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【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の２第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年６月30日

【事業年度】 第72期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）

【会社名】 フジテック株式会社

【英訳名】 FUJITEC CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岡田 隆夫

【本店の所在の場所】 滋賀県彦根市宮田町591番地１

【電話番号】 0749(30)7111(代表)

（上記は本社の所在地であり、実際の経理業務は下記で行っておりま

す。）

（ビッグフィット）

大阪府茨木市庄一丁目28番10

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員財務本部長 土畑 雅志

【最寄りの連絡場所】 東京都港区白金一丁目17番３号

【電話番号】 03(4330)8200(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員総務本部長 藤野 研太

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

フジテック株式会社 東京本社

　(東京都港区白金一丁目17番３号）

フジテック株式会社 ビッグフィット

　(大阪府茨木市庄一丁目28番10号)

（注）当社ビッグフィットは、金融商品取引法の規定による縦覧に供

する場所ではありませんが、投資家の便宜のため縦覧に供する場所と

しております。
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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2019年６月24日に提出いたしました第72期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）有価証券報告書の記載事

項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

　

２ 【訂正事項】

第一部 企業情報

第５ 経理の状況

１ 連結財務諸表等

(1) 連結財務諸表

注記事項

（セグメント情報等）

　関連情報

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は を付して表示しております。

第一部 【企業情報】

第５ 【経理の状況】

１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

【注記事項】

（セグメント情報等）

【関連情報】

（訂正前）

前連結会計年度(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日)

２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

　 （単位：百万円)

日本 北南米 南アジア 東アジア その他 合計

64,935 24,178 18,238 57,708 3,734 168,795

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しています。

(2) 有形固定資産

　 （単位：百万円)

日本 北米 南アジア 東アジア 欧州 合計

22,846 257 1,127 10,156 0 34,388
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当連結会計年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)

２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

　 （単位：百万円)

日本 北南米 南アジア 東アジア その他 合計

69,050 24,713 17,715 56,614 2,665 170,759

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しています。

(2) 有形固定資産

　 （単位：百万円)

日本 北米 南アジア 東アジア 欧州 合計

23,204 525 1,145 9,072 0 33,948

（訂正後）

前連結会計年度(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日)

２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

　 （単位：百万円)

日本 北南米 南アジア 東アジア その他 合計

64,935 24,178 18,238 57,708 3,734 168,795

(注)１ 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しています。

　 ２ 北南米のうち、米国は19,636百万円です。

　 ３ 東アジアのうち、中国は39,817百万円です。

(2) 有形固定資産

　 （単位：百万円)

日本 北米 南アジア 東アジア 欧州 合計

22,846 257 1,127 10,156 0 34,388

(注) 東アジアのうち、中国は6,629百万円です。
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当連結会計年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)

２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

　 （単位：百万円)

日本 北南米 南アジア 東アジア その他 合計

69,050 24,713 17,715 56,614 2,665 170,759

(注)１ 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しています。

　 ２ 北南米のうち、米国は19,929百万円です。

　 ３ 東アジアのうち、中国は40,970百万円です。

(2) 有形固定資産

　 （単位：百万円)

日本 北米 南アジア 東アジア 欧州 合計

23,204 525 1,145 9,072 0 33,948

(注) 東アジアのうち、中国は5,837百万円です。

　



【表紙】

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の２第４項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年６月30日

【会社名】 フジテック株式会社

【英訳名】 FUJITEC CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岡田 隆夫

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。

【本店の所在の場所】 滋賀県彦根市宮田町591番地１

（上記は本社の所在地であり、実際の経理業務は下記で行っておりま

す。）

（ビッグフィット）

大阪府茨木市庄一丁目28番10号

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

フジテック株式会社 東京本社

（東京都港区白金一丁目17番３号）

フジテック株式会社 ビッグフィット

（大阪府茨木市庄一丁目28番10号）

（注）当社ビッグフィットは、金融商品取引法の規定による縦覧に供

する場所ではありませんが、投資家の便宜のため縦覧に供する場所と

しております。

　



１ 【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当社代表取締役社長 岡田隆夫は、当社の第72期(自2018年４月１日 至2019年３月31日)の有価証券報告書の訂正

報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。

　

２ 【特記事項】

特記すべき事項はありません。
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