
財務情報
財政状態および経営成績の検討と分析

経営成績

財政状態

売上高
　売上高は、国内売上高725億19百万円（前期比5.0％増）、海外
売上高1,087億12百万円（同6.9％増）となり、合計で1,812億32
百万円（同6.1％増）となりました。なお、海外売上高は為替変動に
よる影響を除くと、実質10.9％増となっています。

受注残高
　受注残高は、国内受注残高657億23百万円（前連結会計年度
末比0.2％減）、海外受注残高1,420億93百万円（同0.2％減）と
なり、合計で2,078億17百万円（同0.2％減）となりました。なお、
海外受注残高は為替変動による影響を除くと、実質3.8％増となっ
ています。

営業利益および親会社株主に帰属する当期純利益
　営業利益は目標から１億24百万円減の133億75百万円、営業
利益率は目標から0.1ポイント低下して7.4％となりました。
親会社株主に帰属する当期純利益は、99億16百万円（前期比
7.6％増）となりました。

総資産、負債、純資産
　当連結会計年度末における総資産額は、1,935億81百万円と
なり、前連結会計年度末に比べ88億91百万円増加しました。こ
れは主に、商品及び製品など、たな卸資産の減少に対し、現金及
び預金が47億79百万円、受取手形及び売掛金が69億46百万
円、増加したことによります。
　負債合計は、前連結会計年度に比べ40億99百万円増加し、
748億66百万円となりました。これは主に、短期借入金が６億91
百万円、工事損失引当金が５億11百万円、前受金が22億40
百万円、増加したことによります。
　純資産額は、1,187億14百万円となり、前連結会計年度末に
比べ47億91百万円増加しました。これは主に、その他有価証券
評価差額金が10億５百万円、為替換算調整勘定が９億35百万円
の減少に対し、利益剰余金が62億68百万円の増加によります。
　また、当連結会計年度末の自己資本比率は55.2%（前連結会
計年度末0.5ポイント減）となり、１株当たり純資産額は、1,318.59
円（同47.31円増）となりました。

キャッシュ・フロー
　当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、
281億81百万円となり、前連結会計年度末に比べ22億78百万
円増加しました。

営業活動によるキャッシュ・フロー
　税金等調整前当期純利益144億93百万円、減価償却費31億
31百万円、たな卸資産の減少11億90百万円に対し、売上債権
の増加などで、110億78百万円の収入（前期比14億88百万円
の収入増）となりました。その主な要因は、売上債権が前期比46
億95百万円の増加に対し、税金等調整前当期純利益が前期比
19億69百万円、前受金が前期比20億39百万円の増加、たな
卸資産が18億90百万円、減少したことによります。

投資活動によるキャッシュ・フロー
　定期預金の預入れ・払戻しの純額26億44百万円の支出、有形
固定資産の取得25億62百万円に対し、利息及び配当金の受取な
どにより、43億42百万円の支出（前期比21億81百万円の支出
増）となりました。その主な要因は、定期預金の預入れ・払戻しの
純支出増額14億16百万円、投資有価証券の売却による収入が
５億72百万円、減少したことによります。

財務活動によるキャッシュ・フロー
　配当金の支払いなどにより、38億円の支出（前期比３億98百万
円の支出減）となりました。その主な要因は、長期借入金の返済に
よる支出が４億94百万円、減少したことによります。

設備投資
　当連結会計年度において、総額で3,321百万円の設備投資を
実施しました。このうち、日本においては、エレベータ開発・生産
拠点およびアフターマーケット拠点の追加設備などに2,224百万
円、海外においては、東アジア、南アジアの生産拠点などに、1,096
百万円の設備投資を実施しました。

研究開発費
　当連結会計年度における研究開発費の総額は、2,208百万円で
となりました。このうち、日本において2,080百万円、東アジアを中
心とした海外において127百万円となります。
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連結貸借対照表

（単位：百万円） （単位：千米ドル）

資産の部 2020 2019 2020

流動資産：

　現金及び預金 ¥  57,024 ¥  52,244 $  523,156 

　受取手形及び売掛金：

　　非連結子会社 328 1,177 3,009 

　　その他 61,298 53,504 562,367 

　　貸倒引当金 (2,142) (2,039) (19,651)

59,484 52,642 545,725 

　たな卸資産：

　　商品及び製品 5,572 5,891 51,119 

　　仕掛品 5,458 6,169 50,073 

　　原材料及び貯蔵品 8,292 9,232 76,074 

19,322 21,292 177,266 

　その他の流動資産 5,054 5,004 46,367 

　　　流動資産合計 140,884 131,182 1,292,514 

投資及び長期貸付金：

　非連結子会社株式 715 1,155 6,560 

　投資有価証券 6,457 7,641 59,239 

　長期貸付金 1 3 9 

　　　投資及び長期貸付金合計 7,173 8,799 65,808 

有形固定資産：

　建物及び構築物 35,326 35,276 324,092 

　機械、運搬具及び工具器具備品 19,893 19,837 182,505 

　リース資産 974 429 8,936 

56,193 55,542 515,533 

　減価償却累計額 (30,105) (28,912) (276,193)

26,088 26,630 239,340 

　土地 6,910 6,921 63,394 

　建設仮勘定 1,190 397 10,917 

　　　有形固定資産合計 34,188 33,948 313,651 

その他の資産：

　繰延税金資産 4,705 3,390 43,165 

　のれん 116 213 1,064 

　無形固定資産 3,524 3,662 32,330 

　退職給付に係る資産 — 473 —

　非連結子会社出資金 691 690 6,339 

　貸倒引当金 (112) (113) (1,027)

　その他 2,412 2,446 22,128 

資産合計 ¥193,581 ¥184,690 $1,775,972 

（単位：百万円） （単位：千米ドル）

負債の部 2020 2019 2020

流動負債：
　短期借入金 ¥  3,990 ¥    3,299 $   36,605 

　１年内返済予定の長期借入金 217 256 1,991 

　リース債務 247 88 2,266 

　支払手形及び買掛金：
　　非連結子会社 26 16 238 

　　その他 14,913 15,995 136,816 

　電子記録債務 5,374 5,386 49,303 

　前受金 23,417 21,176 214,835 

　未払法人税等 2,179 1,849 19,991 

　賞与引当金 3,125 2,513 28,670 

　役員賞与引当金 89 82 816 

　工事損失引当金 5,207 4,696 47,771 

　完成工事補償引当金 1,164 759 10,679 

　その他の流動負債 10,136 10,127 92,991 

　　　流動負債合計 70,084 66,242 642,972 

固定負債：
　長期借入金 — 222 —

　リース債務 447 251 4,101 

　繰延税金負債 55 66 505 

　退職給付に係る負債 4,077 3,782 37,404 

　長期未払金 180 181 1,651 

　資産除去債務 23 23 211 

　その他の固定負債 1 0 9 

　　　固定負債合計 4,783 4,525 43,881 

　　　負債合計 74,867 70,767 686,853 

純資産の部
純資産：
　株主資本：
　資本金：
　　発行可能株式総数：300,000,000株
　　発行済株式数：90,067,000株（2020年3月31日現在)
　　　　　　　　　90,067,000株（2019年3月31日現在) 12,534 12,534 114,991 

　資本剰余金 14,571 14,569 133,679 

　利益剰余金 102,355 96,087 939,036 

　自己株式：8,985,121株（2020年3月31日現在）
　　　　　���9,198,282株（2019年3月31日現在） (10,401) (10,631) (95,422)

　　　株主資本合計 119,059 112,559 1,092,284 

　その他の包括利益累計額：
　その他有価証券評価差額金 1,194 2,200 10,954 

　繰延ヘッジ損益 (16) (1) (147)

　為替換算調整勘定 (11,936) (11,000) (109,504)

　退職給付に係る調整累計額 (1,387) (951) (12,725)

　　　その他の包括利益累計額合計 (12,145) (9,752) (111,422)

新株予約権 40 40 367 

非支配株主持分 11,760 11,076 107,890 

　　　純資産合計 118,714 113,923 1,089,119 

負債純資産合計 ¥193,581 ¥184,690 $1,775,972 

フジテック株式会社および連結子会社�
（2020年および2019年3月31日現在）

※�日本円金額から米ドル金額への換算は国外の利用者の便宜のために行っており、2020年3月31日現在の為替レートである1米ドル=109円を使用しています。
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（単位：百万円） （単位：千米ドル）

2020 2019 2020

当期純利益 ¥11,505 ¥9,983 $105,550 

その他の包括利益：

　その他有価証券評価差額金 (1,006) (1,015) (9,229)

　繰延ヘッジ損益 (18) 30 (165)

　為替換算調整勘定 (1,255) (3,434) (11,514)

　退職給付に係る調整額 (436) (7) (4,000)

　その他の包括利益合計 (2,715) (4,426) (24,908)

包括利益 ¥ 8,790 ¥ 5,557 $  80,642 

　内訳：

　親会社株主に係る包括利益 ¥  7,524 ¥  5,504 $  69,027 

　非支配株主に係る包括利益 1,266 53 11,615 

（単位：百万円） （単位：千米ドル）

2020 2019 2020

売上高 ¥181,232 ¥170,759 $1,662,679 

営業費用：

　売上原価 141,009 134,793 1,293,661 

　販売費及び一般管理費 26,848 25,653 246,312 

　営業費用合計 167,857 160,446 1,539,973 

　　営業利益 13,375 10,313 122,706 

その他の収益（費用）：

　受取利息及び受取配当金 1,538 1,301 14,110 

　支払利息 (173) (144) (1,587)

　受取賃貸料 148 157 1,358 

　訴訟関連費用 (80) (1) (734)

　為替差損益 (138) 206 (1,266)

　その他（純額） 12 90 110 

　その他の収益（費用）合計 1,307 1,609 11,991 

　　経常利益 14,682 11,922 134,697 

特別損益：

　固定資産売却益 190 23 1,743 

　投資有価証券売却益 127 810 1,165 

　補助金収入 52 57 477 

　固定資産除売却損 (97) (122) (890)

　投資有価証券売却損 — (1) —

　関係会社株式評価損 (440) — (4,037)

　関係会社出資金評価損 (21) — (192)

　事務所移転費用 — (165) —

　特別損益合計 (189) 602 (1,734)

　　税金等調整前当期純利益 14,493 12,524 132,963

法人税等：

　法人税、住民税及び事業税 3,747 2,869 34,376 

　法人税等調整額 (759) (328) (6,963)

　法人税等合計 2,988 2,541 27,413 

当期純利益 11,505 9,983 105,550 

非支配株主に帰属する当期純利益 1,589 763 14,578 

親会社株主に帰属する当期純利益 ¥    9,916 ¥    9,220 $   90,972 

1株当たり情報： （単位：円） （単位：米ドル）

　1株当たり当期純利益金額 ¥  122.46 ¥  114.14 $     1.12 

　潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 122.40 114.07 1.12 

　1株当たり配当金額 50.00 45.00 0.46 

※�日本円金額から米ドル金額への換算は国外の利用者の便宜のために行っており、2020年3月31日現在の為替レートである1米ドル=109円を使用しています。

※�日本円金額から米ドル金額への換算は国外の利用者の便宜のために行っており、2020年3月31日現在の為替レートである1米ドル=109円を使用しています。

連結損益計算書 連結包括利益計算書
フジテック株式会社および連結子会社�
（2020年および2019年3月期）

フジテック株式会社および連結子会社�
（2020年および2019年3月期）
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（単位：千株） （単位：百万円）
株主資本

発行済株式数 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 計
2018年4月1日現在残高 93,767 ¥12,534 ¥14,569 ¥ 94,381 ¥(15,083) ¥106,401
　会計方針の変更による累積的影響額 10 10 
会計方針の変更を反映した2018年4月1日現在残高 12,534 14,569 94,391 (15,083) 106,411 
　非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 0 0
　剰余金の配当 (3,242) (3,242)
　連結範囲の変動 6 6
　親会社株主に帰属する当期純利益 9,220 9,220 
　自己株式の取得 (0) (0) 
　自己株式の処分 (5) 169 164 
　自己株式の消却 (3,700) (4,283) 4,283 —
　株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
2019年4月1日現在残高 90,067 12,534 14,569 96,087 (10,631) 112,559 
　非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 2 2 
　剰余金の配当 (3,648) (3,648)
　親会社株主に帰属する当期純利益 9,916 9,916 
　自己株式の取得 (0) (0) 
　自己株式の処分 230 230 
　株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
2020年3月31日末現在残高 90,067 ¥12,534 ¥14,571 ¥102,355 ¥(10,401) ¥119,059 

（単位：千株） （単位：千米ドル）
株主資本

発行済株式数 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 計
2019年4月1日現在残高 90,067 $114,991 $133,661 $881,532 $(97,532) $1,032,652 
　非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 18 18 
　剰余金の配当 (33,468) (33,468)
　親会社株主に帰属する当期純利益 90,972 90,972 
　自己株式の取得 (0) (0)
　自己株式の処分 2,110 2,110 
　株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
2020年3月31日末現在残高 90,067 $114,991 $133,679 $939,036 $(95,422) $1,092,284 

（単位：百万円）
その他の包括利益累計額

その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

退職給付に
係る調整
累計額

計 新株�
予約権

非支配株主�
持分

純資産�
合計

2018年4月1日現在残高 ¥  3,215 ¥(26) ¥  (8,281) ¥   (944) ¥  (6,036) ¥61 ¥11,396 ¥111,822 
　会計方針の変更による累積的影響額 10
会計方針の変更を反映した2018年4月1日現在残高 3,215 (26) (8,281) (944) (6,036) 61 11,396 111,832 
　非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 0 
　剰余金の配当 (3,242)
　連結範囲の変動 6
　親会社株主に帰属する当期純利益 9,220 
　自己株式の取得 0 
　自己株式の処分 164 
　自己株式の消却 —
　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） (1,015) 25 (2,719) (7) (3,716) (21) (320) (4,057)
2019年4月1日現在残高 2,200 (1) (11,000) (951) (9,752) 40 11,076 113,923 
　非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 2
　剰余金の配当 (3,648)
　親会社株主に帰属する当期純利益 9,916 
　自己株式の取得 (0) 
　自己株式の処分 230 
　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） (1,006) (15) (936) (436) (2,393) — 684 (1,709)
2020年3月31日末現在残高 ¥  1,194 ¥ (16) ¥(11,936) ¥(1,387) ¥(12,145) ¥40 ¥11,760 ¥118,714

（単位：千米ドル）
その他の包括利益累計額

その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

退職給付に
係る調整
累計額

計 新株�
予約権

非支配株主�
持分

純資産�
合計

2019年4月1日現在残高 $20,183 $  (9) $(100,917) $ (8,725) $ (89,468) $367  $101,615 $1,045,166 
　非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 18 
　剰余金の配当 (33,468)
　親会社株主に帰属する当期純利益 90,972 
　自己株式の取得 (0)
　自己株式の処分 2,110 
　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） (9,229) (138) (8,587) (4,000) (21,954) - 6,275 (15,679)
2020年3月31日末現在残高 $10,954 $(147) $(109,504) $(12,725) $(111,422) $367 $107,890 $1,089,119 

（単位：百万円） （単位：千米ドル）

2020 2019 2020

営業活動によるキャッシュ・フロー：

　税金等調整前当期純利益 ¥14,493 ¥12,524 $132,963 

　減価償却費 3,131 3,055 28,725 

　貸倒引当金の増加（減少）額 166 57 1,523 

　賞与引当金の増加（減少）額 638 75 5,853 

　工事損失引当金の増加（減少）額 521 (1,410) 4,780 

　受取利息及び受取配当金 (1,538) (1,300) (14,110)

　支払利息 173 144 1,587 

　売上債権の減少（増加）額 (8,236) (3,541) (75,560)

　たな卸資産の減少（増加）額 1,190 (699) 10,917 

　仕入債務の増加（減少）額 (568) 1,793 (5,211)

　投資有価証券売却損（益） (127) (809) (1,165)

　前受金の増加（減少）額 3,068 1,028 28,147 

　有形固定資産除売却損（益） (93) 99 (853)

　退職給付に係る負債の増加（減少）額 215 230 1,973 

　その他 1,458 763 13,376 

　　小計 14,491 12,009 132,945 

　法人税等の支払額 (3,413) (2,420) (31,312)

　　営業活動によるキャッシュ・フロー 11,078 9,589 101,633 

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 (16,040)  (14,325) (147,156)

　定期預金の払戻による収入 13,396  13,097 122,899

　有形固定資産の取得による支出 (2,562) (2,848) (23,505)

　有形固定資産の売却による収入 210 31 1,927 

　投資有価証券の取得による支出 (401) (1) (3,679)

　投資有価証券の売却による収入 419 991 3,844 

　無形固定資産の取得による支出 (208) (184) (1,908)

　貸付金の回収による収入 410 156 3,761 

　利息及び配当金の受取額 1,383 1,198 12,688 

　その他 (949) (275) (8,706)

　　投資活動によるキャッシュ・フロー (4,342) (2,160) (39,835)

財務活動によるキャッシュ・フロー：
　短期借入金の純増加（減少）額 726 (76) 6,661 

　長期借入れによる収入 — 227 —

　長期借入金の返済による支出 (253) (748) (2,321)

　自己株式の取得による支出 (0) (0) (0)

　利息の支払額 (103) (86) (945)

　配当金の支払額 (3,647) (3,242) (33,459)

　非支配株主への配当金の支払額 (571) (358) (5,239)

　連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 (7) (3) (64)

　その他 55 87 505 

　　財務活動によるキャッシュ・フロー (3,800) (4,199) (34,862)

現金及び現金同等物に係る換算差額 (657) (1,371) (6,028)

現金及び現金同等物の増加額 2,279 1,859 20,908 

現金及び現金同等物の期首残高 25,902 24,043 237,633 

現金及び現金同等物の期末残高 ¥28,181 ¥25,902 $258,541 

※�日本円金額から米ドル金額への換算は国外の利用者の便宜のために行っており、2020年3月31日現在の為替レートである1米ドル=109円を使用しています。

連結株主資本等変動計算書 連結キャッシュ・フロー計算書
フジテック株式会社および連結子会社�
（2020年および2019年3月期）

フジテック株式会社および連結子会社�
（2020年および2019年3月期）

※�日本円金額から米ドル金額への換算は国外の利用者の便宜のために行っており、2020年3月31日現在の為替レートである1米ドル=109円を使用しています。
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