
平成24年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
平成24年5月15日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 富士テクニカ宮津 上場取引所 大
コード番号 6476 URL http://www.fuji-miyazu.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 和久田 俊一
問合せ先責任者 （役職名） 企画部長 （氏名） 伊藤 仁 TEL 055-977-0401
定時株主総会開催予定日 平成24年6月28日 有価証券報告書提出予定日 平成24年6月28日
配当支払開始予定日 ―
決算補足説明資料作成の有無 ： 無
決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成24年3月期の連結業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日）

(2) 連結財政状態

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

24年3月期 12,673 103.7 117 ― 238 ― △269 ―
23年3月期 6,220 △60.7 △2,887 ― △2,920 ― △4,757 ―

（注）包括利益 24年3月期 △319百万円 （―％） 23年3月期 △4,860百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

24年3月期 △47.23 ― △6.9 1.1 0.9
23年3月期 △3,236.31 ― △211.3 △14.6 △46.4

（参考） 持分法投資損益 24年3月期 240百万円 23年3月期 250百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

24年3月期 20,514 3,778 18.2 143.40
23年3月期 21,388 4,101 18.9 △5,480.62

（参考） 自己資本 24年3月期 3,724百万円 23年3月期 4,043百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

24年3月期 67 274 △483 4,074
23年3月期 659 △1,148 3,046 4,214

2.  配当の状況

（注）上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類株式（非上場）の配当状況については、後述
の「種類株式の配当の状況」をご覧ください。

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
25年3月期(予想) ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）
（％表示は、対前期増減率）

（注）当社グループの主要売上品目である自動車用プレス金型は、各プロジェクトの売上計上時期が変動し易く、その若干の伸長が当社グループの期間損益に
少なからず影響を及ぼすため、第２四半期連結累計期間の業績予想は非開示とさせていただきます。

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 13,000 2.6 400 241.9 400 68.1 400 ― 36.55



※  注記事項
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(3) 発行済株式数（普通株式）

期中平均株式数の算定において、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 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
② ①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期 10,946,007 株 23年3月期 804,341 株
② 期末自己株式数 24年3月期 1,606 株 23年3月期 1,497 株
③ 期中平均株式数 24年3月期 5,702,128 株 23年3月期 1,470,016 株

（参考）個別業績の概要

平成24年3月期の個別業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日）

(2) 個別財政状態

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

24年3月期 9,841 92.7 16 ― 114 ― △758 ―
23年3月期 5,108 △59.1 △1,913 ― △2,023 ― △5,556 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

24年3月期 △132.98 ―
23年3月期 △3,780.17 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

24年3月期 18,659 2,347 12.3 12.64
23年3月期 20,183 3,142 15.3 △6,674.95

（参考） 自己資本 24年3月期 2,292百万円 23年3月期 3,085百万円

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

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
上記予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大き
く異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、添付資料２ページ 「１．経営成績 (1) 経
営成績に関する分析」をご覧下さい。



種類株式の配当の状況

普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳及び配当金総額は以下のとおりであります。

発行済株式数（B種優先株式）
期末発行済株式数： 24年３月期 　　　　- 株

25年３月期（予想）
-24年３月期 - -

円　銭 円　銭

- -

0.000.00

23年３月期 - - -
B種優先株式 円　銭 円　銭 円　銭

１株当たり配当金
（基準日） 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 年間

24年３月期 -

25年３月期（予想）

期末発行済株式数： 24年３月期

発行済株式数（Ａ種優先株式）

299,255株

- -

- 0.00 -

- - 0.000.00

23年３月期 - - -

年間

Ａ種優先株式 円　銭 円　銭 円　銭 円　銭 円　銭

（基準日） 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末

１株当たり配当金
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(1）経営成績に関する分析

当連結会計年度における世界経済は、中国を中心とする新興国において景気拡大は続いているものの、そのペース

は鈍化してきており、また欧州での金融・債務問題の拡大、米国での雇用環境の改善の遅れや原油価格の高騰など、

先行きは不透明な状況にあります。一方、わが国経済は、東日本大震災からの復興需要等もあり緩やかながら景気回

復の兆しが見られますが、不安定な海外経済情勢、円高の継続や電力不足懸念など、依然として厳しい状況が続いて

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、管理体制をより一層強化する事により個別案件の採算性向

上に努めたほか、全社挙げての更なる固定費の削減、製造工程見直し等による原価低減を進めてまいりました。

その結果、当連結会計年度における売上高は12,673百万円（前年同期比103.7％増）、営業利益は117百万円（前年

同期営業損失2,887百万円）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240

百万円等を計上した結果、経常利益は238百万円（前年同期経常損失2,920百万円）となりましたが、特別損益におい

て減損損失525百万円等を計上した結果、当期純損失は269百万円（前年同期当期純損失4,757百万円）となりまし

た。

セグメント別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、海外案件の出荷増加により、売上高は9,832百万円(前年同期比95.2％増)の増収となり、

セグメント利益は63百万円（前年同期セグメント損失1,793百万円）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、海外案件の出荷増加により、売上高は2,840百万円(前年同期比140.0％増)となり、セグメ

ント利益は4百万円（前年同期セグメント損失1,054百万円）となりました。

次期の見通し

次期のわが国経済の見通しにつきましては、不安定な海外経済情勢、円高の継続や電力不足懸念など、先行きに

不透明感が残る状況となっております。

このような状況の中、当社グループにおきましては、事業統合を行った株式会社宮津製作所とのシナジーを更に

実現していく中で、受注採算管理体制の強化や３Dソリッド設計化の推進、関連会社を含めた新興国生産拠点の活用

等によるコスト低減等の収益改善施策を引き続き実行してまいります。また、「見える化」の実践および「PDCAサイ

クル」の徹底による改善活動の継続推進ならびに徹底的な経費削減による固定費の抑制を図ってまいります。

具体的な数値目標として、次期平成25年３月期の当社グループの連結業績は、売上高13,000百万円、営業利益400

百万円、経常利益400百万円、当期純利益400百万円を見込んでおります。

なお、当社グループの主要売上品目である自動車用プレス金型は、自動車メーカーからの一品一様の受注生産であ

り、その製作期間の多くは数ヶ月から十数ヶ月程度を要します。製作期間中における仕様変更も発生することから、

各プロジェクトの売上計上時期は変動し易く、その若干の伸長が、当社グループの期間損益に少なからず影響を及ぼ

すため、第２四半期連結累計期間の業績予想の開示は難しい状況であります。なお、四半期ごとの実績はこれまで通

り適時に開示してまいります。

１．経営成績
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(2）財政状態に関する分析

（流動資産）

現金及び預金につきましては、123百万円減少し、4,091百万円に留まりましたが、受取手形及び売掛金につきま

しては、主に海外顧客からの代金回収が進み減少したため、340百万円減少し、3,290百万円となりました。仕掛品

につきましては、大型プロジェクトが出荷間際となっていることもあり、697百万円増加し、5,673百万円となりま

した。この結果、流動資産合計では、125百万円増加し、13,268百万円（前連結会計年度末は13,142百万円）とな

りました。

（固定資産）

有形固定資産につきましては、新潟及び可児工場の売却、既存の機械及び装置に係る償却が進んだこともあり、

1,136百万円減少し、4,172百万円となりました。無形固定資産につきましては、前期に発生した事業譲受に係るの

れんの償却及びリース資産の減少がありましたが、ソフトウェア等の投資があり、全体では16百万円増加し、

1,031百万円となりました。投資その他の資産につきましては、関連会社持分利益による投資有価証券の増加等に

より、121百万円増加し、2,042百万円となりました。この結果、固定資産合計では、999百万円減少し、7,246百万

円（前連結会計年度末は8,245百万円）となり、資産合計では、873百万円減少し、20,514百万円（前連結会計年度

末は21,388百万円）となりました。

（流動負債及び固定負債）

支払手形及び買掛金につきましては、153百万円減少し、2,208百万円となりました。前受金につきましては、大

型プロジェクト等に係る前受金増加に伴い、1,195百万円増加し、2,961百万円となりました。また、固定資産売却

により借入金を返済した結果、長期借入金につきましては、376百万円減少し、8,199百万円となりました。この結

果、負債合計では550百万円減少し、16,735百万円（前連結会計年度末は17,286百万円）となりました。

（純資産）

当連結会計年度においては、当期純損失269百万円を計上したこと等により、純資産につきましては、323百万円

減少し、3,778百万円（前連結会計年度末は4,101百万円）となりました。

（キャッシュ・フローの状況）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、4,074百万円（前年同期は4,214百万

円）となりました。

営業活動の結果、資金は67百万円の増加（前年同期は659百万円の増加）となりました。これは主として、税金

等調整前当期純損失が210百万円あったほか、たな卸資産の増加額669百万円及び未払費用の減少額が688百万円あ

った一方で、前受金の増加額が1,195百万円及び減損損失が525百万円あったことによるものであります。

投資活動の結果、資金は274百万円の増加（前年同期は1,148百万円の減少）となりました。これは主として、有

形固定資産の売却による収入が499百万円があったことによるものであります。

財務活動の結果、資金は483百万円の減少（前年同期は3,046百万円の増加）となりました。これは主として、長

期借入金の返済による支出が401百万円あったことによるものであります。
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(1）会社の経営の基本方針

当社グループは、自動車用プレス金型事業を営む当社が中心となり、全世界のお客様から品質、コスト、納期で信

頼される金型会社を目指すことを基本方針としております。世界 高品質を誇る高収益な大型プレス金型メーカーを

目指し、企業価値を高めていく所存であります。

(2）目標とする経営指標

当社は、キャッシュフローを重視すべく、経常利益と資産効率性を重点経営指標とし、受注採算管理の強化やリー

ドタイムの短縮、原価の低減に注力していく方針であります。

(3）中長期的な会社の経営戦略

当社は、平成22年12月16日付で実施した株式会社宮津製作所との事業統合を通じ、両社の強みである品質及び納

期管理力と、新興国における生産拠点を活用したコスト競争力の組み合わせによる、競争優位性の構築に取り組んで

まいります。

それにより、為替変動や新興国の競合メーカーの追随等の外部環境の変化にも対応できる収益構造を作り上げ、高

収益な企業体質を目指してまいります。

(4）会社の対処すべき課題

当社グループは、以下の施策に取り組むことで持続的な高収益モデルを構築することを喫緊の課題と認識しており

ます。

① 受注採算管理及び原価管理体制の強化による利益の確保

② 3Dソリッド設計化の推進や新興国生産拠点の活用等によるコスト低減

③ 「見える化」の実践および「PDCAサイクル」の徹底による改善活動の推進

④ 「機械での金型作り」の更なる推進

⑤ 内装部品用金型や車体設計に関する技術支援等の周辺領域の強化

⑥ 徹底的な経費削減による固定費の抑制

２．経営方針
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３．連結財務諸表
（１）連結貸借対照表

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,214 4,091

受取手形及び売掛金 3,631 3,290

仕掛品 4,976 5,673

その他 403 408

貸倒引当金 △83 △195

流動資産合計 13,142 13,268

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,099 1,673

機械装置及び運搬具（純額） 617 398

土地 2,425 1,940

その他（純額） 166 159

有形固定資産合計 5,308 4,172

無形固定資産

のれん 844 801

その他 171 230

無形固定資産合計 1,015 1,031

投資その他の資産

投資有価証券 718 928

関係会社出資金 956 990

その他 340 122

貸倒引当金 △94 －

投資その他の資産合計 1,920 2,042

固定資産合計 8,245 7,246

資産合計 21,388 20,514

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,362 2,208

未払法人税等 31 12

前受金 1,766 2,961

工事損失引当金 784 476

事業構造改善引当金 310 368

その他の引当金 26 70

その他 1,313 516

流動負債合計 6,596 6,615

固定負債

長期借入金 8,575 8,199

退職給付引当金 1,581 1,641

事業構造改善引当金 264 －

繰延税金負債 58 104

その他 210 175

固定負債合計 10,690 10,120

負債合計 17,286 16,735
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 5,132 3,081

資本剰余金 4,956 13

利益剰余金 △5,962 762

自己株式 △13 △13

株主資本合計 4,113 3,843

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 3 －

繰延ヘッジ損益 － △30

為替換算調整勘定 △72 △89

その他の包括利益累計額合計 △69 △119

新株予約権 57 54

少数株主持分 － －

純資産合計 4,101 3,778

負債純資産合計 21,388 20,514
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書
（連結損益計算書）

（単位：百万円）

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

売上高 6,220 12,673

売上原価 8,032 11,095

売上総利益又は売上総損失（△） △1,812 1,578

販売費及び一般管理費 1,075 1,460

営業利益又は営業損失（△） △2,887 117

営業外収益

持分法による投資利益 250 240

助成金収入 148 －

その他 125 163

営業外収益合計 523 403

営業外費用

支払利息 291 176

為替差損 202 56

その他 62 50

営業外費用合計 556 283

経常利益又は経常損失（△） △2,920 238

特別利益

固定資産売却益 20 116

投資有価証券売却益 60 5

役員退職慰労引当金戻入額 171 －

その他 51 3

特別利益合計 304 125

特別損失

固定資産除却損 5 35

固定資産売却損 0 2

割増退職金 233 －

事業構造改善費用 800 11

減損損失 939 525

その他 118 －

特別損失合計 2,097 575

税金等調整前当期純損失（△） △4,714 △210

法人税、住民税及び事業税 13 10

法人税等調整額 30 48

法人税等合計 43 58

少数株主損益調整前当期純損失（△） △4,757 △269

少数株主利益又は少数株主損失（△） △0 －

当期純損失（△） △4,757 △269
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（連結包括利益計算書）

（単位：百万円）

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

少数株主損益調整前当期純損失（△） △4,757 △269

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △30 △3

繰延ヘッジ損益 － △30

持分法適用会社に対する持分相当額 △71 △16

その他の包括利益合計 △102 △50

包括利益 △4,860 △319

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 △4,859 △319

少数株主に係る包括利益 △0 －
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（３）連結株主資本等変動計算書

（単位：百万円）

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 910 5,132

当期変動額

新株の発行 4,221 －

減資 － △2,050

当期変動額合計 4,221 △2,050

当期末残高 5,132 3,081

資本剰余金

当期首残高 734 4,956

当期変動額

新株の発行 4,221 －

減資 － 2,050

欠損填補 － △6,993

当期変動額合計 4,221 △4,943

当期末残高 4,956 13

利益剰余金

当期首残高 △1,204 △5,962

当期変動額

欠損填補 － 6,993

当期純損失（△） △4,757 △269

当期変動額合計 △4,757 6,724

当期末残高 △5,962 762

自己株式

当期首残高 △13 △13

当期変動額

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △13 △13

株主資本合計

当期首残高 426 4,113

当期変動額

新株の発行 8,443 －

当期純損失（△） △4,757 △269

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 3,686 △269

当期末残高 4,113 3,843
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

当期首残高 34 3

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △30 △3

当期変動額合計 △30 △3

当期末残高 3 －

繰延ヘッジ損益

当期首残高 － －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － △30

当期変動額合計 － △30

当期末残高 － △30

為替換算調整勘定

当期首残高 △1 △72

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △71 △16

当期変動額合計 △71 △16

当期末残高 △72 △89

その他の包括利益累計額合計

当期首残高 33 △69

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △102 △50

当期変動額合計 △102 △50

当期末残高 △69 △119

新株予約権

当期首残高 72 57

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △15 △3

当期変動額合計 △15 △3

当期末残高 57 54

少数株主持分

当期首残高 0 －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 － －
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

純資産合計

当期首残高 533 4,101

当期変動額

新株の発行 8,443 －

当期純損失（△） △4,757 △269

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △117 △53

当期変動額合計 3,568 △323

当期末残高 4,101 3,778
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△） △4,714 △210

減価償却費 421 425

持分法による投資損益（△は益） △250 △207

退職給付引当金の増減額（△は減少） △410 59

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △171 －

工事損失引当金の増減額（△は減少） 350 △308

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） 574 △206

減損損失 939 525

のれん償却額 － 42

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 117

支払利息 291 176

固定資産売却損益（△は益） △20 △116

売上債権の増減額（△は増加） 3,166 340

たな卸資産の増減額（△は増加） △620 △669

未収消費税等の増減額（△は増加） △190 98

仕入債務の増減額（△は減少） △70 △152

前受金の増減額（△は減少） 423 1,195

未払費用の増減額（△は減少） 757 △688

その他 453 △160

小計 929 262

利息及び配当金の受取額 7 5

利息の支払額 △285 △176

法人税等の支払額 △19 △22

法人税等の還付額 26 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 659 67

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 △1,185 △52

定期預金の払戻による収入 2,252 35

有形固定資産の取得による支出 △36 △135

無形固定資産の取得による支出 △20 △112

有形固定資産の売却による収入 21 499

投資有価証券の売却による収入 227 15

事業譲受による支出 △2,268 －

貸付金の回収による収入 76 63

関係会社株式の取得による支出 － △39

関係会社出資金の払込による支出 △72 △29

その他 △142 30

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,148 274

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） △1,729 －

長期借入金の返済による支出 △464 △401

株式の発行による収入 5,285 －

自己株式の取得による支出 △0 △0

リース債務の返済による支出 △44 △81

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,046 △483

現金及び現金同等物に係る換算差額 △33 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,524 △140

現金及び現金同等物の期首残高 1,690 4,214

現金及び現金同等物の期末残高 4,214 4,074
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該当事項はありません。

１．報告セグメントの概要

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、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」におけ

る記載と同一であります。

報告セグメントの利益は営業利益をベースとした金額であります。セグメント間の内部売上高は市場実勢価格に基

づいております。

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

当連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日）

（単位：百万円）

（注）１．調整額は以下のとおりであります。

（1）セグメント利益の調整額は、親会社の総務・財務部門等、一般管理部門に係る配賦不能営業費用△43百万

円及びセグメント間取引消去93百万円であります。

（2）セグメント資産の調整額は、親会社での余資運用資金（現金及び預金）131百万円、長期投資資金（投資有

価証券）1,919百万円及びセグメント間取引消去△310百万円であります。

（3）その他の項目の調整額は主にセグメント間取引消去であります。

２．セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）連結財務諸表に関する注記事項

（セグメント情報）

報告セグメント
調整額
（注）１

連結財務諸表
計上額
（注）２

自動車用プレ
ス金型事業

自動車用溶接
治具事業

計

売上高

外部顧客に対する売上高 9,832 2,840 12,673 － 12,673

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － －

計 9,832 2,840 12,673 － 12,673

セグメント利益 63 4 67 49 117

セグメント資産 17,251 1,522 18,774 1,740 20,514

その他の項目

減価償却費 375 49 425 － 425

のれんの償却額 42 － 42 － 42

受取利息 68 0 68 (66) 2

支払利息 175 68 243 (66) 176

特別利益 47 74 122 3 125

（固定資産売却益） 42 74 116 － 116

（投資有価証券売却益） 5 － 5 － 5

（その他） － － － 3 3

特別損失 912 － 912 (337) 575

（固定資産売却損） 2 － 2 － 2

（固定資産除却損） 35 － 35 － 35

（貸倒引当金繰入額） 337 － 337 (337) －

（減損損失） 525 － 525 － 525

（事業構造改善費用） 11 － 11 － 11

有形固定資産及び無形固定資

産の増加額
285 10 296 － 296
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（注）１．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。

２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

３．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。

（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日）

１株当たり純資産額 円△5,480.62 円143.40

１株当たり当期純利益金額 円△3,236.31 円△47.23

前連結会計年度
（自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日）

１株当たり当期純利益金額

当期純利益金額（百万円） △4,757 △269

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益金額（百万円） △4,757 △269

期中平均株式数（千株）

（うち普通株式（千株））

（うち普通株式と同等の株式：Ｂ種優先株式

（千株））

（ ）

（ ）

1,470

802

667

（ ）

（ ）

5,702

4,183

1,518

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった

潜在株式の概要

新株予約権

平成19年６月28日

定時株主総会決議

ストック・オプション

普通株式 28,500株

優先株式

Ａ種優先株式 736,111株

新株予約権

平成19年６月28日

定時株主総会決議

ストック・オプション

普通株式 26,900株

優先株式

Ａ種優先株式 299,255株

（重要な後発事象）

㈱富士テクニカ宮津（6476）平成24年３月期 決算短信

― 14 ―




