式数 

普通株式  1,432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。 

  

５．株主資本の金額の著しい変動 

 当社は、平成22年12月15日付で、株式会社企業再生支援機構から第三者割当増資の払込みを受けました。こ

の結果、当第３四半期連結会計期間において資本金、資本準備金がそれぞれ4,218,998千円増加し、当第３四

半期連結会計期間末において資本金が5,129,173千円、資本準備金が4,953,929千円となっております。 

（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21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22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21年12月31日現在） （平成22年12月31日現在） 

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

現金及び預金勘定 5,028,070千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 －  

現金及び現金同等物 5,028,070千円

（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21年10月１日 至平成21年12月31日） 

  

前第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。  

  

（セグメント情報等）

【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  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

  
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 

－ 33 －



前第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21年10月１日 至平成21年12月31日） 

  

前第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。 

  

【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）  －  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

  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
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１．報告セグメントの概要  

当第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月30日）及び当第３四半期連結会計期間

（自平成22年10月１日 至平成22年12月31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３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日） 

  

当第３四半期連結会計期間（自平成22年10月１日 至平成22年12月31日） 

（注）１．セグメント利益の調整額△26,434千円及び△9,070千円は、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３四半期連結会計期間（自平成22年10月１日 至平成22年12月31日） 

（のれんの金額の重要な変動） 

 自動車用プレス金型セグメントにおいて、当第３四半期連結会計期間に株式会社宮津製作所の事業を譲

受けしたことにより、のれんを608,294千円計上しております。但し、取得原価の配分が完了していない

ため暫定的な会計処理を行っております。なお、当第３四半期連結会計期間におけるのれんの償却額はあ

りません。 

【セグメント情報】

  （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  3,618,151  918,670  4,536,822  －  4,536,822

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  7,510  7,510  (7,510)  －

計  3,618,151  926,181  4,544,333  (7,510)  4,536,822

セグメント損失（△）  △865,353  △618,103  △1,483,456  (26,434)  △1,509,891

  （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  1,389,913  340,551  1,730,464  －  1,730,464

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  2,494  2,494  (2,494)  －

計  1,389,913  343,045  1,732,958  (2,494)  1,730,464

セグメント損失（△）  △255,733  △21,155  △276,888  (9,070)  △285,959
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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３四半期連結会計期間末（平成22年12月31日） 

 現金及び預金、短期借入金並びに長期借入金が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、

かつ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。  

（注） 金融商品の時価の算定方法 

１．現金及び預金並びに短期借入金 

 これらの時価は、全て短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって

おります。 

２．長期借入金 

 元利金の合計額を、同様の新規借り入れを行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定

しております。 

  

前連結会計年度の末日に比較して著しい変動が認められないため記載を省略しています。  

前連結会計年度の末日に比較して著しい変動が認められないため記載を省略しています。  

前連結会計年度の末日に比較して著しい変動が認められないため記載を省略しています。 

（金融商品関係）

科目 
四半期連結貸借対照 
表計上額（千円） 

時価（千円） 差額（千円） 

(1）現金及び預金  5,028,070  5,028,070  －

(2）短期借入金  33,810  33,810  －

(3）長期借入金  8,585,521  7,954,308  △631,213

（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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当第３四半期連結会計期間（自平成22年10月１日 至平成22年12月31日） 

  

取得による企業結合 

  

１．被取得企業の名称及びその事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式、結合後

企業の名称、取得した議決権比率及び取得企業を決定するに至った主な根拠 

  

（1）被取得企業の名称及びその事業の内容 

被取得企業の名称  株式会社宮津製作所 

事業の内容     自動車用プレス金型事業 

  

（2）企業結合を行った主な理由 

自動車用プレス金型事業において、両社の財務基盤及び事業基盤を再構築することによって市場における競

争力を獲得し、世界 高品質を誇る自動車用プレス金型メーカーとして再生、発展を図るため。 

  

（3）企業結合日 

平成22年12月16日 

  

（4）企業結合の法的形式 

事業譲渡 

  

（5）結合後企業の名称 

株式会社富士テクニカ 

  

（6）取得した議決権比率 

該当事項はありません。 

  

（7）取得企業を決定するに至った主な根拠 

当社及び宮津製作所は、大型プレス金型市場において、過去数十年間に亘って切磋琢磨し合い、それぞれ高

度な技術力により世界的なブランドと顧客基盤を確立してきました。しかしながら、新興国金型メーカーの急

速な追い上げと世界不況の影響による新車開発件数の減少等の影響により、両社の事業環境は年々厳しさを増

し、過当競争による国内勢同士の不毛な消耗戦を強いられ、これまでに培ってきた強みすらも喪失する危機に

瀕しておりました。そこで、当社及び宮津製作所は、こうした負の連鎖を断ち切り、国際競争力のある高精度

金型領域における国内勢同士の不毛な消耗戦からの脱却、新興国における生産拠点の増強によるコスト競争力

の強化及び両社の強みである品質及び納期管理力と上記コスト競争力強化の組合せによる競争優位性の構築を

目標とし、事業統合を図ることにより、それぞれの企業が本来持っている競争力を回復する途を選択いたしま

した。 

  

２．四半期連結会計期間及び四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる取得した事業の業績の期間

平成22年12月16日から平成22年12月31日まで 

  

３．取得した事業の取得原価及びその内訳 

 なお、譲渡代金の調整条項を設けており、上記の「取得の対価」は、見込額により記載しております。 

  

４．株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付した株式数 

該当事項はありません。 

  

５．被取得企業の取得原価と取得するに至った取引ごとの取得原価の合計額との差額 

該当事項はありません。 

（企業結合等関係）

取得の対価 現金 2,257,639千円

取得原価   2,257,639千円
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６．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間 

  

（1）発生したのれんの金額 

608,294千円 

  

（2）発生原因 

主として株式会社宮津製作所が自動車用プレス金型事業を展開する国内外地域における営業力及び技術力に

よって期待される超過収益力であります。 

  

（3）償却方法及び償却期間 

20年間にわたる均等償却 

  

（4）のれんの金額 

のれんの金額は、当第３四半期連結会計期間末において取得原価の配分が完了していないため入手可能な合

理的な情報に基づき暫定的に算定された金額であります。また、譲渡代金の調整条項による取得の対価の変動

により確定した段階で既に計上したのれんを修正いたします。  

  

７．企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当四半期連結累計期間に係る四半期連結損益

計算書に及ぼす影響の概算額 

     

影響の概算額の算定が困難なため、記載をしておりません。  
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１．１株当たり純資産額 

（注） １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

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．当社は、平成22年12月１日付で株式10株を１株にする株式併合を行っております。当該株式併合が前連結会計

年度の開始の日に行われたと仮定した場合における前第３四半期連結累計期間に係る１株当たり四半期純損失

金額は176.32円であります。 

２．Ｂ種優先株式は剰余金の配当請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、普通株式と同等の株式

としております。 

（１株当たり情報）

当第３四半期連結会計期間末 
（平成22年12月31日） 

前連結会計年度末 
（平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額 △2,931.99円 １株当たり純資産額 57.26円

  
当第３四半期連結会計期間末 

（平成22年12月31日） 
前連結会計年度末 

（平成22年３月31日） 

 純資産の部の合計額（千円）  6,156,745  533,066

普通株式に係る純資産額（千円）  △2,354,128  459,869

差額の主な内訳（千円） 

新株予約権 

少数株主持分 

Ａ種優先株式に係る払込金額 

Ｂ種優先株式に係る払込金額  

  

 

 

 

 

72,877

－

5,299,999

3,137,997

  

 

 

 

 

72,877

319

－

－

普通株式の発行済株式数（株）  804,341  8,043,418

普通株式の自己株式数（株）  1,432  13,453

１株当たり純資産額の算定に用いられた四半期末

（期末）の普通株式の数（株） 
 802,909  8,029,965

前第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） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日） 

１株当たり四半期純損益金額 

（△は損失） 
17.63円

１株当たり四半期純損益金額 

（△は損失） 
△2,891.42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、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。 

 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。 

  
前第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） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22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）  141,579  △2,728,210

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） 
 141,579  △2,728,210

期中平均株式数（株）  8,029,965  943,552

普通株式  8,029,965  802,983

普通株式と同等の株式：Ｂ種優先株式  －  140,569

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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 （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．当社は、平成22年12月１日付で株式10株を１株にする株式併合を行っております。当該株式併合が前連結会計

年度の開始の日に行われたと仮定した場合における前第３四半期連結会計期間に係る１株当たり四半期純損失

金額は146.88円であります。 

２．Ｂ種優先株式は剰余金の配当請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、普通株式と同等の株式

としております。 

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。 

前第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） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成22年10月１日 
至 平成22年12月31日） 

１株当たり四半期純損益金額 

（△は損失） 
14.69円

１株当たり四半期純損益金額 

（△は損失） 
△563.60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、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。 

 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。 

  
前第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） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成22年10月１日 
至 平成22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）  117,939  △689,365

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） 
 117,939  △689,365

期中平均株式数（株）  8,029,965  1,223,136

普通株式  8,029,965  802,957

普通株式と同等の株式：Ｂ種優先株式  －  420,179

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 

 －  － 

（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。 



  

  

  

  

  

  

  

  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成23年２月14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22年4月1日から平成23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22年10月1日から平成22

年12月31日まで）及び第3四半期連結累計期間（平成22年4月1日から平成22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22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。 

 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。 
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