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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】

(1) 連結会社の最近５連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移

 

回次 第107期 第108期 第109期 第110期 第111期

決算年月 2017年３月 2018年３月 2019年３月 2020年３月 2021年３月

完成工事高 (百万円) 78,472 80,245 87,901 81,986 74,168

経常利益 (百万円) 4,691 4,305 4,852 5,807 5,920

親会社株主に帰属する
当期純利益

(百万円) 2,970 2,857 3,082 3,678 3,902

包括利益 (百万円) 3,052 3,277 3,126 3,729 4,180

純資産額 (百万円) 17,475 20,191 22,669 25,763 29,212

総資産額 (百万円) 47,296 53,782 57,289 55,157 56,558

１株当たり純資産額 (円) 372.47 2,153.99 2,438.54 2,777.77 3,166.62

１株当たり当期純利益 (円) 66.05 317.71 342.78 409.08 433.89

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 35.4 36.0 38.3 45.3 50.4

自己資本利益率 (％) 19.3 15.8 14.9 15.7 14.6

株価収益率 (倍) 5.1 6.0 5.4 3.6 5.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 2,902 1,991 △248 3,544 7,843

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △537 △319 △345 △841 △392

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △432 △627 △1,217 △733 △465

現金及び現金同等物
の期末残高

(百万円) 5,641 6,658 5,239 7,219 14,316

従業員数 (名) 1,481 1,473 1,501 1,531 1,560
 

　

(注) １　完成工事高には、消費税等は含まれておりません。

２　潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。
３　2018年10月１日付で、普通株式５株につき１株の割合で株式併合を行っております。第108期の期首に当該

株式併合が行われたと仮定して１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益を算出しております。
４　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　2018年２月16日）等を第109期の期

首から適用しており、第108期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の
指標等となっております。
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(2) 提出会社の最近５事業年度に係る主要な経営指標等の推移

 

回次 第107期 第108期 第109期 第110期 第111期

決算年月 2017年３月 2018年３月 2019年３月 2020年３月 2021年３月

完成工事高 (百万円) 68,313 69,754 75,510 69,695 63,873

経常利益 (百万円) 4,129 3,843 4,345 5,128 5,315

当期純利益 (百万円) 2,757 2,747 2,859 3,397 3,635

資本金 (百万円) 1,970 1,970 1,970 1,970 1,970

発行済株式総数 (株) 45,132,809 9,026,561 9,026,561 9,026,561 9,026,561

純資産額 (百万円) 15,972 18,165 20,485 23,207 26,179

総資産額 (百万円) 40,788 45,721 49,672 46,450 48,282

１株当たり純資産額 (円) 355.17 2,019.74 2,277.88 2,580.52 2,911.02

１株当たり配当額
(内１株当たり
中間配当額)

(円)

(円)

12.00 12.00 70.00 75.00 90.00

(0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00)

１株当たり当期純利益 (円) 61.31 305.52 317.96 377.79 404.29

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 39.2 39.7 41.2 50.0 54.2

自己資本利益率 (％) 18.7 16.1 14.8 15.6 14.7

株価収益率 (倍) 5.4 6.2 5.9 3.9 6.1

配当性向 (％) 19.6 19.6 22.0 19.9 22.3

従業員数 (名) 1,112 1,124 1,125 1,155 1,160

株主総利回り (％) 119.3 139.3 141.7 119.7 195.9
(比較指標：配当込み
TOPIX)

(％)
(114.7) (132.9) (126.2) (114.2) (162.3)

最高株価 (円) 355 410
2,195
(439)

2,180 2,516

最低株価 (円) 260 306
1,515
(303)

1,358 1,300
 

 

(注) １　完成工事高には、消費税等は含まれておりません。

２　潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。
３　2018年10月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を行っております。第108期の期首に当該株

式併合が行われたと仮定して１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益を算出しております。
４　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　2018年２月16日）等を第109期の期

首から適用しており、第108期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の
指標等となっております。

５　最高株価及び最低株価は、東京証券取引所第二部におけるものであります。なお、第109期の株価について
は株式併合後の最高株価及び最低株価を記載しており、株式併合前の最高株価及び最低株価を括弧内に記載
しております。
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２ 【沿革】

1923年10月 大型船の艤装電気工事、製紙機械の輸入及び修理、羅紗の輸入を主な目的として東京市麹町区

に合資会社高千穂商会を創立

1938年７月 株式会社組織(株式会社高千穂商会)に改め、電気工事の請負を事業の主体とする

1944年12月 富士電機製造株式会社が当社の全株式を取得

1950年４月 商号を富士電気工事株式会社に変更

1959年５月 本社を東京都港区に移転

1961年４月 商号を富士電機工事株式会社に変更

1963年７月 本社を横浜市鶴見区に移転

1979年３月 ファーマナイト　インターナショナル社(英国)と合弁会社富士ファーマナイト株式会社を設立

しリークシーリング(配管漏洩補修)事業に進出

1996年２月 東京証券取引所市場第二部銘柄として上場

1996年10月 電気設備工事の設計施工を主な事業とするフジデンキエンジニアリング社(タイ)（2011年５

月、富士古河Ｅ＆Ｃ(タイ)社に商号変更）に資本参加

1997年10月 Chemical Construction Installation Corporation、豊田通商シンガポール社及びフジデンキ

エンジニアリング社(タイ)と合弁会社ビナフジエンジニアリング社（2011年10月、富士古河

Ｅ＆Ｃ(ベトナム)社に商号変更）をベトナムに設立

1998年１月 YEK HOLDINGS,INC.と合弁会社フジハヤインターナショナル社をフィリピンに設立

2005年２月 本社事務所を川崎市幸区（現在地）に移転

2005年７月 商号を富士電機Ｅ＆Ｃ株式会社に変更

2006年２月 電気設備工事の設計施工を主な事業とする富士計装株式会社（2013年４月、株式会社富士工事

に商号変更）の全株式を取得し子会社化

2009年10月 古河総合設備株式会社及び富士電機総設株式会社と合併し商号を富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社に変

更

2010年10月 富士古河Ｅ＆Ｃ(マレーシア)社をマレーシアに設立

2011年７月 富士古河Ｅ＆Ｃ(カンボジア)社をカンボジアに設立

2012年９月 富士古河Ｅ＆Ｃ(ミャンマー)社をミャンマーに設立

2013年２月 富士古河Ｅ＆Ｃ(インド)社をインドに設立

2013年９月 富士古河Ｅ＆Ｃ(インドネシア)社をインドネシアに設立

2014年９月 富士古河コスモスエナジー合同会社を設立

2015年９月 株式会社カンキョウの全株式を取得し子会社化

2017年６月 篠原電機工業株式会社の全株式を取得し子会社化

2018年３月 JMP Engineering & Construction Sdn.Bhd.の株式の一部を取得し関連会社化

2019年７月 株式会社町田電機商会の全株式を取得し子会社化

2021年４月 連結子会社である株式会社三興社及び篠原電機工業株式会社及び株式会社富士工事を合併し商

号を株式会社エフトリアに変更
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３ 【事業の内容】
 

当社の企業集団は、当社、連結子会社16社、関連会社３社で構成されており、電気・空調・情報通信を中心とし

た建築設備工事・プラント設備工事の企画、設計及び現地工事の施工を主な事業として取り組んでおります。

当社の親会社は富士電機株式会社であり、当社は同社を中心とした富士電機グループにおける唯一の総合設備企

業として、同グループから各種設備工事を受注しております。

当社グループの各セグメントの事業内容、並びに事業に関わる連結子会社の位置付け等は次のとおりでありま

す。
　

[電気設備工事業]

当事業は、社会インフラ工事、産業システム工事、発電設備工事、送電工事、内線工事、建築・土木工事、並び

に情報通信工事を行っております。

（連結子会社）株式会社富士工事、株式会社三興社、創和工業株式会社、

　　　　　　　富士古河コスモスエナジー合同会社、篠原電機工業株式会社、

　　　　　　　北辰電設株式会社、株式会社町田電機商会、富士古河Ｅ＆Ｃ(タイ)社、

             富士古河Ｅ＆Ｃ(ベトナム)社、富士古河Ｅ＆Ｃ(マレーシア)社、

             富士古河Ｅ＆Ｃ(カンボジア)社、富士古河Ｅ＆Ｃ(ミャンマー)社、

             富士古河Ｅ＆Ｃ(インドネシア)社

 
[空調設備工事業]

当事業は、産業プロセス空調設備工事、一般空調・衛生設備工事を行っております。

（連結子会社）株式会社カンキョウ

 
[その他]

当事業は、物品販売及び補修・修理等のサービス事業を行っております。

（連結子会社）富士ファーマナイト株式会社

 
2021年３月31日現在の事業の系統図は次のとおりであります。

 

※１　富士古河Ｅ＆Ｃ(インド)社は清算手続き中であります。

※２　株式会社三興社、株式会社富士工事及び篠原電機工業株式会社の３社は2021年４月１日に合併し、商号を

　　　株式会社エフトリアに変更いたしました。
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４ 【関係会社の状況】
 

(1) 親会社

名称 住所
資本金

又は出資金
(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の
被所有割合

(％)
関係内容

富士電機㈱
川崎市
川崎区

47,586

電力、官公需、交
通、産業分野の社
会インフラ向けプ
ラント・システム
の製造及び販売

46.5
(0.1)

電気工事等の施工設計並びに現地
工事を請負施工しております。
役員の兼任なし

 

 

(注) １　議決権の被所有割合欄の(　)内は、間接所有割合で内数であります。
２　有価証券報告書の提出会社であります。
３　富士電機株式会社の持分は50％以下ですが、実質的に支配しているため親会社とするものであります。

 

(2) その他の関係会社

名称 住所
資本金

又は出資金
(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の
被所有割合

(％)
関係内容

古河電気工業㈱
東京都
千代田
区

69,395
電線電纜、非鉄金
属製品の製造販売
及び電気工事

20.3
電気工事等の施工設計並びに現地
工事を請負施工しております。
役員の兼任１名

 

 

(注) 　有価証券報告書の提出会社であります。
 

(3) 連結子会社

名称 住所
資本金

又は出資金
主要な事業
の内容

議決権の
所有割合
(％)

関係内容

㈱三興社
大阪市
中央区

20百万円
電気設備
工事業

100.0
施工設計並びに現地工事の施工
を発注しております。
役員の兼任なし

北辰電設㈱
栃木県
さくら市

20百万円
電気設備
工事業

100.0
施工設計並びに現地工事の施工
を発注しております。
役員の兼任なし

創和工業㈱
東京都
世田谷区

30百万円
電気設備
工事業

100.0
施工設計並びに現地工事の施工
を発注しております。
役員の兼任なし

富士ファーマナイト㈱
川崎市
中原区

30百万円 その他 100.0
事業上の関係はありません。
役員の兼任なし

㈱富士工事
横浜市
鶴見区

12百万円
電気設備
工事業

100.0
施工設計並びに現地工事の施工
を発注しております。
役員の兼任なし

富士古河コスモスエナ
ジー合同会社

川崎市
幸区

45百万円
電気設備
工事業

66.7
再生可能エネルギー発電設備の
施工をしております。
役員の兼任なし

㈱カンキョウ
東京都
港区

35百万円
空調設備
工事業

100.0
施工設計並びに現地工事の施工
を発注しております。
役員の兼任なし

篠原電機工業㈱
川崎市
川崎区

42百万円
電気設備
工事業

100.0
施工設計並びに現地工事の施工
を発注しております。
役員の兼任なし

株式会社町田電機商会
長野県
長野市

20百万円
電気設備
工事業

100.0
施工設計並びに現地工事の施工
を発注しております。
役員の兼任なし

富士古河Ｅ＆Ｃ(タイ)社  タイ 1,600万バーツ
電気設備
工事業

48.6
[51.4]

施工設計並びに現地工事の施工
を発注しております。
役員の兼任なし

富士古河Ｅ＆Ｃ(ベトナ
ム)社

ベトナム 60万米ドル
電気設備
工事業

90.0
(10.0)

施工設計並びに現地工事の施工
を発注しております。
役員の兼任なし

富士古河Ｅ＆Ｃ(マレー
シア)社

マレーシ
ア

160万リンギット
電気設備
工事業

100.0
施工設計並びに現地工事の施工
を発注しております。
役員の兼任なし

富士古河Ｅ＆Ｃ(カンボ
ジア)社

カンボジ
ア

15億リエル
電気設備
工事業

100.0
施工設計並びに現地工事の施工
を発注しております。
役員の兼任なし

富士古河Ｅ＆Ｃ(ミャン
マー)社

ミ ャ ン
マー

484百万チャット
電気設備
工事業

80.1
(6.4)

施工設計並びに現地工事の施工
を発注しております。
役員の兼任なし

富士古河Ｅ＆Ｃ(インド
ネシア)社

インドネ
シア

4,950百万ルピア
電気設備
工事業

66.7
施工設計並びに現地工事の施工
を発注しております。
役員の兼任なし
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(注) １　主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
２　議決権の所有割合欄の（　）内は、間接所有割合で内数であり、[　]内は緊密な者等の所有権割合で外数で

あります。
３　富士古河Ｅ＆Ｃ(インド)社は清算手続き中であります。
４　株式会社三興社、株式会社富士工事及び篠原電機工業株式会社の３社は2021年４月１日付で合併し、　

　　　 商号を株式会社エフトリアに変更いたしました。

　

５ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

　　 2021年３月31日現在

セグメントの名称 従業員数 (名)

電気設備工事業

1,461空調設備工事業

その他

全社（共通） 99

合計 1,560
 

 

(注)　１　従業員数は就業人員であり、使用人兼務取締役及び臨時従業員は含んでおりません。
　　　２　当社グループは、国内外のお客様の幅広いニーズに対応していくワンストップエンジニアリングの実現を

経営方針として掲げているため、同一の従業員が複数の事業に従事しております。
　　　３　全社（共通）は、全社共通部門の従業員であります。

　

(2) 提出会社の状況

　　 2021年３月31日現在

従業員数 (名) 平均年齢 (歳) 平均勤続年数 (年) 平均年間給与 (円)

1,160 43.3 17.7 7,605,378
 

　

セグメントの名称 従業員数 (名)

電気設備工事業

1,061空調設備工事業

その他

全社（共通） 99

合計 1,160
 

 

(注) １　従業員数は就業人員であり、使用人兼務取締役及び臨時従業員は含んでおりません。
２　当社は、国内外のお客様の幅広いニーズに対応していくワンストップエンジニアリングの実現を経営方針と

して掲げているため、同一の従業員が複数の事業に従事しております。
３　平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
４　全社（共通）は、全社共通部門の従業員であります。

　

(3) 労働組合の状況

当社グループには、1963年９月に結成された労働組合があり、富士電機グループ労働組合連合会に加盟しており
ます。
なお、労使関係については、特に記載すべき事項はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
　

(1) 経営方針・経営戦略等

[基本理念]

富士古河Ｅ＆Ｃグループは総合設備企業としてお客様の満足を通じて社会に貢献します。
 

[経営方針]

・豊富な技術と積み上げてきたノウハウをベースに、エンジニアリングから設計施工、アフターサービスに至るラ

イフサイクルを通じて、お客様に安心と信頼をお届けします。

・自然との調和を図り、 環境に配慮した事業活動を積極的に推進します。

・国際社会の一員として、国内外の法令を遵守し、慣習、その他の社会規範を尊重します。

・安全・品質を最優先とし、健全な企業活動を通じて得られた成果を株主、社員ならびに社会と分かち合います。

・社員を大切にし、働く意欲と情熱に溢れた社会に誇れる人材を育成します。
 

[経営環境]

今後の見通しについては、新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない中、各種政策の効果や海外経済の回復

もあって、経済活動が持ち直していくと期待されますが、雇用不安の長期化や個人消費の落ち込みなど、依然とし

て不透明な状況が続くものと思われます。

設備工事業界においては、熾烈な受注競争に加えて、労働力不足の深刻化や調達価格の上昇など依然として厳し

い状況が継続するものと見込まれます。
 

[中長期的な経営戦略]

　当社グループは、2019年度から2023年度までの５か年を対象とした中期経営計画をスタートさせました。

 

Ⅰ．基本方針　：　「Next Evolution 2023」 ～ 新たなステージに向けた革新への挑戦 ～

　当社グループは、中長期的な環境の変化に柔軟に対応できる経営基盤の強化に努め、持続的成長と企業価値の向

上に向けて取り組んでまいります。

　　（１）成長市場を見据えた保有技術力の融合による他社との差別化

当社は総合設備企業として、保有する技術力を組み合わせた複合事業の推進により、他社との差別化を

図ることで売上高拡大を目指しております。複数の専門工事を受注することにより、お客様に付加価値

を提供すると同時に、効率的な施工の実現に取組みます。

　　（２）事業環境の変化に対応した戦略的投資による経営基盤の強化と収益力の向上

事業環境の変化に対応し、持続的成長を実現するため、５年間で100億円規模の投資を実行する計画で

す。働き方改革に向けた省力化の推進、採用活動の強化、M&Aや新規事業などへの投資を推進します。

　　（３）事業基盤の再構築による海外事業の強化

東南アジア地域を中心とした海外事業をより一層推進していくため、グループ連携の強化、管理支援機

能を持った海外事業センターの拡充などに注力します。

 
Ⅱ．数値目標（連結）

 

 2020年度　実績 2023年度　目標

売 　 上 　 高 741億円 1,000億円

海外売上高比率 5.8％ 12.0％

営　業　利　益 59億円 60億円

営 業 利 益 率 8.0％ 6.0％

親会社株主に帰属する

当期純利益
39億円 38億円

自己資本比率 50.4％ 50％以上

配　当　性　向 20.7％ 30％以上
 

 
なお、当社グループは、新型コロナウイルス感染症拡大が続く不透明な状況下において、事業戦略を適宜見直

し、2023年度の目標を達成すべく全社一丸となり取組んでまいります。

 
(2) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
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新型コロナウイルス感染症が長期化している現状において、好調な分野や投資意欲旺盛な業界へリソースを傾

注するなど事業戦略及び営業戦略の徹底強化により物量を確保すること、持続的成長に向けた投資による経営基

盤の強化、生産性向上に向けた業務改善の徹底による働き方改革の一層の推進は、今後の事業継続に対する大き

な課題であると認識しております。
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２ 【事業等のリスク】
　

現在、当社グループの経営成績、財務状況等に影響を及ぼす可能性のある主要なリスク、及び変動要因には以

下のものがあります。当社グループは、これらのリスクの存在を認識した上で、当該リスクの発生に伴う影響を

極力回避するための努力を継続してまいります。なお、以下の記載は、当社グループの事業もしくは当社株式へ

の投資に関するリスクを完全に網羅するものではありません。また、この中には将来に関する事項が含まれてお

りますが、当該事項は当連結会計年度末現在において判断したものであります。

　

１．建設市場の動向

当社グループの主要事業である設備工事業は、建設業界の動向に大きく影響を受けており、想定を超える国内

建設投資の減少や、投資計画の中止、延期や見直しがあった場合、業績に影響を及ぼす可能性があります。

　

２．資材価格及び労務費の変動

一括集中購買等による資材購入価格の抑制や、協力会との連携による効率的な施工体制の構築に努めておりま

すが、資材価格や労務費が著しく上昇し、これを請負金額に反映することが困難な場合には、業績に影響を及ぼ

す可能性があります。

　

３．取引先の信用リスク

取引先に関する与信管理に努めておりますが、発注者、協力会社及び発注先企業などの取引先が信用不安に

陥った場合には、請負代金、工事立替資金等の回収不能や工事進捗に支障をきたすこともあり、業績に影響を及

ぼす可能性があります。

　

４．不採算工事の発生

設計段階及び施工中に関係者による定期的な打ち合わせを制度化して実施するなど、原価管理を徹底しており

ますが、工事施工段階での想定外の追加原価等により不採算工事が発生した場合、工事損失引当金を計上するこ

となどにより業績に影響を及ぼす可能性があります。

　

５．重大事故の発生

安全教育や安全パトロールを定期的に実施するなど、安全最優先で施工を行っておりますが、施工現場におけ

る重大な人身・設備事故により、損害賠償等が発生した場合、業績に影響を及ぼす可能性があります。

　

６．災害、感染症等の発生

災害対策マニュアルを整備し、緊急時安否確認システムを運用、必要に応じて緊急対策本部を設置するなど、

様々な対策を行っておりますが、大規模自然災害や感染症等の疫病の流行により、工事の中断や大幅な遅延、設

備の損傷が発生した場合、業績に影響を及ぼす可能性があります。

　

７．コンプライアンスに関するリスク

当社グループは、さまざまな事業分野、世界の各地域において、各国の法令、規則等の適用を受けて事業活動

を行っており、当社グループの取締役および従業員が、国内外の法令、慣習その他全ての社会的規範を遵守する

ことを定めるとともに、コンプライアンス・プログラムを制定し、コンプライアンス委員会を定期的に開催、全

社員にコンプライアンス教育を実施するなど、グループ全体への徹底を図っております。しかし、それらに違反

する行為が発生した場合、監督官庁等からの処分や訴訟の提起等により、社会的信用や業績に影響を及ぼす可能

性があります。

　

８．海外事業展開におけるリスク

当社グループが事業を展開する地域において、テロ・紛争や政情不安の発生、経済情勢や為替レートの急激な

変動、法的規制の変更等、事業環境に著しい変化があった場合、業績に影響を及ぼす可能性があります。

　

９．退職給付制度に関するリスク

当社は、確定給付年金制度の適正な運営を図るため、運用機関である信託銀行などから運用状況の情報入手を

定期的に行い、四半期毎に管理部門統括役員を中心とした運用部会を開催し、運用状況を適切に管理しており、

経営会議、取締役会で定期的に運用状況等の報告を行っております。しかし、年金資産及び信託資産の時価の下

落や運用利回りの悪化、割引率等の前提に変更があった場合、業績に影響を及ぼす可能性があります。
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１０. 情報セキュリティに関するリスク

重要情報や、個人情報等を取り扱うにあたり、様々な情報セキュリティ対策や、全社員を対象とした情報セ

キュリティ教育などを実施しておりますが、サイバー攻撃、不正アクセス、ハードウェアまたはソフトウェアの

障害等により、これらの情報が外部へ流出した場合、社会的信用や業績に影響を及ぼす可能性があります。

 
１１. 新型コロナウイルス感染症に関するリスク

新型コロナウイルス感染症の拡大により、工事中断や延期、資材調達の遅延等のリスクが高まっております。

当社グループにおきましては、新型コロナウイルス対策本部を設置し、毎月取締役会にて報告、対策を検討して

おり、現場の安全・衛生管理を徹底するとともに、在宅勤務等の制度を整備するなど対策を行っております。し

かし、感染症拡大が想定以上に長期化した場合、業績に影響を及ぼす可能性があります。
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３ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

 
　当連結会計年度における当社グループ（当社、連結子会社）の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下、

「経営成績等」という。）の状況の概要並びに経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び

分析・検討内容は次のとおりであります。

　なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

 
(1) 経営成績

当連結会計年度における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い経済活動や社会活動が制限され

た影響により、景気が大きく後退しました。その後、段階的な経済活動の再開とともに持ち直しの動きも見られ

ましたが、感染症の再拡大により緊急事態宣言が再発出されるなど収束が見通せない状況が続きました。特に海

外においては、各国における経済活動の制限緩和や経済対策による需要の回復に地域差があり、依然として先行

きは不透明な状況で推移しました。

当社グループの属する設備工事業界におきましては、労働力不足や熾烈な受注競争が続くととも に、新型コ

ロナウイルス感染症拡大の影響により、設備投資に慎重な動きが見られるなど、厳しい環境で推移しました。

このような状況のもと、当社グループは2019年４月に中期経営計画『Next Evolution 2023』で発表しました

とおり、「成長市場を見据えた保有技術力の融合による他社との差別化」、「事業環境の変化に対応した戦略的

投資による経営基盤の強化と収益力の向上」、「事業基盤の再構築による海外事業の強化」を重点施策とし、中

長期的な環境の変化に柔軟に対応できる経営基盤の強化に努め、持続的成長と企業価値の向上に向けて取り組ん

でまいりました。

当連結会計年度の業績につきましては、受注高774億円（前期比10.5％減）、売上高741億円（前期比9.5％

減）となりました。利益面では、原価低減に努めたことや経費削減等により、減収ながら前期並みを確保し、営

業利益59億16百万円（前期比0.2％減）、経常利益59億20百万円（前期比1.9％増）、親会社株主に帰属する当期

純利益39億２百万円（前期比6.1％増）となりました。

報告セグメントの工事分野及びセグメント別の状況につきましては、次のとおりであります。

 
報告セグメント 工事分野

[電気設備工事業]

（プラント工事業）

　社会インフラ工事、産業システム工事、発電設備工事、送電工事
 

（内線・建築工事業）

　内線工事、建築・土木工事、情報通信工事

[空調設備工事業] 産業プロセス空調設備工事、一般空調・衛生設備工事

[その他] 物品販売及び補修・修理等
 

 
[電気設備工事業]

受注高は587億円（前期比1.3％減）、売上高は514億円 (前期比13.0％減)、営業利益は37億98百万円（前期比

14.8％減）となりました。

主な受注案件は、愛知県一宮市役所・佐千原浄水場第２ポンプ棟電気設備設置工事、株式会社熊谷組・馬頭最

終処分場建設工事等、主な完成工事案件は、古河機械金属株式会社・古河ユニック株式会社佐倉工場レイアウト

変更工事、東京電力パワーグリッド株式会社・寺尾線鉄塔建替に伴う電源対策工事ケーブル関連除却工事等であ

ります。

受注高はほぼ前期並みに推移しました。売上高は前期に工作機械メーカーの内線工事の大型案件があったこと

などから前期を下回りました。営業損益は原価低減等の採算改善に努めたものの、売上高の減少により前期を下

回りました。
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[空調設備工事業]

受注高は173億円（前期比31.6％減）、売上高は213億円（前期比0.5％増）、営業利益は16億80百万円（前期

比68.7％増）となりました。

主な受注案件は、戸田建設株式会社・ＤＬＰ久喜宮代新築工事等、主な完成工事案件は、新光電気工業株式会

社・高丘工場ＪⅡ棟４階実装工事等であります。

受注高は新型コロナウイルス感染症拡大の影響、並びに前期に大型案件があったことなどから前期を下回りま

した。売上高は受注高の減少があったものの、手持ち工事の大型案件の進捗が堅調だったことから、ほぼ前年並

みに推移しました。営業損益は原価低減に努めたこと及び産業プロセス空調工事の高採算案件があったことなど

から前期を上回りました。
 

[その他]

受注高は13億円（前期比16.4％減）、売上高は13億円（前期比15.9％減）、営業利益は4億38百万円（前期比

8.0％減）となりました。

 
（生産、受注及び販売の状況）

 

(1) 受注実績
　

セグメントの名称
前連結会計年度

(百万円)
当連結会計年度

(百万円)

電気設備工事業 59,507 58,730

空調設備工事業 25,375 17,352

その他 1,577 1,318

計 86,459 77,401
 

 

(2) 売上実績
　

セグメントの名称
前連結会計年度

(百万円)
当連結会計年度

(百万円)

電気設備工事業 59,116 51,450

空調設備工事業 21,260 21,365

その他 1,608 1,353

計 81,986 74,168
 

 

(注) １　当連結企業集団では生産実績を定義することが困難であるため「生産の状況」は記載しておりません。

２　売上高総額に対する割合が100分の10以上の相手先別の売上高及びその割合は、次のとおりであります。

前連結会計年度   
　富士電機㈱ 13,333百万円 16.3％

当連結会計年度   
　富士電機㈱ 11,805百万円 15.9％
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なお、参考のために提出会社個別の事業の状況は次のとおりであります。

受注工事高及び施工高の状況

①　受注工事高、完成工事高、繰越工事高及び施工高
　

期別 工事種類
前期繰越
工事高
(百万円)

当期受注
工事高
(百万円)

計
(百万円)

当期完成
工事高
(百万円)

次期繰越工事高
当期
施工高
(百万円)

手持工事高
(百万円)

うち施工高

比率
(％)

金額
(百万円)

第110期
(自2019年４月１日
至2020年３月31日)

電気設備工事業 29,002 47,618 76,621 48,085 28,535 2.7 766 47,371

空調設備工事業 12,084 25,387 37,472 20,979 16,493 2.2 355 20,852

その他 83 600 683 631 52 5.0 2 626

計 41,170 73,606 114,777 69,695 45,081 2.5 1,125 68,850

第111期
(自2020年４月１日
至2021年３月31日)

電気設備工事業 28,535 46,923 75,459 41,974 33,485 2.4 799 42,006

空調設備工事業 16,493 17,309 33,802 21,262 12,539 3.6 448 21,355

その他 52 603 655 637 17 18.2 3 638

計 45,081 64,835 109,916 63,873 46,042 2.7 1,250 63,999
 

 

(注) １　前期以前に受注したもので契約の変更により請負金額に増減のあるものについては、当期受注工事高にその

増減額が含まれております。
２　次期繰越工事高の施工高は、支出金により手持工事高の施工高を推定したものであります。
３　当期施工高は(当期完成工事高＋次期繰越施工高－前期繰越施工高)に一致いたします。

　

②　受注工事高の受注方法別比率

工事の受注方法は、特命と競争に大別され、請負金額比率は次のとおりであります。
　

期別 工事種類 特命 (％) 競争 (％) 計 (％)

第110期
(自　2019年４月１日
至　2020年３月31日)

電気設備工事業 53.0 47.0 100.0

空調設備工事業 39.2 60.8 100.0

その他 88.7 11.3 100.0

計 48.5 51.5 100.0

第111期
(自　2020年４月１日
至　2021年３月31日)

電気設備工事業 59.2 40.8 100.0

空調設備工事業 45.2 54.8 100.0

その他 74.3 25.7 100.0

計 55.6 44.4 100.0
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③　完成工事高
　

期別 工事種類 官公庁 (百万円) 民間 (百万円) 計 (百万円)

第110期
(自　2019年４月１日
至　2020年３月31日)

電気設備工事業 3,979 44,106 48,085

空調設備工事業 2,108 18,870 20,979

その他 34 596 631

計 6,122 63,573 69,695

第111期
(自　2020年４月１日
至　2021年３月31日)

電気設備工事業 4,730 37,243 41,974

空調設備工事業 1,823 19,438 21,262

その他 108 529 637

計 6,662 57,211 63,873
 

 

(注) １　完成工事高のうち主なものは、次のとおりであります。
 

　　第110期請負金額４億円以上の主なもの

     北海道開発局 北海道開発局　留萌開発建設部　留萌ダム管理用水力発電設備復旧工事

　　　東京電力パワーグリッド㈱ 安中市太陽光発電所アクセス線新設工事

     東急建設㈱ ファナック㈱　サーボモータ部品加工工場　電気設備工事

　　　日本粉末薬品㈱ 日本粉末薬品㈱伊賀工場　第４抽出棟新築工事

 　　 富士電機㈱ 富士電機㈱山梨工場 Ｋ２棟33K クリーンルーム改修工事
 

　

　　第111期請負金額４億円以上の主なもの

     東京電力パワーグリッド㈱ 下田市加増野太陽光発電事業所系統連系工事並びに関連除却工事

　　　日揮㈱ 熊谷総合病院　再整備計画Ⅱ・Ⅲ期工事

     新光電気工業㈱ 新光電気工業㈱高丘工場　JⅡ棟４階実装工事

　　　防衛省 市ヶ谷（30）庁舎電灯設備改修等電気その他工事

 　　 東京都 中央区役所
中央区立佃島小学校及び中央区立佃中学校大規模改修工事（機械設備工
事）

 

　

２　完成工事高総額に対する割合が100分の10以上の相手先別の完成工事高及びその割合は、次のとおりであり

ます。

第110期   
　富士電機㈱ 13,300百万円 19.1％

第111期   
　富士電機㈱ 11,770百万円 18.4％
 

④　手持工事高 (2021年３月31日)
　

工事種類 官公庁 (百万円) 民間 (百万円) 計 (百万円)

電気設備工事業 5,912 27,572 33,485

空調設備工事業 1,661 10,878 12,539

その他 0 17 17

計 7,574 38,468 46,042
 

 

(注)　手持工事高のうち請負金額４億円以上の主なものは、次のとおりであります。
　

東北電力㈱ 1412G01線新設工事 2021年7月完成予定

富士電機㈱
富士電機㈱東京工場 プラントシステム棟建設工事に伴う電気設備工
事

2021年9月完成予定

枚方市役所 津田低区配水場　耐震化事業に伴う電気計装設備工事 2022年5月完成予定

戸田建設㈱ 大和ハウス工業㈱　DLP久喜宮代新築工事（機械） 2022年11月完成予定

清水建設㈱ 京都競馬場整備工事（馬場工区）機械工事 2023年3月完成予定
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(2) 財政状態

当期末における総資産は、前期末に比べ14億円増加し、565億円となりました。主な要因は預け金の増加（58

億円）、現金預金の増加（13億円）、電子記録債権の増加（８億円）、受取手形・完成工事未収入金等の減少

（64億円）であります。

　負債は前期末に比べ20億円減少し、273億円となりました。主な要因は支払手形・工事未払金等の減少（18億

円）、退職給付に係る負債の減少（３億円）であります。

　純資産は前期末に比べ34億円増加し、292億円となりました。主な要因は親会社株主に帰属する当期純利益の

計上（39億円）、配当金の支払（６億円）であります。

 
(3) キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は143億円となり、前連

結会計年度と比べ、70億円増加しました。

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）

　営業活動による資金の増加は78億円（前期は35億円の増加）となりました。これは、税金等調整前当期純利益

の計上による増加及び売上債権の減少による資金の増加、仕入債務の減少による資金の減少が主な要因でありま

す。
 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動による資金の減少は３億円（前期は８億円の減少）となりました。これは、中期経営計画で基本方針

に掲げる「戦略的投資による経営基盤の強化と収益力向上」の取組みの一環である関係会社株式の取得による支

出及び貸付による支出が主な要因であります。
 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動による資金の減少は４億円（前期は７億円の減少）となりました。これは、配当金の支払が主な要因

であります。
 

当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、事業運営上必要な流動性と資金を安定的に確保する

ことを基本方針としております。短期運転資金は自己資本及び金融機関からの短期借入を基本としております。

なお、株主還元につきましては、中期経営計画に掲げる2023年度配当性向30％以上を目標に、市場環境及び資

金余力等を鑑みて継続的に実施してまいります。

 
（4）重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づいて作成してお

ります。この連結財務諸表の作成にあたって、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用

の報告金額及び開示に影響を与える見積りを必要としております。経営者は、これらの見積りについて、過去の

実績等を勘案し合理的に判断しておりますが、実際の結果は、見積りによる不確実性のため、これらの見積りと

異なる場合があります。

連結財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものは「第５　経理の状況　１

（１）連結財務諸表　注記事項　（重要な会計上の見積り）」に記載しております。

新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積りについては、「第５　経理の状況　１（１）連結財

務諸表　注記事項（重要な会計上の見積り）」に記載しております。

 
４ 【経営上の重要な契約等】

特に記載すべき事項はありません。
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５ 【研究開発活動】

　当連結会計年度の研究開発活動は、冷凍冷蔵システム及び放射性廃棄物除染関連の開発を中心に取り組んでま

いりました。

　子会社においては、研究開発活動は特段行われておりません。

　なお、当連結会計年度における研究開発費は43百万円であります。
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第３ 【設備の状況】

 

１ 【設備投資等の概要】
　

当連結会計年度の設備投資については、特に記載すべき事項はありません。

　

２ 【主要な設備の状況】
　

(1) 提出会社
　

事業所
(所在地)

セグメントの
名称

設備の内容

帳簿価額

従業
員数
(名)

建物
構築物
(百万円)

機械装置
車両運搬具
工具器具備品
(百万円)

土地
合計

(百万円)
面積(㎡)

金額
(百万円)

本社
(川崎市幸区)

電気設備工事業
空調設備工事業
その他

統括業務施設
営業・施工拠点

23 35 ― ― 59 805

西日本支社
(大阪市淀川区)

電気設備工事業
空調設備工事業
その他

営業・施工拠点 3 533 ― ― 537 127

中部支社
(名古屋市中村区)

電気設備工事業
空調設備工事業
その他

営業・施工拠点 1 0 ― ― 1 49

岡山営業所
(岡山県倉敷市)

電気設備工事業 営業・施工拠点 15 0 826 43 59 1

中原事務所
(川崎市中原区)

電気設備工事業
空調設備工事業
その他

営業・施工拠点
機材倉庫

9 1 ― ― 10 26

送電機材センター
(栃木県さくら市)

電気設備工事業
空調設備事業
その他

機材倉庫 39 41 13,168 165 246 ―

 

　

(注) １　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２　土地、建物の一部を賃借しております。賃借料は259百万円であります。

　

(2) 国内子会社

特に記載すべき設備はありません。

　

(3) 在外子会社

特に記載すべき設備はありません。

　

３ 【設備の新設、除却等の計画】
　

(1) 重要な設備の新設等

特に記載すべき事項はありません。

　

(2) 重要な設備の除却等

特に記載すべき事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】
　

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】
 

種類 発行可能株式総数 (株)

普通株式 14,400,000

計 14,400,000
 

 

② 【発行済株式】
 

種類
事業年度末現在
発行数 (株)

(2021年３月31日)

提出日現在
発行数 (株)

(2021年６月22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 9,026,561 9,026,561
東京証券取引所
(市場第二部)

単元株式数は100株であ
ります

計 9,026,561 9,026,561 ― ―
 

 
(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

　

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(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】

該当事項はありません。

 

(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
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

2018年10月１日 △36,106,248 9,026,561 ― 1,970 ― 1,801
 

 

(注)　2018年10月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を実施しており、発行済株式総数の減少
36,106,248株は、株式併合によるものであります。
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(5) 【所有者別状況】

 2021年３月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)
単元未満
株式の状況

(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等 個人
その他

計
個人以外 個人

株主数
(人)

0 8 17 121 44 2 1,519 1,711 ―

所有株式数
(単元)

0 2,855 521 65,737 1,334 27 19,494 89,968 29,761

所有株式数
の割合(％)

0 3.17 0.58 73.07 1.48 0.03 21.67 100.00 ―
 

 

(注) １　自己株式33,416株は「個人その他」に334単元及び「単元未満株式の状況」に16株含めて記載しておりま

す。
２　「その他の法人」欄には、証券保管振替機構名義の株式が2単元含まれております。

　

(6) 【大株主の状況】

　　 2021年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の

総数に対する
所有株式数
の割合(％)

富士電機株式会社 神奈川県川崎市川崎区田辺新田１－１ 4,158 46.24

古河電気工業株式会社 東京都千代田区丸の内２丁目２－３ 1,819 20.23

富士古河Ｅ＆Ｃ社員持株会 神奈川県川崎市幸区堀川町５８０番地 320 3.56

富士通株式会社 神奈川県川崎市中原区上小田中４丁目１番１号 171 1.91

光通信株式会社 東京都豊島区西池袋１丁目４－１０ 131 1.46

株式会社日本カストディ銀行
（信託口）

東京都中央区晴海１丁目８－１２ 121 1.35

千　々　石　寛 千葉県印西市 66 0.74

株式会社横浜銀行 神奈川県横浜市西区みなとみらい３丁目１－１ 60 0.68

 株式会社日本カストディ銀行
(信託口４)

東京都中央区晴海１丁目８－１２ 48 0.53

 成　川　武　彦 千葉県南房総市 44 0.50

計 ― 6,942 77.20
 

 

(注)　１　上記のほか当社所有の自己株式33千株（0.37％）があります。

 

EDINET提出書類

富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社(E00273)

有価証券報告書

20/94



 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　　 2021年３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)
(自己保有株式)

― ―普通株式
33,400

完全議決権株式 (その他)
普通株式

89,634 ―
8,963,400

単元未満株式
普通株式

― ―
29,761

発行済株式総数 9,026,561 ― ―

総株主の議決権 ― 89,634 ―
 

　

(注) １　「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が200株（議決権2個）含ま
れております。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式16株、証券保管振替機構名義の株式が40株が含ま
れております。

　

② 【自己株式等】

　　 2021年３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(％)

(自己保有株式)
富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社

神奈川県川崎市幸区堀川町
５８０番地

33,400 0 33,400 0.37

計 ― 33,400 0 33,400 0.37
 

　
 

２ 【自己株式の取得等の状況】
　

【株式の種類等】 会社法第155条第７号による普通株式の取得
 

　

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

　

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。
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(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
　

区分 株式数 (株) 価額の総額 (百万円)

当事業年度における取得自己株式 52 101,692
   

当期間における取得自己株式 81 175,352
 

 

(注)　当期間における取得自己株式には、2021年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに
よる株式数は含めておりません。

　

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
 

区分
当事業年度 当期間

株式数 (株)
処分価額の総額

(百万円)
株式数 (株)

処分価額の総額
(百万円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 ─ ─ ─ ─

消却の処分を行った取得自己株式 ─ ─ ─ ─

合併、株式交換、株式交付、
会社分割に係る移転を行った
取得自己株式

─ ─ ─ ─

その他
 (株式併合による減少)

─ ─ ─ ─

保有自己株式数 33,416 ─ 33,477 ─
 

 

(注)　当期間における保有自己株式数には、2021年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及
び買増請求による売渡による株式数は含めておりません。

　

３ 【配当政策】
 

当社は、グループの収益力向上により株主資本の充実を図り、経営基盤を強化し、将来の成長に必要な投資等の

ための内部留保を確保するとともに、株主の皆様に利益還元を図ることを基本方針としております。

この基本方針のもと、剰余金の配当につきましては、安定的かつ継続的に実施することとし、当期の業績、今後

の事業展開へ向けた投資計画及び経営環境等を総合的に勘案し、配当金額を決定いたします。

　なお、当社は剰余金の配当等を取締役会の決議によって、定めることができるものとしております。

当事業年度の剰余金の配当につきましては、通期業績、経営環境及び財政状態等を総合的に勘案し、１株につき

前事業年度比15円増配の90円とさせていただくことを、2021年５月21日開催の取締役会において決議いたしまし

た。

　

(注)　基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日
配当金の総額

（百万円）

１株当たり配当額

（円）

2021年５月21日
取締役会決議

809 90
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４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
 

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

（基本的な考え方）

・当社グループ（当社及び子会社をいう。以下同じ。）は、経済利益の創出とグループ企業価値の最大化を図

り、グループ経営を強化することにより、株主・投資家をはじめすべてのステークホルダーに貢献していくこ

とを基本とします。

・また、社会・経済等の環境の変化に対応するため、迅速・果断な意思決定を行うための適切な業務執行体制及

び監督・監視体制の構築を図るとともに、多様かつ中長期的な視点に基づいたコーポレート・ガバナンス体制

を追求していきます。
　

（企業統治システム）

・上記のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方のもと、当社は、経営の監督・監視と業務執行機能

を分離し、かつ、経営の監督・監視に関しては取締役会から独立した監査役及び監査役会が独自の情報収集能

力を発揮し、適切な監督・監視機能を果たすことがコンプライアンスにも資すると考え、「監査役会設置会

社」を選択します。

・また、経営の迅速・果断な意思決定に資するため、執行役員制度を導入し、執行役員を中心とした経営会議を

原則毎月２回開催します。

・当社は、当社グループの企業価値向上を図るために、子会社各社の自立性を確保しつつ、上記のコーポレー

ト・ガバナンスに関する基本的な考え方に沿った経営が行われるよう子会社各社の経営管理を行います。
　

（基本方針）

ａ．株主の権利・平等性の確保

株主の権利が実質的に確保されるよう、適時・適切な情報開示を行うとともに、円滑な議決権行使を可能と

する環境整備に努めてまいります。

ｂ．株主以外のステークホルダーとの適切な協働

当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値向上のため、業務を通じた社会への貢献が不可欠であると

の認識のもと、すべてのステークホルダーとの適切な協働に努めてまいります。

ｃ．適切な情報開示と透明性の確保

経営の透明性を図り、社会から信頼され、公正な評価を受けるため、当社グループに関する非財務情報を含

めた情報の公平かつ適時・適切な開示に努めてまいります。

ｄ．取締役会等の責務

透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うため、取締役会の役割・責務の適切な遂行に努めてまいりま

す。

ｅ．株主との対話

当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値向上の観点から、株主・投資家等との建設的な対話を積極

的に進めるよう努めてまいります。

　

② 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由

当社は、経営監督、重要な意思決定を担う取締役会、経営監査の機能を担う監査役会を設置しております。ま

た、執行役員制度を導入し、経営の意思決定・監督機能と執行機能を分離しており、より具体的でスピーディー

な経営判断がなされるよう図っております。
　

＜取締役・取締役会＞

取締役会は、取締役会構成の多様性の充実およびコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、社外

取締役３名を含む取締役９名で構成しております。事業年度における経営責任の明確化、及び環境変化に迅

速に対応できる経営体制とするために、取締役の任期は１年としております。

取締役会は原則毎月１回開催し、重要事項の決裁のみならず、経営方針等について活発に議論を行っており

ます。
　

＜監査役・監査役会＞

監査役は４名であり、内３名を社外監査役としております。

社外監査役は、公認会計士、税理士、法務部門・経営企画部門の経験を有しており、監査に必要な専門知識

や経験を備えた人物に就任いただき、経営の監査機能の整備・強化を図っております。

監査役は、取締役会及び経営会議などの経営執行における重要な会議に出席し、客観的な立場から意見を表

明するとともに、意思決定の適法性や妥当性、業務執行状況の監査を行っております。
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＜経営会議＞

より具体的で迅速な経営判断がなされるよう、執行役員を中心に構成し、常勤監査役も出席する経営会議を

原則毎月２回開催しております。
 

＜内部監査＞

内部監査は、社内組織として監査室が設置されており、他部門から独立した部門として組織され、専任者７

名を置いております。

監査室は期初に策定した監査計画に基づき、業務全般にわたる内部監査を実施しております。被監査部門に

対しては監査結果を踏まえて改善指導を行い、改善状況を報告させることにより、内部監査の実効性の確保

を図っております。
　

＜会計監査人＞

会計監査人監査は、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査人にEY新日本有限責任監査法人を選任して

おり、期末に偏ることなく、期中においても適宜監査を受けております。

なお、2021年3月期の会計監査における業務執行社員は、大屋誠三郎氏、大貫一紀氏の２名であり、同監査法

人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別の利害関係はありません。
　

＜コンプライアンス委員会＞

全社横断的に法令遵守の徹底を図るため、年２回コンプライアンス委員会を開催し、社外取締役及び社外監

査役も出席しております。リーガルリスクについては、経営企画本部にて一元管理することとしており、重

要な法務問題は、顧問契約を締結している法律事務所等に適宜相談を行い、対応しております。
　

当社としましては、これらの施策により、コーポレート・ガバナンスの充実を確保できると考え、当該体制を

採用しております。

　

機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議長または委員長）

役職名 氏名 取締役会 監査役会 経営会議
コンプライアンス

委員会

代表取締役社長 日下　高 ◎  ◎  

社外取締役 川島　清嘉 ○    

社外取締役 伊藤　久美 ○    

社外取締役 山口　和良 ○    

取締役 柳澤　邦昭 ○    

取締役 藤本　浩 ○  ○ ○

取締役 小田　茂夫 ○  ○ ◎

取締役 垰　篤典 ○  ○ ○

取締役 澤田　朋之 ○  ○ ○

監査役 明石　亨 ○ ◎ ○  

社外監査役 福岡　敏夫 ○ ○   

社外監査役 柏木　隆宏 ○ ○   

社外監査役 遠藤　健二 ○ ○   

執行役員 横山　克樹   ○ ○

執行役員 則松　研一   ○ ○

執行役員 菱田　斉史   ○ ○

執行役員 牧　伸一   ○ ○

執行役員 野﨑　潤   ○ ○

執行役員 杉山　亨   ○ ○

支社長等    ４名 ３名
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なお、当社のコーポレートガバナンスの体制の概要図は次のとおりであります。
 

　

③ 企業統治に関するその他の事項

当社は、取締役会において、会社法第362条第５項の規定に基づき、同条第４項第６号並びに会社法施行規則第

100条第１項各号及び第３項各号に定める体制（内部統制システム）の整備について、次のとおり決議しておりま

す。
　

(1)取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

①経営の透明性・適法性及び監視監督機能の実効性を確保するため、社外から取締役、監査役を招聘する。

②当社及び子会社（以下、「当社グループ」という）の全役職員に対し、当社グループの経営理念及び行動規範

である企業行動憲章の精神を繰り返し説き、その遵守徹底を図る。

③コンプライアンス規程及びコンプライアンス・プログラムに基づき、次のとおりコンプライアンス体制を確

立、推進する。

・コンプライアンス委員会において、当社グループを取り巻く法令・社会的規範の遵守徹底を図る。

・当社グループの事業活動に関わる規制法令毎に社内ルール、日常監視、監査、教育等を体系化したコンプラ

イアンス・プログラムを制定し、これに基づき使用人に対し遵法教育を実施する。

・通常の業務ラインとは独立したルートを通じて、当社グループの使用人から当社への通報を容易にする内部

通報制度を整備し、法令、定款、又は社内ルールに違反する行為の未然防止及び早期発見を図る。当社グ

ループの役職員は、この規程に基づき内部通報した当該使用人に対して、不利益な取り扱いをしてはならな

い。

・上記体制の確立及び推進により、グループ各社は市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団

体の排除に向け、組織的な対応を図る。

④社長直轄の内部監査部門を設置し、子会社を含め内部監査を実施する。
　

(2)取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制

・文書管理規程を制定し、取締役の職務の執行にかかる記録等その他重要文書の保存及び保管に関する責任

者、取締役及び監査役に対する閲覧等の措置等を定める。また、当該規程の制定、改廃においては、監査役

と事前に協議する。
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(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①当社グループにおける事業上のリスクを組織的かつ体系的に管理するため社内規程を制定する。特定のリスク

については、リスク毎に担当部門を定め、準拠すべき規定・マニュアルを整備し、適切なリスク管理体制を構

築する。

②大規模自然災害等の緊急事態の発生に対処するため緊急時対応要領を制定し、危機管理担当役員、緊急事態発

生時の連絡体制及び対策本部の設置等を定め、緊急事態による発生被害の極小化を図る。

　　　③内部監査部門は、当社グループにおけるリスク管理体制が適切に構築され、的確な運用がなされているか、定

　　　　期的に監査を行う。
　

(4)取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制

①執行役員制度を導入し、経営の意思決定及び監督機能と、業務執行機能を分離することで業務の効率化を図る

とともに、執行役員を中心とした経営会議を開催し、より具体的で迅速な経営判断がなされるよう努める。ま

た取締役会規則、決裁権限規程により、業務執行に関する意思決定等の権限を明確にする。

②当社グループの全体を網羅した各年度及び中期の経営計画を策定し、定期的に進捗状況を確認し、評価、見直

しを行う。
　

(5)財務報告の信頼性を確保するための体制

・金融商品取引法に定める当社グループに係る財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するため

「富士古河Ｅ＆Ｃグループの財務報告に係る内部統制運営規程」を制定し、これに基づき、グループ各社は

財務報告に係る内部統制の構築、評価及び報告に関し適切な運営を図るとともに、その評価結果を各社の取

締役会に報告する。
　

(6)当該株式会社その親会社及び子会社における業務の適正を確保するための体制

①富士電機グループの一員として、当該グループ経営理念を共有するとともに、上場会社として経営活動の独立

性を確保し、適正な業務の運営を行う。

②当社グループは、当社事業部門長や子会社の代表取締役等が参加し、グループ全体の経営戦略、経営方針等に

ついての審議・報告と、グループの経営状況をモニタリングするための会議を定期的に開催し、運用する。

③関係会社管理規程を制定し、グループ各社の経営上の重要事項について、当社への報告又は当社の承認を得る

ことを求める。

　　　④グループ各社に対し会社法に定める業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針の決定を求め、

　　　　それらの実効性の確保を図る。

　　　⑤内部監査部門は、グループ各社の業務の適正が継続的に確保されているか、定期的に確認する。
 

(7)監査役の職務を補助すべき使用人及びその使用人の取締役からの独立性ならびに当該使用人に対する指示の実効

性の確保に関する事項

・監査役は、職務執行上必要に応じて経営企画部門及び内部監査部門の使用人に補助を求めることができ、当

該使用人は、その補助業務を取締役から独立して行う。
　

(8)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告

を受けた者が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する事項

①監査役が、その職務執行において十分な情報を収集し得るため、取締役及び使用人が監査役に報告すべき事項

を定めるほか、子会社の取締役、監査役及び使用人が当社監査役に対し報告すべき事項についても制定する。

また、監査役が当社グループの事業について、当社及び子会社の役職員に対し報告を求めた場合、当該報告を

しなければならない。

　　　②上記報告をしたことを理由として、当該報告をした者に対して、不利益な取扱いをしてはならない。
　

(9)その他、監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

①監査役は、取締役会その他重要な会議に出席するとともに、主要な決裁書その他業務執行に関する重要な書類

を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人にその説明を求めることなどにより、重要な意思決定の過程及び業

務の執行状況を把握する。

②監査役は、内部監査部門及び会計監査人と相互に情報交換を行うことで連携を強化し、監査の実効性と効率性

の向上を図る。

　　　③監査役は、代表取締役と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題等につき意見交換や、必要と判断される要請

　　　　を行い、相互認識を深めるよう努める。

　　　④監査役の職務の執行にかかる費用について、あらかじめ予算を計上するよう努め、緊急又は臨時に支出した費

　　　　用については、事後会社に償還を請求することができる。
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④ 責任限定契約の概要

当社は、法令及び定款の規定に基づき、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）及び監査役との間に、

当社に対し賠償責任を負うべき場合において、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、300万円

又は会社法に定める最低責任限度額のいずれか高い額を上限として当社に対する損害賠償責任を負担する旨の契約

を締結しております。当該契約においては、契約締結後も役員としての善管注意義務をつくし、誠実にその職務を

遂行する旨の条項を定めております。

　

⑤ 取締役の定数

当社の取締役は16名以内とする旨を定款に定めております。

　

⑥ 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権数の３分の１以上を有する株

主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、並びに、取締役の選任決議については、累積投票によらない旨

を定款に定めております。

　

⑦ 剰余金の配当等の決定機関

当社は、剰余金の配当等、会社法第459条第１項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除

き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。これは、機動的な配当政策及び資本

政策の遂行を図るためであります。

　

⑧ 取締役及び監査役の責任免除

当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議によって、取締役（取締役であった者を含む。）及

び監査役（監査役であった者を含む。）の会社法第423条第１項の損害賠償責任を法令の限度において免除すること

ができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにする

ためであります。

 
⑨ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の

議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めておりま

す。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的

とするものであります。
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(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名　女性1名　（役員のうち女性の比率8％）
 

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
(百株)

代表取締役

社長

執行役員

社長

日　下　　　高 1959年６月３日

1982年４月 富士電機製造㈱（現 富士電機㈱）入社

2001年７月 富士電機システムズ㈱エンジニアリング本部業務
部長

2008年４月 同社取締役、経営企画本部企画部長

2009年４月 同社取締役、経営企画本部長、輸出管理室長

2010年４月 富士電機ホールディングス㈱（現 富士電機㈱）エ

グゼクティブオフィサー、経営企画本部経営企画
室長

2010年６月 同社取締役エグゼクティブオフィサー、経営企画
本部経営企画室長

2011年４月 同社取締役執行役員、産業システム事業本部長

2011年６月 同社執行役員、産業システム事業本部長

2012年４月 同社執行役員、産業インフラ事業本部長
2017年４月 当社執行役員副社長

2017年６月 代表取締役、執行役員副社長

2018年４月 代表取締役社長、執行役員社長（現任）

(注)３ 66

社外取締役 川　島　清　嘉 1954年２月12日

1979年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会）

1984年５月 川島法律事務所（横浜弁護士会、現 神奈川県弁護

士会）（現任）
1995年４月 最高裁判所 司法研修所民事弁護教官

2004年４月 横浜国立大学法科大学院教授

2011年４月 放送大学客員教授（現任）

2012年６月 当社社外取締役（現任）

2015年６月 アマノ㈱社外取締役（現任）

2017年５月 ㈱横浜インポートマート社外監査役

(注)３ ―

社外取締役 伊　藤　久　美 1964年12月20日

1987年４月 ソニー㈱入社

1998年４月 日本IBM㈱入社

2008年１月 同社副社長補佐

2009年６月 米国IBM本社コーポレートストラテジー部門
ディレクター

2010年10月 日本IBM㈱日本ストラテジー部門理事

2011年１月 同社ソフトウェア部門Websphere事業部長

2012年１月 同社グローバル・テクノロジー・サービス部門ビ
ジネス・デベロップメント・エグゼクティブ

2013年１月 同社グローバル・プロセス・サービス部門
ソリューション・プログラム・エグゼクティブ

2014年１月 GEヘルスケア・ジャパン㈱CMO

2016年４月 立命館大学客員教授、筑波大学非常勤講師
（現任）

2016年９月 4U Lifecare㈱取締役COO

2017年７月 ㈱Yext CMO

2018年４月 4U Lifecare㈱代表取締役社長CEO（現任）

2018年６月 ㈱True Data社外取締役（現任）

2020年６月 当社社外取締役（現任）

(注)３ ―

社外取締役 山　口　和　良 1958年11月５日

1981年４月 ㈱神戸製鋼所入社

2004年４月  同社鉄鋼部門名古屋鉄鋼営業部長

2007年４月  同社鉄鋼部門薄板営業部自動車担当部長

2010年４月  同社鉄鋼事業部門薄板営業部担当役員補佐

2011年４月  神鋼鋼線工業株式会社ばね特線事業部

 ばね特線営業部長

（2019年６月退職）

2012年４月  同社ばね特線事業部長兼同ばね特線営業部長

2012年６月  同社取締役、ばね特線事業部長兼

 同ばね特線営業部長

2013年４月  同社取締役、ばね特線事業部長

2014年４月  神鋼鋼線（広州）販売有限公司董事長

（2017年６月退職）

2015年６月  神鋼鋼線ステンレス株式会社代表取締役社長

（2017年６月退職）

2017年６月  神鋼鋼線工業株式会社顧問

2021年６月 当社社外取締役（現任）

(注)３ ―
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
(百株)

取締役 柳　澤　邦　昭 1954年１月20日

1974年４月 富士電機製造㈱（現 富士電機㈱）入社

1998年11月 香港富士電機社社長

2004年２月 富士電機（深圳）社 董事長 兼 総経理

2004年７月 富士電機デバイステクノロジー㈱ 情報デバイス事

業本部事業統括部長
2006年６月 同社取締役、半導体事業本部事業統括部長 兼 同

本部チップ事業部長
2008年４月 同社常務取締役、半導体生産本部長

2008年12月 同社常務取締役、半導体事業本部副本部長

2009年10月 富士電機システムズ㈱取締役、半導体事業本部副
本部長 兼 同本部松本製作所長

2010年４月 同社執行役員、半導体事業本部長 兼 同本部松本

製作所長
2011年４月 富士電機㈱執行役員、電子デバイス事業本部長

2014年４月 同社執行役員常務、電子デバイス事業本部長

2016年４月 同社執行役員専務、電子デバイス事業本部長

2018年４月 同社特別顧問（現任）

2018年６月 当社取締役（現任）

2019年６月 ㈱フェローテックホールディングス社外取締役
（現任）

(注)３ ―

取締役

執行役員常務

 

電気設備事業

統括

 

海外事業統括

 

電気設備事業

本部長

藤　本　　　浩 1960年３月30日

2003年３月 古河総合設備㈱入社

2011年11月 当社北関東支社電設技術部長

2013年７月 電設・建築事業本部電設事業部長

2016年４月 執行役員、電設・建築事業統括、電設・建築事業
本部長 兼 総合設備事業部副事業部長

2019年４月 執行役員、電気設備事業統括、電気設備事業本部
長

2019年６月 取締役、執行役員、電気設備事業統括、電気設備
事業本部長

2020年４月 取締役、執行役員常務、電気設備事業統括、海外
事業統括、電気設備事業本部長（現任）

(注)３ 63

取締役

執行役員常務

 

管理部門統括

 

経営企画

本部長

小　田　茂　夫 1959年８月22日

1982年４月 富士電機製造㈱（現 富士電機㈱）入社

2003年10月 富士ブレイントラスト㈱取締役

2005年10月 富士電機リテイルシステムズ㈱管理本部総務人事
部長

2010年７月 富士電機システムズ㈱環境ソリューション本部産
業ソリューション事業部東京工場総務部長

2011年４月 富士電機㈱生産統括本部東京事業所総務部長

2012年４月 同社人事・総務室安全部長

2014年４月 当社執行役員、経営企画本部副本部長、輸出管理
室長

2015年４月 執行役員、管理部門統括、経営企画本部長、輸出
管理室長

2015年６月 取締役、執行役員、管理部門統括、経営企画本部
長、輸出管理室長

2021年４月 取締役、執行役員常務、管理部門統括、経営企画
本部長、輸出管理室長（現任）

(注)３ 79

取締役

執行役員常務

 

工事技術

本部長

垰　　　篤　典 1960年６月３日

1979年４月 富士電機総合設備㈱入社
2006年４月 同社関西支社工事部長

2009年10月 当社空調設備事業本部空調設備事業部第一技術部
長

2010年10月 空調設備事業本部空調設備事業部副事業部長

2012年４月 空調設備事業本部空調設備事業部長

2014年４月 執行役員、空調設備事業本部副本部長

2016年４月 執行役員、空調設備事業統括、空調設備事業本部
長 兼 総合設備事業部長

2019年４月 執行役員、工事技術本部長

2019年６月 取締役、執行役員、工事技術本部長

2021年４月 取締役、執行役員常務、工事技術本部長
（現任）

(注)３ 64

取締役

執行役員

 

営業統括

（国内・海外）

 

営業本部長

澤　田　朋　之 1961年７月27日

1985年４月 富士電機㈱入社
2003年10月 富士電機システムズ㈱産業・交通施設電機クリー

ンシステム技術部長

2011年４月 富士電機㈱産業システム事業本部ファシリティ事
業部 AIR 環境技術部長

2017年４月 同社パワエレシステム事業本部電源システム事業
部長

2018年４月 同社パワエレシステム事業本部施設・電源システ
ム事業部長

2019年４月 当社執行役員、営業本部副本部長

2020年４月 執行役員、営業統括（国内・海外）、営業本部長

2021年６月 取締役、執行役員、営業統括（国内・海外）、営
業本部長（現任）

(注)３ 24
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
(百株)

常勤監査役 明　石　　　亨 1958年９月28日

1981年４月 当社入社

2005年４月 企画本部経理部長
2009年10月 経営企画本部財務経理部長

2011年６月 取締役、執行役員、管理部門統括、経営企画本部
長、輸出管理室長

2013年10月 取締役、執行役員、管理部門統括、情報通信シス
テム事業本部長、経営企画本部長、輸出管理室長

2014年４月 取締役、執行役員、管理部門統括、経営企画本部
長

2015年４月 取締役、執行役員常務、空調設備事業統括、空調
設備事業本部長

2016年４月 取締役、執行役員常務、海外事業統括、海外事業
本部長

2019年４月 取締役、執行役員常務、海外統括、海外本部長

2020年４月 取締役

2020年６月 常勤監査役（現任）

(注)４ 155

社外監査役 福　岡　敏　夫 1954年４月８日

1979年４月 東京国税局入局

2015年７月 川崎北税務署長退官

2015年８月

 

税理士登録、福岡敏夫税理士事務所設立

代表（現任）
2016年３月 鳥居薬品㈱社外監査役

2016年６月 当社社外監査役（現任）

2018年３月 鳥居薬品㈱社外取締役（現任）

(注)５ ―

社外監査役 柏　木　隆　宏 1959年７月25日

1983年４月 古河電気工業㈱入社

2007年６月 同社ＣＳＲ推進本部管理部長

2008年６月 同社法務部長
2012年４月 同社経営企画室長 兼 グループ会社統括部長

2013年４月 同社戦略本部 経営企画室長

2014年４月 同社執行役員、巻線事業部門長

2016年４月 同社執行役員、電装エレクトロニクス材料統括部
門巻線事業部門長

2017年４月 同社執行役員、総務・ＣＳＲ本部副本部長

2018年６月 同社常勤監査役（現任）

 当社社外監査役（現任）

2019年６月 古河産業㈱監査役（現任）

(注)６ ―

社外監査役 遠　藤　健　二 1955年５月２日

1978年４月 昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入

所
1992年５月 同法人パートナーに昇格

2000年１月 アーンスト＆ヤング ロングビーチ事務所出向　北

米地区日系企業担当
2003年10月 帰任 新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査

法人）
2007年８月 同法人理事就任

2011年１月 同法人東海北陸地区ブロック長を兼務

2017年６月 同法人退職

2017年７月 遠藤健二公認会計士事務所開設 所長

（現任）
2018年６月 児玉化学工業㈱社外取締役（監査等委員）（現

任）
2019年６月 当社社外監査役（現任）

(注)７ ―

計 451
 

 
　

　

(注) １　取締役川島清嘉、伊藤久美、山口和良は、社外取締役であります。
２　監査役福岡敏夫、柏木隆宏、遠藤健二は、社外監査役であります。
３　取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時

までであります。
４　監査役明石亨の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終

結の時までであります。
５　監査役福岡敏夫の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会

終結の時までであります。
６　監査役柏木隆宏の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会

終結の時までであります。
７　監査役遠藤健二の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会

終結の時までであります。
８　当社では、取締役会の一層の活性化を促し、経営の意思決定・監督機能と執行機能を分離し、経営体制の更

なる充実と効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
　　取締役と兼務していない執行役員は６名で、横山克樹（執行役員、調達本部長）、則松研一（執行役員、電

気設備事業本部副本部長）、菱田斉史（執行役員、電気設備事業本部副本部長）、牧伸一（執行役員、空調
設備事業統括、空調設備事業本部長）、野﨑潤（執行役員、営業本部副本部長、西日本支社長）、杉山亨
（執行役員、株式会社エフトリア代表取締役社長）であります。
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② 社外役員の状況

当社の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。社外取締役川島清嘉氏は、弁護士の資格を有してお

り、法律に関する知見を生かした弁護士としての専門的見地から、当社の経営の監督機能強化の役割を担うとと

もに、コンプライアンス強化に資する助言・提言をいただくことにより、業務執行に係る意思決定の妥当性・適

法性確保に寄与いただいております。また、当社の主要取引先・主要株主の業務執行者でないなど、独立性に関

し東京証券取引所が定める項目に該当するものはないと判断し、独立役員に指定しております。社外取締役伊藤

久美氏は、グローバル企業などでの豊富な経験と、経営者としての高い見識に基づき、当社の経営の監督機能強

化の役割を担うとともに、マーケティング、ＩＴ、グローバル戦略、ダイバーシティ等に関し有用な助言・提言

をいただくことにより、業務執行に係る意思決定の妥当性・適法性確保に寄与いただいております。また、当社

の主要取引先・主要株主の業務執行者でないなど、独立性に関し東京証券取引所が定める項目に該当するものは

ないと判断し、独立役員に指定しております。社外取締役山口和良氏は、長年にわたる大手鉄鋼メーカーでの営

業部門の責任者としての経験と、経営者としての高い見識に基づき、経営全般に関し有用な助言・提言をいただ

けるものと判断しております。また、当社の主要取引先・主要株主の業務執行者でないなど、独立性に関し東京

証券取引所が定める項目に該当するものはないと判断し、独立役員に指定しております。社外監査役福岡敏夫氏

は、国税職員及び税理士として経験を重ね、税務、財務及び会計に関する豊富な専門知識を有しており、当社の

経営の監督機能強化の役割を担うとともに、取締役会、監査役会において、税務・会計に関し有用な助言・提言

をいただくことにより、意思決定の妥当性・適法性確保に寄与いただいております。また、当社の主要取引先・

主要株主の業務執行者でないなど、独立性に関し東京証券取引所が定める項目に該当するものはないと判断し、

独立役員に指定しております。社外監査役柏木隆宏氏は、古河電気工業株式会社の法務部門長および経営企画部

門長等を歴任しており、経営管理に関する豊富な経験・知識に基づき、経営監査機能の強化の職責の役割を果た

すとともに、取締役会、監査役会においてコーポレートガバナンスに関し有用な助言・提言をいただくことによ

り、意思決定の妥当性・適法性確保に寄与いただいております。社外監査役遠藤健二氏は、公認会計士の資格を

有しており、会計監査経験に基づく高い見識に基づき、経営監査機能の強化の職責を果たすとともに、取締役

会、監査役会において財務・会計並びにディスクロージャーに関し有用な助言・提言により、意思決定の妥当

性・適法性確保に寄与いただいております。同氏は、2017年６月まで当社の会計監査人であるEY新日本有限責任

監査法人に所属しており、当社と同監査法人との間には、監査報酬等の支払の取引がありますが、その監査報酬

等は、同監査法人の総収入に占める割合が0.1％にも満たない僅少なものであります。また、同氏は、2009年度ま

で同監査法人において当社の監査業務に携わっておりましたが、以降一切当社の監査業務に携わっておらず、同

氏は独立性を充分に有していると判断し、独立役員に指定しております。

なお、いずれの社外取締役、社外監査役とも当社との間に特別な利害関係はありません。また、取締役会の都

度、資料の配付、説明等を行うほか、適宜必要な情報の提供を行っております。

当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、東京証券取引所が定める社外役員の独立性に関する

要件に加え、高い専門性と豊富な経験を考慮し、一般株主と利益相反の生じるおそれがない者を候補者として選

任しております。

 
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部

統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において内部統制に関する助言を適宜行うことで、取締役会を通じて内部統制部門に

対する監督機能を果たしております。社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、監査役会において内部統制に

関する助言を適宜行うことで、監査役会を通じて内部統制部門に対する監査機能を果たしております。また、監

査役会を通じて情報を共有することで、内部監査室及び会計監査人と相互に連携し、監査の充実を図っておりま

す。
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(3) 【監査の状況】

① 監査役監査の状況

当社における監査役監査は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査の方針、業務の分担等に従い、

取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧、内部監査部門及び会

計監査人との連絡会議の開催等により情報の収集に努めるなど、監査役機能の強化に向けた取り組みを実施して

おります。

当事業年度において当社は監査役会を７回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであ

ります。
 

氏名 開催回数 出席回数

高谷　政美 ２回 ２回

明石　亨 ５回 ５回

福岡　敏夫 ７回 ７回

柏木　隆宏 ７回 ７回

遠藤　健二 ７回 ７回
 

 

監査役会における主な検討事項として、主要な決裁書その他業務執行に関する重要な書類を閲覧し、必要に応

じて取締役または使用人にその説明を求めることなどにより、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握

し、適法性や妥当性の監査を行っております。

また、常勤の監査役の活動として、常勤者としての特性を踏まえ、監査の環境の整備及び社内の情報の収集に

積極的に努め、内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視し検証しております。また、その職務の遂

行上知り得た情報を、他の監査役と共有しております。

 
② 内部監査の状況

当社における内部監査は、社長直轄の監査室が期初に策定した監査計画に基づき、当社及びグループ会社に対

して業務全般にわたる内部監査を実施しております。被監査部門に対しては監査結果を踏まえて改善指導を行

い、改善状況を報告させることにより、内部監査の実効性の確保を図っております。

 
③ 会計監査の状況

a. 執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名
　

公認会計士の氏名等 所属する監査法人名

業務執行社員
大　　屋　　誠 三 郎

EY新日本有限責任監査法人
大　　貫　　一 　紀

 

 
b. 継続監査期間

　　30年間

 
c. 監査業務にかかる補助者の構成

 

公認会計士 ７名

その他 29名
 

 
d. 監査法人の選定方針と理由

　監査役会は、会計監査人の再任の適否について毎期検討し、会計監査人の職務遂行状況、監査体制、独立性

及び専門性などが適切であるか確認し、選任しております。監査役会は、EY新日本有限責任監査法人の再任に

ついて、常勤監査役による「会計監査人の選定及び評価基準」の評価、及び公益社団法人日本監査役協会の

「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」の評価項目について評価し、審議した結

果、適切であると判断しております。

　また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当し、かつ改善の見込みがない

と認められる場合は、監査役全員の同意により会計監査人を解任します。このほか会計監査人としての職務を

適切に遂行できないと認められる場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、当社取

締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提案します。
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e. 監査役及び監査役会による監査法人の評価

　監査役会は、監査役監査基準に基づき、会計監査人の評価基準について定めており、以下の観点から期中監

査活動を踏まえて評価しております。
 

・会計監査および内部統制監査が公正かつ誠実に実施され、監査品質が確保されているか。

・公認会計士・監査審査会の検査又は日本公認会計士協会の品質管理レビューにおいて監査品質に関して重大な

指摘がなされていないか。

・金融庁から監査の品質に関する行政処分を受けていないか。

・当社及びその属する業界の環境に即した適切な監査計画が策定されているか、また、監査計画の変更が速やか

に監査役に通知されているか。

・監査計画に則り効率的かつ充実した監査が実施されているか。

・監査役への定期的な報告並びに不正行為及び法令又は定款違反に関する報告が適時かつ的確になされている

か、また、監査役の質問に十分答えているか。

・経営者、関係する経営執行部門等とのコミュニケーションが十分にとれているか。

・会計監査および内部統制監査並びにそれ以外の経理、財務、会計等に関し、適切な助言及び指導が行われてい

るか。

 

④ 監査報酬の内容等

a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
　

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬 (百万円)

非監査業務に
基づく報酬 (百万円)

監査証明業務に
基づく報酬 (百万円)

非監査業務に
基づく報酬 (百万円)

提出会社 53 1 54 1

連結子会社 ― ― ― ―

計 53 1 54 1
 

　　　　当社における非監査業務の内容は、新会計基準適用に関する助言業務であります。

 
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬

区分
前連結会計年度 当連結会計年度

 監査証明業務に
基づく報酬（百万円）

 非監査業務に
 基づく報酬（百万円）

 監査証明業務に
 基づく報酬（百万円）

 非監査業務に
 基づく報酬（百万円）

提出会社 ― ― ― 1

連結子会社 9 6 10 3

計 9 6 10 4
 

　　　　非監査業務の内容は、移転価格税制に関する税務アドバイザリー業務等であります。

 
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

 
d. 監査報酬の決定方針

該当事項はありません。

 

e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、

過年度の監査計画と実績の状況について確認するとともに、当期監査計画における監査時間・配員計画、会計

監査人の職務遂行状況、報酬見積の相当性などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき会社法第

399条第１項の同意を行っております。
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(4) 【役員の報酬等】

　当社の取締役、監査役の報酬は、株主の皆様の負託に応えるべく、優秀な人材の確保・維持、業績向上へのイン

センティブの観点を考慮し、それぞれの職責に見合った報酬体系、報酬水準といたします。

　これらの体系、水準については、経営環境の変化や外部の客観データ等を勘案しながら、その妥当性や見直しの

必要性を常に検証いたします。

　なお、本方針は、当社の取締役会の決議及び監査役の協議によって、以下のとおり定めております。

 
a.　常勤取締役

　各年度の業績の向上、ならびに中長期的な企業価値向上の職責を負うことから、その報酬は、定額報酬と賞与で

構成されており、概ね70％を定額報酬、30％を賞与としております。
 
・定額報酬

　役位に応じて、あらかじめ定められた固定額を毎月支給するものといたします。なお、自社株式取得を積極的に

推進するため、役位に応じて本報酬額の一部を株式累積投資に拠出するものといたします。
 
・賞与

　各年度の業績との連動性を明確にした基準に従い、毎期一定の時期に支給するものといたします。
 

　なお、毎期の営業利益や配当水準など会社業績をもとに業績評価指標を設定して、標準額を決定し、個別の支給

額は、中長期的な観点も踏まえ、役位や会社業績への貢献度に基づいて標準額の75％～125％の割合で決定いたし

ます。

　業績評価指標に営業利益及び配当水準などを選定した理由は、営業利益および配当水準などが当社の中期経営計

画の重要なKPIであることから、業績連動報酬の算定に係る指標として選定をしており、中期経営計画の数値目標

の達成及び更なる企業価値向上へのインセンティブとなることが期待されます。

　なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標として連結営業利益の目標は5,400百万円、実績は5,916百万

円、剰余金の配当水準の目標は、１株当たり75円、実績は90円となっております。

 
b.　社外取締役、非常勤取締役および監査役

　社外取締役、非常勤取締役および監査役は、職務執行の監督または監査の職責を負うことから、その報酬は、定

額報酬として、役位に応じてあらかじめ定められた固定額を支給するものといたします。

　なお、社外取締役、非常勤取締役および監査役の自社株式の取得は任意といたします。

 
c.　報酬の決定方法

　取締役会は、代表取締役社長 日下高氏に対して、各取締役の個別の報酬額に関する決定を委任しております。

その権限の内容は、各取締役の定額報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分であり、

これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには、代表取締役

社長が最も適していると判断したからであります。委任を受けた代表取締役社長 日下高氏は、上記の方針及び当

社が定める報酬基準に基づき、社外取締役に報告の上でこれを決定いたします。

 
d.　当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由

　取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、取締役会付議前に社外取締役に報告し、原案の決定方針と

の整合性や報酬額の水準などについて意見交換を行っているため、取締役会も基本的にその内容を尊重し決定方針

に沿うものであると判断しております。

 
取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

　当社の役員の報酬等に関しては、2009年6月23日開催の第99回定時株主総会において、取締役は年額３億円以内

（うち社外取締役分は年額３千万円以内）、監査役は６千万円以内とし、取締役の報酬額には、使用人兼取締役の

使用人としての職務に対する給与は含まない旨の決議をしております。

　当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名（うち社外取締役は１名）、監査役の員数は４名です。
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②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
　

役員区分
報酬等の総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額 (百万円) 対象となる
役員の員数

(名)固定報酬 業績連動報酬 退職慰労金

取締役
(社外役員を除く。)

73 52 21 ― 8

監査役
(社外役員を除く。)

20 20 ― ― 2

社外役員 28 28 ― ― 5
 

 

(注) 1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

2. 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等につきましては、連結報酬等の総額が１億円以上であるもの

が存在しないため、記載しておりません。
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(5) 【株式の保有状況】

①　投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式

の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株

式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。

当社は原則として純投資目的である投資株式の保有は行わない方針であります。純投資目的以外の目的である

投資株式については、事業戦略上の重要性、取引先との関係維持・強化などを目的として保有しております。

 
②　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

ａ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の

内容

当社は、株式の保有が中長期的な観点から当社グループの経営に資するかを、取引関係の維持・強化、配当

や財務状況等の観点から判断し、取引先の株式を保有いたします。

全ての株式の保有継続の判断は、保有先企業との取引状況並びに財務状態、経営成績についてモニタリング

を実施し、取締役会にて保有の合理性を毎年定期的に検証しており、保有の妥当性が認められないと判断した

株式については売却等により縮減を図っております。

なお、株式の定量的な保有効果については、取引状況等の開示が困難であることから記載しておりません。

 
ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額

 

 
銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(百万円)

非上場株式 6 57

非上場株式以外の株式 5 42
 

 

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

 

 
銘柄数
（銘柄）

株式数の増加に係る取得
価額の合計額(百万円)

株式数の増加の理由

非上場株式 ― ― ―

非上場株式以外の株式
1

（東急建設㈱）
1 安全衛生協力会員持株会を通じた取得

 

 

ｃ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

 

特定投資株式

 

銘柄

当事業年度 前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株) 株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

オリエントコー
ポレーション㈱

50,000 50,000 発行会社との取引関係を維持・強化するため
保有しております。

無
7 6

古河機械金属㈱
10,000 10,000 発行会社との取引関係を維持・強化するため

保有しております。
有

13 10

新光電気工業㈱
4,500 4,500 発行会社との取引関係を維持・強化するため

保有しております。
無

15 4

東急建設㈱
6,999 4,636 発行会社との取引関係を維持・強化するため

保有しております。
持株会への拠出により増加しております

無
4 2

能美防災㈱
1,000 1,000 発行会社との取引関係を維持・強化するため

保有しております。
有

2 2
 

 

EDINET提出書類

富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社(E00273)

有価証券報告書

36/94



第５ 【経理の状況】

 

１　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28号)に準

拠して作成し、「建設業法施行規則」(1949年建設省令第14号)に準じて記載している。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号)第２条の規

定に基づき、同規則及び「建設業法施行規則」(1949年建設省令第14号)により作成している。

 
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、連結会計年度(2020年４月１日から2021年３月31日ま

で)の連結財務諸表及び事業年度(2020年４月１日から2021年３月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監

査法人の監査を受けております。

 
３　連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、会計基準等の内容を適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構に加入してお

ります。
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１ 【連結財務諸表等】

(1) 【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
(2020年３月31日)

当連結会計年度
(2021年３月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金預金 5,029 6,388

  受取手形・完成工事未収入金等 34,593 28,136

  電子記録債権 3,186 3,999

  未成工事支出金 ※3  1,579 ※3  1,695

  材料貯蔵品 142 148

  預け金 3,171 9,054

  その他 1,618 2,008

  貸倒引当金 △168 △154

  流動資産合計 49,154 51,277

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物・構築物 1,113 1,161

   機械、運搬具及び工具器具備品 2,547 2,704

   土地 481 462

   リース資産 1,553 1,553

   減価償却累計額 △3,172 △3,415

   有形固定資産合計 2,523 2,467

  無形固定資産   

   ソフトウエア 370 273

   その他 89 98

   無形固定資産合計 460 371

  投資その他の資産   

   投資有価証券 ※1  914 ※1  513

   長期貸付金 69 74

   繰延税金資産 1,446 1,299

   その他 743 744

   貸倒引当金 △155 △189

   投資その他の資産合計 3,019 2,442

  固定資産合計 6,003 5,281

 資産合計 55,157 56,558
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2020年３月31日)

当連結会計年度
(2021年３月31日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形・工事未払金等 17,942 16,104

  短期借入金 29 345

  未払法人税等 1,637 1,630

  未成工事受入金 1,960 2,349

  完成工事補償引当金 136 126

  工事損失引当金 ※3  47 ※3  35

  その他 3,865 3,450

  流動負債合計 25,619 24,042

 固定負債   

  繰延税金負債 7 16

  退職給付に係る負債 2,096 1,699

  リース債務 1,220 1,124

  その他 448 463

  固定負債合計 3,773 3,304

 負債合計 29,393 27,346

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,970 1,970

  資本剰余金 6,636 6,636

  利益剰余金 16,944 20,139

  自己株式 △29 △29

  株主資本合計 25,521 28,716

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 45 85

  為替換算調整勘定 △81 △161

  退職給付に係る調整累計額 △504 △162

  その他の包括利益累計額合計 △540 △238

 非支配株主持分 782 734

 純資産合計 25,763 29,212

負債純資産合計 55,157 56,558
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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 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

売上高   

 完成工事高 81,986 74,168

 売上高合計 81,986 74,168

売上原価   

 完成工事原価 ※1,3  68,256 ※1,3  60,561

 売上原価合計 68,256 60,561

売上総利益   

 完成工事総利益 13,730 13,607

 売上総利益合計 13,730 13,607

販売費及び一般管理費 ※2,3  7,800 ※2,3  7,690

営業利益 5,929 5,916

営業外収益   

 受取利息 28 6

 受取配当金 67 11

 投資有価証券売却益 - 24

 保険解約返戻金 21 16

 為替差益 - 26

 その他 33 34

 営業外収益合計 150 119

営業外費用   

 支払利息 66 59

 コミットメントフィー 9 11

 貸倒引当金繰入額 - 34

 為替差損 165 -

 その他 30 11

 営業外費用合計 272 116

経常利益 5,807 5,920

特別利益   

 投資有価証券売却益 151 -

 特別利益合計 151 -

特別損失   

 関係会社株式評価損 242 -

 関係会社債権放棄損 126 -

 固定資産売却損 ※4  - ※4  22

 合併関連費用 - 38

 特別損失合計 368 60

税金等調整前当期純利益 5,590 5,859

法人税、住民税及び事業税 1,951 1,959

法人税等調整額 △55 △5

法人税等合計 1,895 1,954

当期純利益 3,694 3,905

非支配株主に帰属する当期純利益 16 3

親会社株主に帰属する当期純利益 3,678 3,902
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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 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

当期純利益 3,694 3,905

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △91 40

 為替換算調整勘定 74 △106

 退職給付に係る調整額 51 341

 その他の包括利益合計 ※1  34 ※1  275

包括利益 3,729 4,180

（内訳）   

 親会社株主に係る包括利益 3,680 4,205

 非支配株主に係る包括利益 49 △24
 

EDINET提出書類

富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社(E00273)

有価証券報告書

41/94



③【連結株主資本等変動計算書】

 前連結会計年度(自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)

 (単位：百万円)

 

株主資本 その他の包括利益累計額

非支配

株主持分

純資産

合計資本金
資本

剰余金

利益

剰余金
自己株式

株主資本

合計

その他有

価証券評

価差額金

為替換算

調整勘定

退職給付

に係る調

整累計額

その他の

包括利益

累計額

合計

当期首残高 1,970 6,636 13,895 △29 22,472 136 △122 △556 △541 739 22,669

当期変動額            

剰余金の配当   △629  △629    -  △629

親会社株主に帰属す

る当期純利益
  3,678  3,678    -  3,678

自己株式の取得    △0 △0    -  △0

自己株式の処分     -    -  -

連結範囲の変動     -    -  -

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

    - △91 41 51 1 43 44

当期変動額合計 ― ― 3,049 △0 3,048 △91 41 51 1 43 3,093

当期末残高 1,970 6,636 16,944 △29 25,521 45 △81 △504 △540 782 25,763
 

 

 当連結会計年度(自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)

 (単位：百万円)

 

株主資本 その他の包括利益累計額

非支配

株主持分

純資産

合計資本金
資本

剰余金

利益

剰余金
自己株式

株主資本

合計

その他有

価証券評

価差額金

為替換算

調整勘定

退職給付

に係る調

整累計額

その他の

包括利益

累計額

合計

当期首残高 1,970 6,636 16,944 △29 25,521 45 △81 △504 △540 782 25,763

当期変動額            

剰余金の配当   △674  △674    -  △674

親会社株主に帰属す

る当期純利益
  3,902  3,902    -  3,902

自己株式の取得    △0 △0    -  △0

自己株式の処分  0  0 0    -  0

連結範囲の変動   △32  △32    -  △32

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

    - 40 △79 341 302 △48 253

当期変動額合計 ― 0 3,194 △0 3,194 40 △79 341 302 △48 3,448

当期末残高 1,970 6,636 20,139 △29 28,716 85 △161 △162 △238 734 29,212
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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 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
　至 2021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利益 5,590 5,859

 減価償却費 489 505

 のれん償却額 41 40

 工事損失引当金の増減額（△は減少） △12 △12

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △71 △78

 受取利息及び受取配当金 △96 △18

 支払利息 66 59

 為替差損益（△は益） 191 △33

 有形固定資産売却損益（△は益） - 22

 投資有価証券売却損益（△は益） △151 △24

 関係会社株式評価損 242 -

 関係会社債権放棄損 126 -

 売上債権の増減額（△は増加） 3,644 5,610

 未成工事支出金の増減額（△は増加） 837 △41

 仕入債務の増減額（△は減少） △5,824 △1,839

 未成工事受入金の増減額（△は減少） 390 366

 その他 △355 △552

 小計 5,109 9,862

 利息及び配当金の受取額 96 18

 利息の支払額 △66 △59

 法人税等の支払額 △1,595 △1,977

 営業活動によるキャッシュ・フロー 3,544 7,843

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 △1,518 △1,166

 定期預金の払戻による収入 1,233 1,191

 有形固定資産の取得による支出 △167 △217

 有形固定資産の売却による収入 0 17

 無形固定資産の取得による支出 △90 △86

 投資有価証券の売却による収入 202 50

 関係会社株式の取得による支出 △554 △106

 関係会社株式の売却による収入 77 -

 貸付けによる支出 △553 △117

 貸付金の回収による収入 508 -

 差入保証金の差入による支出 △30 △13

 差入保証金の回収による収入 49 58

 その他 0 △3

 投資活動によるキャッシュ・フロー △841 △392

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の増減額（△は減少） - 316

 配当金の支払額 △629 △674

 非支配株主への配当金の支払額 △13 △15

 その他 △90 △92

 財務活動によるキャッシュ・フロー △733 △465

現金及び現金同等物に係る換算差額 10 △37

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,979 6,947

現金及び現金同等物の期首残高 5,239 7,219

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 - 149

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  7,219 ※1  14,316
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 【注記事項】
 

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

 １．連結の範囲に関する事項

 　連結子会社の数　　 16社
　 連結子会社名
　　株式会社三興社
　 北辰電設株式会社
　　創和工業株式会社
　　富士ファーマナイト株式会社
　　株式会社富士工事
　　富士古河コスモスエナジー合同会社
 　 株式会社カンキョウ
　　篠原電機工業株式会社
   株式会社町田電機商会
　　富士古河Ｅ＆Ｃ（タイ）社 　
 　富士古河Ｅ＆Ｃ（ベトナム）社
　　富士古河Ｅ＆Ｃ（マレーシア）社
 　富士古河Ｅ＆Ｃ（カンボジア）社
　　富士古河Ｅ＆Ｃ（ミャンマー）社
　　富士古河Ｅ＆Ｃ（インド）社

富士古河Ｅ＆Ｃ（インドネシア）社
 

 

※　前連結会計年度において非連結子会社であった株式会社町田電機商会は、
 　重要性が増したことにより当連結会計年度より連結の範囲に含めております。

 

 
　２．持分法の適用に関する事項

　 持分法を適用しない関連会社のうち主要な会社等の名称

　 フジハヤインターナショナル社

　　JMP Engineering & Construction社

持分法非適用会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等に及ぼす影響が軽微

であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用から除外しております。
 

 
３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　富士古河Ｅ＆Ｃ（タイ）社、富士古河Ｅ＆Ｃ（ベトナム）社、富士古河Ｅ＆Ｃ（マレーシア）社、富士古河

Ｅ＆Ｃ（カンボジア）社並びに富士古河Ｅ＆Ｃ（インドネシア）社の決算日は12月31日であります。連結財務諸

表の作成にあたっては同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必

要な調整を行っております。

　富士古河Ｅ＆Ｃ（ミャンマー）社の決算日は９月30日であります。連結財務諸表の作成に当たっては、連結決

算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。

 
 

　４．会計方針に関する事項

　(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

   ① 有価証券

　　　イ）その他有価証券

　　　　　時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

　　　　　時価のないもの

　　　　　　移動平均法による原価法
 

   ② デリバティブ取引により生ずる債権及び債務

　　　　　時価法

 
　 ③ たな卸資産

 　　 イ）未成工事支出金

　　　　 個別法による原価法

 　 　ロ）材料貯蔵品

　　　 　 個別法又は移動平均法による原価法

　　　 　（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）
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　(2) 重要な減価償却資産の減価償却方法

   ① 有形固定資産（リース資産を除く）

　　　 主として定率法によっております。

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降取得した建

物附属設備及び構築物については定額法によっております。

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
 

   ② 無形固定資産（リース資産を除く）

　　　 定額法によっております。

　　　 なお、償却年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によって

おります。
 

   ③ リース資産

 　 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　　  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

 
 

　(3) 重要な引当金の計上基準

   ① 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
 

   ② 完成工事補償引当金

完成工事に係るかし担保（契約不適合責任）の費用に備えるため、かし担保（契約不適合責任）の費用見積

額を計上しております。
 

   ③ 工事損失引当金

受注工事に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末手持工事のうち損失の発生が見込まれ、かつ、

その金額を合理的に見積もることのできる工事について、損失見込額を計上しております。

 
 

　(4) 退職給付に係る会計処理の方法

　　① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法について

は、給付算定式基準によっております。
 

　　② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（13年）による定額法

により費用処理しております。

数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（13年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。

 
 

 (5) 重要な収益及び費用の計上基準

    完成工事高及び完成工事原価の計上基準

完成工事高の計上は、当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工

事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりま

す。

なお、工事進行基準による完成工事高は425億44百万円であります。

 
 

 (6) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、当連結会計年度末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し

ております。なお、在外子会社の資産及び負債、収益及び費用は、決算日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めて計上しております。

 
 

 (7) のれんの償却方法及び償却期間

５年間で均等償却しております。

 
 

 (8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還

期限の到来する短期投資を計上しております。
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 (9) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

    消費税等の会計処理

　   消費税等に相当する額の会計処理は、税抜方式によっております。
 

 
(重要な会計上の見積り)

工事進行基準の適用による工事収益の認識

(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百万円）

 当連結会計年度

完成工事高 13,966

完成工事未収入金残高 10,006
 

（注）完成工事高および完成工事未収入金残高は、工事進行基準適用案件に係る当連結会計年度末時点で工事等未

完成・未引渡しの案件を対象として記載しております。（工事等が完成し、その引渡しが完了した案件は含め

ておりません。）

 
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

 ①算出方法

 当社グループは、当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事契約の収益の計上基準

として、工事進行基準を適用しています。

工事進行基準による収益は、工事進捗率に基づき測定し、進捗率は案件の工事原価総額の見積りに対する当連結会

計年度末までの発生原価の割合に基づき算定しています。（工事の進捗率の見積りは原価比例法）

 
 ②主要な仮定

工事原価総額の見積りは、外部から入手した見積書や社内で承認された標準単価等の客観的な価格により詳細に積

み上げて算出していますが、工事に対する専門的な知識と経験に基づく一定の仮定を伴うため、工事原価総額の見

積りが主要な仮定であります。

 
 ③翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響

工事原価総額の見積りは、一般に工事が長期にわたることから、工事の進行途上における工事契約の変更、材料費

や労務費等の変動が生じる場合があり、その場合には、工事原価総額の見積りが変動することに伴い、工事進捗率

が変動することにより、翌連結会計年度の連結財務諸表において認識する収益の金額に影響を与える可能性があり

ます。

 
(注）新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けて、当社グループにおいては、国内及び海外の一部の工事に

ついて施工中断等の影響が発生しております。そのため、当社グループにおいては、この影響が2022年３月期までの

一定期間続くものと仮定し、工事進行基準の適用による工事収益等の会計上の見積りを行っております。

しかしながら、新型コロナウイルスによる経済活動への影響は不確実性が高いため、先述の仮定に状況変化が生じた

場合は当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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(会計方針の変更)

該当事項はありません。

 
(未適用の会計基準等)

・「収益認識に関する会計基準」

（企業会計基準第29号　2020年３月31日）

・「収益認識に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第30号　2021年３月26日）

　

(1) 概要

　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括的な会計

基準の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいては

Topic606）を公表しており、IFRS第15号は2018年１月１日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日

より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的

な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。

　企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性

を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発

点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合

には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。

　

(2) 適用予定日

2022年３月期の期首より適用予定であります。

　

(3) 当該会計基準等の適用による影響

「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であり

ます。
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　　・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日）

・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年７月４日）

・「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　2019年７月４日）

・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）

・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年３月31日）

 
(1) 概要

　国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定

に関する会計基準の適用指針」（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価の算定方法に関するガ

イダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。

・「金融商品に関する会計基準」における金融商品

・「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産

また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事項

が定められました。

 
(2) 適用予定日

2022年３月期の期首より適用予定であります。

 
(3) 当該会計基準等の適用による影響

「時価の算定に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であ

ります。

 
(表示方法の変更)

（「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用）

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号　2020年３月31日）を当連結会計年度の年度

末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。

ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年

度に係る内容については記載しておりません。
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(連結貸借対照表関係)

　　※１　非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。

 
前連結会計年度
（2020年３月31日)

当連結会計年度
（2021年３月31日)

投資有価証券（株式） 592百万円 144百万円
 

 

　　　２　偶発債務

　　　　　金融機関からの借入に対し、次のとおり債務保証を行っております。

 
前連結会計年度
（2020年３月31日)

当連結会計年度
（2021年３月31日)

従業員 0百万円 ―百万円

JMP Engineering&Construction社 5百万円 9百万円

計 5百万円 9百万円
 

 

※３　損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金と工事損失引当金は、相殺せずに両建てで表示して

おります。損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金のうち、工事損失引当金に対応する額は

次のとおりであります。

 
前連結会計年度
（2020年３月31日)

当連結会計年度
（2021年３月31日)

 12百万円 15百万円
 

 

４　当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と貸出コミットメント契約を締結してお

ります。

   連結会計年度末における貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

 
前連結会計年度
（2020年３月31日)

当連結会計年度
（2021年３月31日)

貸出コミットメントの総額 7,000百万円 7,000百万円

借入実行残高 ―百万円 ―百万円

差引額 7,000百万円 7,000百万円
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(連結損益計算書関係)

　　 ※１　完成工事原価に含まれる工事損失引当金繰入額は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自　2019年４月１日
至　2020年３月31日)

当連結会計年度
(自　2020年４月１日
至　2021年３月31日)

 49百万円 30百万円
 

 

　　 ※２　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。

 
前連結会計年度

(自　2019年４月１日
至　2020年３月31日)

当連結会計年度
(自　2020年４月１日
至　2021年３月31日)

従業員給料手当 3,346百万円 3,356百万円

地代家賃 558百万円 597百万円

貸倒引当金繰入額 24百万円 △0百万円

退職給付費用 298百万円 288百万円
 

 

　　 ※３　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自　2019年４月１日
至　2020年３月31日)

当連結会計年度
(自　2020年４月１日
至　2021年３月31日)

 9百万円 43百万円
 

 
　　 ※４　固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自　2019年４月１日
至　2020年３月31日)

当連結会計年度
(自　2020年４月１日
至　2021年３月31日)

土地 ―百万円 22百万円
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(連結包括利益計算書関係)

　※１　その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

 
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

その他有価証券評価差額金   

当期発生額 22百万円 83百万円

組替調整額 △151百万円 △24百万円

税効果調整前 △128百万円 58百万円

税効果額 37百万円 △18百万円

その他有価証券評価差額金 △91百万円 40百万円

為替換算調整勘定   

当期発生額 74百万円 △106百万円

組替調整額 ―百万円 ―百万円

税効果調整前 74百万円 △106百万円

税効果額 ―百万円 ―百万円

為替換算調整勘定 74百万円 △106百万円

退職給付に係る調整額   

当期発生額 △60百万円 355百万円

組替調整額 135百万円 136百万円

税効果調整前 74百万円 492百万円

税効果額 △22百万円 △150百万円

退職給付に係る調整額 51百万円 341百万円

その他の包括利益合計 34百万円 275百万円
 

 

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 9,026,561 ― ― 9,026,561
 

 
２　自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 33,221 163 ― 33,384
 

　
（変動事由の概要）

増加株式数の内訳は、次の通りであります。

　単元未満株式の買取による増加　　　　　      　　 163株
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３　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

2019年５月23日
取締役会

普通株式  629  70.00 2019年３月31日 2019年６月７日
 

 

　(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2020年５月20日
取締役会

普通株式 利益剰余金 674 75.00 2020年３月31日 2020年６月４日
 

 

当連結会計年度(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 9,026,561 ― ― 9,026,561
 

 
２　自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 33,384 52 20 33,416
 

　
（変動事由の概要）

増加株式数の内訳は、次の通りであります。

　単元未満株式の買取による増加　　　　　      　　 52株

減少株式数の内訳は、次の通りであります。

　単元未満株式の売却による減少　　　　　      　　 20株

 
 
３　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

2020年５月20日
取締役会

普通株式 674 75.00 2020年３月31日 2020年６月４日
 

 

　(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2021年５月21日
取締役会

普通株式 利益剰余金 809 90.00 2021年３月31日 2021年６月７日
 

 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりでありま

す。

 
前連結会計年度

(自　2019年４月１日
至　2020年３月31日)

当連結会計年度
(自　2020年４月１日
至　2021年３月31日)

現金預金勘定 5,029百万円 6,388百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △982百万円 △1,126百万円

流動資産その他（預け金） 3,171百万円 9,054百万円

現金及び現金同等物 7,219百万円 14,316百万円
 

 

EDINET提出書類

富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社(E00273)

有価証券報告書

52/94



 

(リース取引関係)

　　　ファイナンス・リース取引

　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引

　　　(1) リース資産の内容

　　　　 有形固定資産

　　　　 主として太陽光発電設備（機械及び装置）であります。

 
　　　(2) リース資産の減価償却の方法

　　　　 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

 
(金融商品関係)

１  金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定しております。運転資金については、銀行等金融機

関からの借入により資金を調達しております。

また、デリバティブ取引は、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であ

ります。

　

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

受取手形及び完成工事未収入金は顧客の信用リスクに晒されております。また、投資有価証券は、主に株式であ

り、市場価格の変動リスクに晒されております。

　営業債務である支払手形及び工事未払金は、すべて１年以内の支払期日であります。

デリバティブ取引は、外貨建債権の為替変動リスクを回避するための通貨スワップ取引を行っております。

 
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

①  信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

当社は、リスク管理規程に従い、営業債権について営業部門と財務経理部門が連携して取引先ごとに債権残

高及び回収期日を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っておりま

す。

デリバティブ取引については、当社グループは信頼し得る金融機関と取引を行っているため、信用リスクは

ほとんどないと認識しております。
 

②  市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

当社は、貸付金に係る為替の変動リスクに対処する目的で通貨スワップ取引を利用しております。なお、デ

リバティブ取引については当社の運用ルールに基づき管理及び運用を行っております。

当社及び一部の連結子会社が保有する投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財

務状況等を把握し、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
 

③  資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理

当社は、各部署からの報告に基づき財務経理部門が適時に資金繰計画を作成・更新することにより、流動性

リスクを管理しております。

　

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれ

ております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することによ

り、当該価額が変動することがあります。また、注記事項（デリバティブ取引関係）におけるデリバティブ取引に

関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
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２  金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握すること

が極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（(注２)を参照ください。）。

 

　前連結会計年度（2020年３月31日）

(単位：百万円)

 
連結貸借対照表

計上額
時価 差額

(1) 現金預金 5,029 5,029 ―

(2) 受取手形・完成工事未収入金等 34,593 34,593 ―

(3) 電子記録債権 3,186 3,186 ―

(4) 投資有価証券    

 　　 その他有価証券 164 164 ―

資産計 42,973 42,973 ―

   支払手形・工事未払金等 17,942 17,942 ―

負債計 17,942 17,942 ―

　　 デリバティブ取引 ― ― ―
 

 

　当連結会計年度（2021年３月31日）

(単位：百万円)

 
連結貸借対照表

計上額
時価 差額

(1) 現金預金 6,388 6,388 ―

(2) 受取手形・完成工事未収入金等 28,136 28,136 ―

(3) 電子記録債権 3,999 3,999 ―

(4) 投資有価証券    

 　　 その他有価証券 229 229 ―

資産計 38,753 38,753 ―

   支払手形・工事未払金等 16,104 16,104 ―

負債計 16,104 16,104 ―

　　 デリバティブ取引 163 156 △7
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(注１)金融商品の時価の算定方法及び有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

　

資  産

(1) 現金預金 (2) 受取手形・完成工事未収入金等並びに (3) 電子記録債権

これらは短期間で決済されるため、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。

　

(4) 投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引金融機関から提示された価格によってお

ります。

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

 
(5) デリバティブ取引

注記事項「デリバティブ取引関係」注記を参照ください。

 
負  債

   支払手形・工事未払金等

これらは短期間で決済されるため、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。

 

(注２)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

　　　　　　　　　　　　　(単位：百万円)

区分 2020年３月31日 2021年３月31日

非上場株式 750 283
 

 

上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)投資有価証券　そ

の他有価証券」には含めておりません。

 

(注３)金銭債権の連結決算日後の償還予定額

　

　前連結会計年度（2020年３月31日）

   (単位：百万円)

 １年以内
１年超
５年以内

５年超
10年以内

10年超

 現金預金 5,029 ― ― ―

 受取手形・完成工事未収入金等 34,593 ― ― ―

 電子記録債権 3,186 ― ― ―

合計 42,809 ― ― ―
 

 

　当連結会計年度（2021年３月31日）

   (単位：百万円)

 １年以内
１年超
５年以内

５年超
10年以内

10年超

 現金預金 6,388 ― ― ―

 受取手形・完成工事未収入金等 28,136 ― ― ―

 電子記録債権 3,999 ― ― ―

合計 38,524 ― ― ―
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(有価証券関係)

１　その他有価証券

前連結会計年度（2020年３月31日）

 

区分
連結貸借対照表計上額

(百万円)
取得原価
(百万円)

差額
(百万円)

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの

   

　(1) 株式 144 50 94

　(2) 債券 ― ― ―

　(3) その他 ― ― ―

小計 144 50 94

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの

   

　(1) 株式 19 23 △4

　(2) 債券 ― ― ―

　(3) その他 ― ― ―

小計 19 23 △4

合計 164 73 90
 

 

当連結会計年度（2021年３月31日）

 

区分
連結貸借対照表計上額

(百万円)
取得原価
(百万円)

差額
(百万円)

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの

   

　(1) 株式 216 70 145

　(2) 債券 ― ― ―

　(3) その他 ― ― ―

小計 216 70 145

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの

   

　(1) 株式 12 24 △11

　(2) 債券 ― ― ―

　(3) その他 ― ― ―

小計 12 24 △11

合計 229 95 133
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２　連結会計年度中に売却したその他有価証券

　　前連結会計年度(自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)

(単位：百万円)

区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

株式 202 151 ―

合計 202 151 ―
 

 
　　当連結会計年度(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)

(単位：百万円)

区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

株式 50 24 ―

合計 50 24 ―
 

 

（デリバティブ取引関係）

　ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

　　通貨関連

　前連結会計年度（2020年３月31日）

区分 取引の種類
契約額等

 
 （百万円）

契約額等のうち
 １年超

 （百万円）

 時価
 

 （百万円）

評価損益
 

 （百万円）

市場取引以外の
取引

通貨スワップ     

（受取）日本円
― ― ― ―

（支払）米ドル

合計 ― ― ― ―
 

（注）時価の算定方法　取引先金融機関から提示された価格及び割引現在価値等に基づき算定しております。

 
　当連結会計年度（2021年３月31日）

区分 取引の種類
契約額等

 
 （百万円）

契約額等のうち
 １年超

 （百万円）

 時価
 

 （百万円）

評価損益
 

 （百万円）

市場取引以外の
取引

通貨スワップ     

（受取）日本円
163 163 156 △7

（支払）米ドル

合計 163 163 156 △7
 

（注）時価の算定方法　取引先金融機関から提示された価格及び割引現在価値等に基づき算定しております。
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(退職給付関係)

　１．採用している退職給付制度の概要

当社及び一部の国内連結子会社は、確定給付企業年金制度と確定拠出企業型年金制度を組み合わせた制度を設け

ております。また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。

 

　２．確定給付制度

　　 (1)　退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 
前連結会計年度

(自　2019年４月１日
至　2020年３月31日)

当連結会計年度
(自　2020年４月１日
至　2021年３月31日)

退職給付債務の期首残高 6,510 6,336

勤務費用 292 284

利息費用 42 40

数理計算上の差異の発生額 △92 △2

退職給付の支払額 △417 △291

その他 ― △47

退職給付債務の期末残高 6,336 6,319
 

 

　　 (2)　年金資産の期首残高と期末残高の調整表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 
前連結会計年度

(自　2019年４月１日
至　2020年３月31日)

当連結会計年度
(自　2020年４月１日
至　2021年３月31日)

年金資産の期首残高 4,405 4,239

期待運用収益 100 104

数理計算上の差異の発生額 △153 352

事業主からの拠出額 181 134

退職給付の支払額 △294 △179

その他 ― △32

年金資産の期末残高 4,239 4,620
 

 

(3)　退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債の調整表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2020年３月31日)

当連結会計年度
(2021年３月31日)

積立型制度の退職給付債務 5,370 5,394

年金資産 △4,239 △4,620

 1,130 774

非積立型制度の退職給付債務 965 924

連結貸借対照表に計上された負債 2,096 1,699

   

退職給付に係る負債 2,096 1,699

連結貸借対照表に計上された負債　 2,096 1,699
 

 

     (4)　退職給付費用及びその内訳項目の金額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 
前連結会計年度

(自　2019年４月１日
至　2020年３月31日)

当連結会計年度
(自　2020年４月１日
至　2021年３月31日)

勤務費用 292 284

利息費用 42 40

期待運用収益 △100 △104

数理計算上の差異の費用処理額 145 146

過去勤務費用の費用処理額 △9 △9

確定給付制度に係る退職給付費用 369 357
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     (5) 退職給付に係る調整額

　　　　　 退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 
前連結会計年度

(自　2019年４月１日
至　2020年３月31日)

当連結会計年度
(自　2020年４月１日
至　2021年３月31日)

過去勤務費用 △9 △9

数理計算上の差異 84 502

合計 74 492
 

 

     (6) 退職給付に係る調整累計額

　　　　　 退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2020年３月31日)

当連結会計年度
(2021年３月31日)

未認識過去勤務費用 △49 △39

未認識数理計算上の差異 775 273

合計 726 234
 

 

　　　(7)　年金資産に関する事項

　　　　 ①年金資産の主な内訳

　　　　　　 年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度
(2020年３月31日)

当連結会計年度
(2021年３月31日)

債券 51％ 52％

一般勘定 24％ 22％

株式 ―％ 25％

その他 25％ 1％

合計 100％ 100％
 

 

        ②長期期待運用収益率の設定方法

　年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成

する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

 

     (8)　数理計算上の計算基礎に関する事項

　　　　　 主要な数理計算上の計算基礎に関する事項

 
前連結会計年度

(自　2019年４月１日
至　2020年３月31日)

当連結会計年度
(自　2020年４月１日
至　2021年３月31日)

割引率 0.7％ 0.7％

長期期待運用収益率 2.5％ 2.5％

予想昇給率 3.0％ 3.0％
 

 

　３．確定拠出制度

当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度170百万円、当連結会計年度175百万円で

あります。

 
(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。
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(税効果会計関係)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前連結会計年度
（2020年３月31日)

当連結会計年度
（2021年３月31日)

繰延税金資産   

税務上の繰越欠損金（注） 85百万円 104百万円

未払従業員賞与 548百万円 561百万円

固定資産評価損 110百万円 110百万円

退職給付に係る負債 627百万円 490百万円

その他 537百万円 514百万円

繰延税金資産小計 1,908百万円 1,781百万円

税務上の繰越欠損金に係る評価
性引当額（注）

△78百万円 △86百万円

将来減算一時差異の合計に係る
評価性引当額

△360百万円 △368百万円

評価性引当額小計 △439百万円 △454百万円

繰延税金資産合計 1,469百万円 1,326百万円

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 △19百万円 △32百万円

その他 △10百万円 △10百万円

繰延税金負債合計 △30百万円 △43百万円

繰延税金資産の純額 1,438百万円 1,283百万円
 

　　（注）税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

　　　　前連結会計年度（2020年３月31日）

 １年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超 合計

税務上の繰越欠損金(a) ― 18 18 37 9 1 85百万円

評価性引当額 ― △18 △18 △31 △9 ―  △78百万円

繰延税金資産 ― ― ― 5 ― 1 　 6百万円
 

　　 (a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた金額であります。

 
　　　　当連結会計年度（2021年３月31日）

 １年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超 合計

税務上の繰越欠損金(a) 30 18 43 ― ― 12 104百万円

評価性引当額 △30 △18 △37 ― ― ―  △86百万円

繰延税金資産 ― ― 5 ― ― 12 　 18百万円
 

　　 (a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた金額であります。

 
２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 
前連結会計年度
（2020年３月31日)

当連結会計年度
（2021年３月31日)

法定実効税率 30.6％ 30.6％

（調整）   

永久に損金に算入されない項目 1.4％ 1.0％

永久に益金に算入されない項目 △0.3％ △0.0％

住民税均等割等 0.8％ 0.9％

評価性引当金の当期増減額 0.2％ 0.8％

その他 1.2％ 0.2％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 33.9％ 33.4％
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(企業結合等関係)

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

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諸表が入手可能であり、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。

当社は事業を展開する分野別に設置した部門を基礎として「電気設備工事業」、「空調設備工事業」を報告セグ

メントとしております。

「電気設備工事業」は、社会インフラ工事、産業システム工事、発電設備工事、送電工事などのプラント工事業

及び内線工事、建築・土木工事、情報通信工事などの内線・建築工事業を行っており、「空調設備工事業」は、産

業プロセス空調設備工事、一般空調・衛生設備工事を行っております。

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

ける記載と概ね同一であります。

なお、セグメント間の内部売上高又は振替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

 

  前連結会計年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 

報告セグメント
その他
（注１）

合計
電気設備工事業 空調設備工事業 計

売上高      

 外部顧客への売上高 59,116 21,260 80,377 1,608 81,986

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 59,116 21,260 80,377 1,608 81,986

セグメント利益 4,457 995 5,453 476 5,929

その他の項目      
 
 減価償却費 216 9 225 264 489
 
のれんの償却額 18 23 41 ― 41

 

(注) １．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、物品販売及び補修・修理等のサ

ービス部門を含んでおります。

    ２．セグメント資産については、経営資源の配分の決定及び業績の評価に使用していないため、記載しており

ません。
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  当連結会計年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 

報告セグメント
その他
（注１）

合計
電気設備工事業 空調設備工事業 計

売上高      

 外部顧客への売上高 51,450 21,365 72,815 1,353 74,168

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 51,450 21,365 72,815 1,353 74,168

セグメント利益 3,798 1,680 5,478 438 5,916

その他の項目      
 
 減価償却費 224 6 231 273 505
 
のれんの償却額 29 11 40 ― 40

 

(注) １．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、物品販売及び補修・修理等のサ

ービス部門を含んでおります。

    ２．セグメント資産については、経営資源の配分の決定及び業績の評価に使用していないため、記載しており

ません。

 
【関連情報】

  前連結会計年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

 

　１．製品及びサービスごとの情報

　　　セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

　

　２．地域ごとの情報

　　(1)売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

   (2)有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省

略しております。

　

 ３．主要な顧客ごとの情報

（単位：百万円）

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

富士電機株式会社
 

13,333
電気設備工事業
空調設備工事業
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  当連結会計年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)

 

　１．製品及びサービスごとの情報

　　　セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

　

　２．地域ごとの情報

　　(1)売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

   (2)有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省

略しております。

　

 ３．主要な顧客ごとの情報

（単位：百万円）

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

富士電機株式会社
 

11,805
電気設備工事業
空調設備工事業

 

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

  前連結会計年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

　　該当事項はありません。

 

  当連結会計年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)

　　該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

  前連結会計年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 
報告セグメント

その他 全社・消去 合計
電気設備工事業 空調設備工事業 計

(のれん)       

当期償却額 18 23 41 ― ― 41

当期末残高 41 11 53 ― ― 53
 

 

 

EDINET提出書類

富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社(E00273)

有価証券報告書

64/94



 

  当連結会計年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 
報告セグメント

その他 全社・消去 合計
電気設備工事業 空調設備工事業 計

(のれん)       

当期償却額 29 11 40 ― ― 40

当期末残高 62 ― 62 ― ― 62
 

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

  前連結会計年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

　　該当事項はありません。

 

  当連結会計年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)

　　該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

１　関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引

(ア) 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等

　　 前連結会計年度(自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

親会社 富士電機㈱
川崎市
川崎区

47,586

電力、官公
需、交通、
産業分野の
社会インフ
ラ向けプラ
ント・シス
テムの製造
及び販売

(被所有)
直接 46.4
間接　0.1

電気工事等の
施工設計並び
に現地工事を
請負施工して
おります。

電気工事等
の請負

13,333

完成工事
未収入金

9,756

未成工事

受入金
28

その他
の関係
会社

古河電気工業
㈱

東京都
千代田区

69,395

電線電纜、
非鉄金属製
品の製造販
売及び電気
工事

(被所有)
直接 20.3
間接 0.3

電気工事等の
施工設計並び
に現地工事を
請負施工して
おります。

電気工事等
の請負

3,014

完成工事
未収入金

1,929

未成工事

受入金
5

 

 

 (注)１　上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２　取引条件ないし取引条件の決定方針等

電気工事等の請負については、一般の取引価格を参考に決定しております。

 

　　 当連結会計年度(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

親会社 富士電機㈱
川崎市
川崎区

47,586

電力、官公
需、交通、
産業分野の
社会インフ
ラ向けプラ
ント・シス
テムの製造
及び販売

(被所有)
直接 46.4
間接　0.1

電気工事等の
施工設計並び
に現地工事を
請負施工して
おります。

電気工事等
の請負

11,805

完成工事
未収入金

4,368

未成工事

受入金
122

その他
の関係
会社

古河電気工業
㈱

東京都
千代田区

69,395

電線電纜、
非鉄金属製
品の製造販
売及び電気
工事

(被所有)
直接 20.3

電気工事等の
施工設計並び
に現地工事を
請負施工して
おります。

電気工事等
の請負

2,713

完成工事
未収入金

1,818

未成工事

受入金
―

 

 

 (注)１　上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２　取引条件ないし取引条件の決定方針等

電気工事等の請負については、一般の取引価格を参考に決定しております。
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(イ) 連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

　　 前連結会計年度(自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内
容

取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

同一の
親会社
を持つ
会社

富士電機フィ
アス㈱

東京都
品川区

1,000 金融業 なし

当社の仕入
先に対する
営業債務に
係わる金融
業務を行っ
て お り ま
す。

営業債務
の譲渡

20,356
工 事
未払金

7,171

資金の決
済、預入
等の金融
取引

(注)２ 預け金 3,171

 

　

 (注)１　上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２　資金の決済、預入等の金融取引の取引金額については、取引内容が多岐にわたるため、記載を省略しており

ます。

３　取引条件ないし取引条件の決定方針等

富士電機フィアス㈱に対する譲渡は、帳簿価額によっており当該取引に係る決済期日は原債権債務のそれ

と同一であります。

 
　　 当連結会計年度(自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内
容

取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

同一の
親会社
を持つ
会社

富士電機フィ
アス㈱

東京都
品川区

1,000 金融業 なし

当社の仕入
先に対する
営業債務に
係わる金融
業務を行っ
て お り ま
す。

営業債務
の譲渡

15,024
工 事
未払金

5,281

資金の決
済、預入
等の金融
取引

(注)２ 預け金 9,054

 

　

 (注)１　上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２　資金の決済、預入等の金融取引の取引金額については、取引内容が多岐にわたるため、記載を省略しており

ます。

３　取引条件ないし取引条件の決定方針等

富士電機フィアス㈱に対する譲渡は、帳簿価額によっており当該取引に係る決済期日は原債権債務のそれ

と同一であります。

 
２　親会社又は重要な関連会社に関する注記

    親会社情報

富士電機㈱

（東京証券取引所、名古屋証券取引所、福岡証券取引所に上場）
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(１株当たり情報)

 

 
前連結会計年度

(自　2019年４月１日
至　2020年３月31日)

当連結会計年度
(自　2020年４月１日
至　2021年３月31日)

１株当たり純資産額 2,777円77銭 3,166円62銭

１株当たり当期純利益 409円08銭 433円89銭

 　なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、潜在株式が

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

当期純利益については、潜在株式が

ないため記載しておりません。
 

 

(注)　算定上の基礎

 

１　１株当たり純資産額

項目
前連結会計年度

(2020年３月31日)
当連結会計年度
(2021年３月31日)

純資産の部の合計(百万円) 25,763 29,212

普通株式に係る純資産額(百万円) 24,980 28,477

差額の主な内訳(百万円)   

 非支配株主持分 782 734

普通株式の発行済株式数(千株) 9,026 9,026

普通株式の自己株式数(千株) 33 33

１株当たり純資産額の算定に用いられた

普通株式の数(千株)
8,993 8,993

 

 

２　１株当たり当期純利益

 
前連結会計年度

(自　2019年４月１日
至　2020年３月31日)

当連結会計年度
(自　2020年４月１日
至　2021年３月31日)

親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) 3,678 3,902

普通株式に係る親会社株主に帰属する
当期純利益(百万円)

3,678 3,902

普通株式の期中平均株式数(千株) 8,993 8,993
 

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分
当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 29 345 1.9 ―

１年以内に返済予定の長期借入金 ― ― ― ―

１年以内に返済予定のリース債務 92 95 4.6 ―

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く。)

― ― ― ─

リース債務(１年以内に返済予定
のものを除く。)

1,220 1,124 4.7
　　　 2023年３月～
　　 2032年10月

その他有利子負債 ― ― ― ―

合計 1,341 1,566 ― ―
 

 

(注) １．「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

　　 ２．リース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の

　　　　 総額

 

区分
１年超２年以内
（百万円）

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
（百万円）

４年超５年以内
（百万円）

リース債務 97 98 102 106

合計 97 98 102 106
 

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。
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(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

（累計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当連結会計年度

売上高 (百万円) 13,872 32,133 49,755 74,168

税金等調整前四半
期（当期）純利益

(百万円) 458 1,693 3,079 5,859

親会社株主に帰属
する四半期（当
期）純利益

(百万円) 277 1,127 2,066 3,902

１株当たり四半期
（当期）純利益

(円) 30.82 125.43 229.83 433.89

 

 　

（会計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期
純利益

(円) 30.82 94.61 104.40 204.06
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２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前事業年度

(2020年３月31日)
当事業年度

(2021年３月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金預金 531 834

  受取手形 1,057 847

  完成工事未収入金 ※1  30,177 ※1  24,843

  電子記録債権 3,180 3,909

  未成工事支出金 1,295 1,598

  材料貯蔵品 122 134

  短期貸付金 381 554

  前払費用 194 163

  預け金 3,171 9,054

  その他 708 577

  貸倒引当金 △31 △33

  流動資産合計 40,790 42,485

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物 714 692

    減価償却累計額 △547 △541

    建物（純額） 167 150

   構築物 91 88

    減価償却累計額 △90 △87

    構築物（純額） 1 0

   機械及び装置 1,470 1,628

    減価償却累計額 △921 △1,024

    機械及び装置（純額） 548 604

   車両運搬具 1 1

    減価償却累計額 △1 △1

    車両運搬具（純額） 0 0

   工具器具・備品 773 757

    減価償却累計額 △738 △700

    工具器具・備品（純額） 34 56

   土地 371 371

   リース資産 167 167

    減価償却累計額 △149 △155

    リース資産（純額） 17 11

   有形固定資産合計 1,140 1,194

  無形固定資産   

   電話加入権 32 32

   ソフトウエア 357 256

   その他 1 0

   無形固定資産合計 390 289
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           (単位：百万円)

          
前事業年度

(2020年３月31日)
当事業年度

(2021年３月31日)

  投資その他の資産   

   投資有価証券 83 100

   関係会社株式 2,319 2,319

   関係会社出資金 95 95

   長期貸付金 69 238

   破産更生債権等 162 196

   長期前払費用 11 5

   繰延税金資産 1,182 1,187

   差入保証金 321 320

   その他 45 45

   貸倒引当金 △162 △196

   投資その他の資産合計 4,129 4,312

  固定資産合計 5,660 5,797

 資産合計 46,450 48,282

負債の部   

 流動負債   

  工事未払金 15,759 14,373

  リース債務 4 5

  未払金 293 313

  未払費用 1,901 1,900

  未払法人税等 1,376 1,423

  未払消費税等 783 573

  未成工事受入金 1,317 1,615

  完成工事補償引当金 136 126

  工事損失引当金 47 35

  その他 209 243

  流動負債合計 21,832 20,610

 固定負債   

  退職給付引当金 1,275 1,347

  リース債務 10 4

  その他 126 140

  固定負債合計 1,411 1,493

 負債合計 23,243 22,103
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           (単位：百万円)

          
前事業年度

(2020年３月31日)
当事業年度

(2021年３月31日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,970 1,970

  資本剰余金   

   資本準備金 1,801 1,801

   その他資本剰余金 4,901 4,901

   資本剰余金合計 6,703 6,703

  利益剰余金   

   利益準備金 152 152

   その他利益剰余金   

    繰越利益剰余金 14,409 17,370

   利益剰余金合計 14,562 17,523

  自己株式 △29 △29

  株主資本合計 23,206 26,167

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 0 11

  評価・換算差額等合計 0 11

 純資産合計 23,207 26,179

負債純資産合計 46,450 48,282
 

 

EDINET提出書類

富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社(E00273)

有価証券報告書

73/94



②【損益計算書】

           (単位：百万円)

          前事業年度
(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当事業年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

売上高   

 完成工事高 ※1  69,695 ※1  63,873

 売上高合計 69,695 63,873

売上原価   

 完成工事原価 58,443 52,531

 売上原価合計 58,443 52,531

売上総利益   

 完成工事総利益 11,252 11,342

 売上総利益合計 11,252 11,342

販売費及び一般管理費   

 役員報酬 99 111

 従業員給料手当 2,741 2,754

 退職給付費用 253 260

 法定福利費 464 465

 福利厚生費 116 125

 修繕維持費 3 3

 事務用品費 41 88

 通信交通費 271 133

 動力用水光熱費 91 97

 調査研究費 5 9

 広告宣伝費 20 13

 貸倒引当金繰入額 △15 2

 交際費 140 78

 寄付金 0 0

 地代家賃 448 472

 減価償却費 237 241

 租税公課 245 249

 保険料 24 23

 雑費 1,074 1,063

 販売費及び一般管理費合計 6,263 6,194

営業利益 4,988 5,147

営業外収益   

 受取利息 22 7

 受取配当金 ※1  243 ※1  190

 雑収入 23 19

 営業外収益合計 289 217
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           (単位：百万円)

          前事業年度
(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当事業年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

営業外費用   

 支払利息 3 0

 コミットメントフィー 9 11

 為替差損 127 -

 貸倒引当金繰入額 - 34

 雑支出 8 4

 営業外費用合計 149 50

経常利益 5,128 5,315

特別利益   

 投資有価証券売却益 151 -

 特別利益合計 151 -

特別損失   

 関係会社株式評価損 242 -

 関係会社債権放棄損 126 -

 特別損失合計 368 -

税引前当期純利益 4,911 5,315

法人税、住民税及び事業税 1,574 1,689

法人税等調整額 △59 △9

法人税等合計 1,514 1,679

当期純利益 3,397 3,635
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【完成工事原価報告書】

 

  
前事業年度

(自　2019年４月１日
至　2020年３月31日)

当事業年度
(自　2020年４月１日
至　2021年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

　　材料費  14,962 25.6 12,862 24.5

　　外注費  30,727 52.6 27,683 52.7

　　経費
　　(うち人件費)

 
12,753

(　 8,833 )
21.8

(　15.1 )
11,985

(　 8,547 )
22.8

(　16.3 )

計  58,443 100.0 52,531 100.0

      
 

 

(注)　原価計算の方法は、個別原価計算であります。

 

EDINET提出書類

富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社(E00273)

有価証券報告書

76/94



③【株主資本等変動計算書】

 前事業年度(自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)

 (単位：百万円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他

資本剰余金

資本剰余金

合計
利益準備金

その他

利益剰余金 利益剰余金

合計繰越利益

剰余金

当期首残高 1,970 1,801 4,901 6,703 152 11,641 11,794

当期変動額        

剰余金の配当    -  △629 △629

当期純利益    -  3,397 3,397

自己株式の取得    -   -

自己株式の処分    -   -

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

   -   -

当期変動額合計 - - - - - 2,767 2,767

当期末残高 1,970 1,801 4,901 6,703 152 14,409 14,562
 

 

 

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他

有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △29 20,438 47 47 20,485

当期変動額      

剰余金の配当  △629  - △629

当期純利益  3,397  - 3,397

自己株式の取得 △0 △0  - △0

自己株式の処分  -  - -

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

 - △46 △46 △46

当期変動額合計 △0 2,767 △46 △46 2,721

当期末残高 △29 23,206 0 0 23,207
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 当事業年度(自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)

 (単位：百万円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他

資本剰余金

資本剰余金

合計
利益準備金

その他

利益剰余金 利益剰余金

合計繰越利益

剰余金

当期首残高 1,970 1,801 4,901 6,703 152 14,409 14,562

当期変動額        

剰余金の配当    -  △674 △674

当期純利益    -  3,635 3,635

自己株式の取得    -   -

自己株式の処分   0 0   -

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

   -   -

当期変動額合計 - - 0 0 - 2,961 2,961

当期末残高 1,970 1,801 4,901 6,703 152 17,370 17,523
 

 

 

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他

有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △29 23,206 0 0 23,207

当期変動額      

剰余金の配当  △674  - △674

当期純利益  3,635  - 3,635

自己株式の取得 △0 △0  - △0

自己株式の処分 0 0  - 0

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

 - 10 10 10

当期変動額合計 △0 2,961 10 10 2,972

当期末残高 △29 26,167 11 11 26,179
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【注記事項】

(重要な会計方針)

１．有価証券の評価基準及び評価方法

 (1) 子会社株式及び関連会社株式

  　移動平均法による原価法

 

 (2) その他有価証券

　 時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により

算定)

 　時価のないもの

　 　移動平均法による原価法

 
 

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法

 (1) 未成工事支出金

  　個別法による原価法

 

 (2) 材料貯蔵品

　  個別法又は移動平均法による原価法

 （貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

 
 

３．固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産（リース資産を除く）

　  定率法によっております。

  なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降取得した建物

附属設備及び構築物については定額法によっております。

 
 (2) 無形固定資産（リース資産を除く）

　  定額法によっております。

　  なお、償却年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によってお

ります。

 
 (3) リース資産

　　 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　　 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

 (4) 長期前払費用

　　 期間均等償却

 
 

４．引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

 (2) 完成工事補償引当金

　  完成工事に係るかし担保の費用に備えるため、かし担保の費用見積額を計上しております。

 (3) 工事損失引当金

受注工事に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末手持工事のうち損失の発生が見込まれ、かつ、その金

額を合理的に見積もることのできる工事について、損失見込額を計上しております。
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 (4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上して

おります。

　　① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給

付算定式基準によっております。

　　② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務時間以内の一定の年数（13年）による定額法

により費用処理しております。

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（13年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

 
 

５．完成工事高及び完成工事原価の計上基準

完成工事高の計上は、当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行

基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。

なお、工事進行基準による完成工事高は、381億96百万円であります。

 
 

６．その他財務諸表作成のための重要な事項

　(1) 退職給付に係る会計処理

　　　退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表における

これらの会計処理の方法と異なっております。

 
　(2) ヘッジ会計の方法

　　① ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たす通貨スワップについては、振

当処理によっております。

　　② ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　（ヘッジ手段）　　（ヘッジ対象）

通貨スワップ・・・外貨建貸付金

   ③ ヘッジ方針

通貨スワップは為替変動リスクを回避する目的で行っております。なお、デリバティブ取引については当社

の運用ルールに基づき行っております。

 　　④ ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動またはキャッ

シュ・フロー変動の累計を比較し、両者の変動額を基礎にして判断しております。

 
 (3) 消費税等の会計処理

　   消費税等に相当する額の会計処理は、税抜方式によっております。
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（重要な会計上の見積り）

工事進行基準の適用による工事収益の認識

(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百万円）

 当事業年度

完成工事高 12,690

完成工事未収入金残高 9,417
 

（注）完成工事高および完成工事未収入金残高は、工事進行基準適用案件に係る当事業年度末時点で工事等未完

成・未引渡しの案件を対象として記載しております。（工事等が完成し、その引渡しが完了した案件は含めて

おりません。）

 
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

 ①算出方法

 当社は、当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事契約の収益の計上基準として、工事

進行基準を適用しています。

工事進行基準による収益は、工事進捗率に基づき測定し、進捗率は案件の工事原価総額の見積りに対する当事業年

度末までの発生原価の割合に基づき算定しています。（工事の進捗率の見積りは原価比例法）

 
 ②主要な仮定

工事原価総額の見積りは、外部から入手した見積書や社内で承認された標準単価等の客観的な価格により詳細に積

み上げて算出していますが、工事に対する専門的な知識と経験に基づく一定の仮定を伴うため、工事原価総額の見

積りが主要な仮定であります。

 
 ③翌事業年度の財務諸表に与える影響

工事原価総額の見積りは、一般に工事が長期にわたることから、工事の進行途上における工事契約の変更、材料費

や労務費等の変動が生じる場合があり、その場合には、工事原価総額の見積りが変動することに伴い、工事進捗率

が変動することにより、翌事業年度の財務諸表において認識する収益の金額に影響を与える可能性があります。

 
(注）新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けて、当社においては、国内の一部の工事について施工中断等

の影響が発生しております。そのため、当社においては、この影響が2022年３月期までの一定期間続くものと仮定

し、工事進行基準の適用による工事収益等の会計上の見積りを行っております。

しかしながら、新型コロナウイルスによる経済活動への影響は不確実性が高いため、先述の仮定に状況変化が生じた

場合は当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 
(会計方針の変更)

該当事項はありません。

 
(表示方法の変更)

（「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用）

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号　2020年３月31日）を当事業年度の年度末に

係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。

ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に

係る内容については記載しておりません。
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(貸借対照表関係)

　　※１　関係会社に対する資産及び負債

　　　　　このうち関係会社に対するものは次のとおりであります。

 
前事業年度

（2020年３月31日)
当事業年度

（2021年３月31日)

完成工事未収入金 11,693百万円 6,186百万円
 

 

　　　２　偶発債務

　　　　　次の関係会社等について金融機関等からの借入等に対する債務保証を行っております。

 
前事業年度

（2020年３月31日)
当事業年度

（2021年３月31日)

被保証先   

従業員 0百万円 ―百万円

富士古河Ｅ＆Ｃ（ベトナム）社 45百万円 46百万円

富士古河Ｅ＆Ｃ（ミャンマー）社 129百万円 464百万円

富士古河Ｅ＆Ｃ（カンボジア）社  ―百万円 130百万円

富士古河コスモスエナジー合同会社 1,293百万円 1,207百万円

JMP Engineering & Construction 社 5百万円 9百万円

 1,474百万円 1,857百万円
 

 

３　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と貸出コミットメント契約を締結しております。

事業年度末における貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

 
前事業年度

（2020年３月31日)
当事業年度

（2021年３月31日)

貸出コミットメントの総額 7,000百万円 7,000百万円

借入実行残高 ―百万円 ―百万円

差引額 7,000百万円 7,000百万円
 

 

(損益計算書関係)

　　 ※１　関係会社に関する事項

　　　　　 このうち関係会社との取引に係るものが、次のとおり含まれております。

 
前事業年度

(自　2019年４月１日
至　2020年３月31日)

当事業年度
(自　2020年４月１日
至　2021年３月31日)

完成工事高 16,631百万円 14,585百万円

受取配当金 237百万円 186百万円
 

 

(有価証券関係)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額

(単位：百万円)

区分
前事業年度

（2020年３月31日）
当事業年度

（2021年３月31日）

(1) 子会社株式 2,312 2,312

(2) 関連会社株式 7 7

計 2,319 2,319
 

 

上記については、市場価格がありません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるもので

あります。
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(税効果会計関係)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前事業年度

（2020年３月31日)
当事業年度

（2021年３月31日)

繰延税金資産   

未払従業員賞与 531百万円 539百万円

固定資産評価損 65百万円 65百万円

退職給付引当金 389百万円 412百万円

関係会社株式評価損 506百万円 506百万円

その他 376百万円 363百万円

繰延税金資産小計 1,869百万円 1,887百万円

評価性引当額 △684百万円 △693百万円

繰延税金資産合計 1,184百万円 1,194百万円

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 △0百万円 △5百万円

その他 △1百万円 △1百万円

繰延税金負債合計 △2百万円 △6百万円

繰延税金資産の純額 1,182百万円 1,187百万円
 

 

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 
前事業年度

（2020年３月31日)
当事業年度

（2021年３月31日)

法定実効税率 30.6% 30.6%

（調整）   

永久に損金に算入されない項目 1.4% 1.0%

永久に益金に算入されない項目 △1.5% △1.1%

住民税均等割等 0.9% 0.9%

評価性引当金の当期増減額 △0.3% 0.2%

その他 △0.3% 0.0%

税効果会計適用後の法人税等の負担率 30.8% 31.6%
 

 
(企業結合等関係)

該当事項はありません。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

有価証券の金額が資産の総額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略

しております。

 

 

【有形固定資産等明細表】

資産の種類
当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累

計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引
当期末残高
(百万円)

有形固定資産        

　建物 714 1 23 692 541 16 150

　構築物 91 ― 3 88 87 0 0

　機械及び装置 1,470 162 3 1,628 1,024 106 604

　車両運搬具 1 ― ― 1 1
―
 

0

　工具器具・備品 773 37 53 757 700 15 56

　土地 371 ― ― 371 ― ― 371

　リース資産 167 ― ― 167 155 6 11

有形固定資産計 3,589 200 83 3,706 2,511 144 1,194

無形固定資産        

　電話加入権 32 ― ― 32 ― ― 32

　ソフトウェア 1,097 120 739 479 222 221 256

　その他 1 ― ― 1 0 0 0

無形固定資産計 1,131 120 739 513 223 222 289

長期前払費用 45 0 32 12 7 6 5

繰延資産        

― ― ― ― ― ― ― ―

繰延資産計 ― ― ― ― ― ― ―
 

 
 

【引当金明細表】

区分
当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金 194 67 31 230

完成工事補償引当金 136 126 136 126

工事損失引当金 47 30 43 35
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

　　　連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

 

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日 ９月30日、３月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り・買増し  

　　取扱場所 東京都中央区八重洲１―２―１　みずほ信託銀行株式会社　本店証券代行部

　　株主名簿管理人 東京都中央区八重洲１―２―１　みずほ信託銀行株式会社

　　取次所 ―

　　買取・買増手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

電子公告によるものとし、インターネット上の当社のホームページ

（https://www.ffec.co.jp）に掲載します。ただし、やむを得ない事由により電子

公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。

株主に対する特典 なし
 

 

(注)　当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

会社法第189条第２項各号に掲げる権利

会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
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第７ 【提出会社の参考情報】

 

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

 

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

 

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度　第110期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）　2020年６月19日関東財務局長に提出

 

(2) 内部統制報告書

事業年度　第110期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）　2020年６月19日関東財務局長に提出

 

(3) 四半期報告書及び確認書

第111期第１四半期（自　2020年４月１日　至　2020年６月30日）　2020年８月7日関東財務局長に提出

第111期第２四半期（自　2020年７月１日　至　2020年９月30日）　2020年11月12日関東財務局長に提出

第111期第３四半期（自　2020年10月１日　至　2020年12月31日）　2021年２月10日関東財務局長に提出

 

(4) 臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）の規定に基

づく臨時報告書　2020年６月23日関東財務局長に提出

 
(5) 臨時報告書の訂正報告書

訂正報告書（上記（4）臨時報告書の訂正報告書）　2020年10月１日関東財務局長に提出。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

 

 

２０２１年６月２２日

富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社

取締役会　御中

 

EY新日本有限責任監査法人
 

東　京　事　務　所
 

 
 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 大　　屋　　誠 三 郎 ㊞

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 大　　貫　　一　　紀 ㊞

 

 

＜財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社の２０２０年４月１日から２０２１年３月３１日までの連結会計年度の連結財務諸

表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、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、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監

査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、富

士古河Ｅ＆Ｃ株式会社及び連結子会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年

度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

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監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ

る職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責

任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重

要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見

の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

工事進行基準の適用による工事収益の認識

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由

監査上の対応

富士古河E&C株式会社グループは、主に電気設備工事
業及び空調設備工事業を営んでいる。注記事項（重要な
会計上の見積り）に記載されているとおり、会社及び連
結子会社は、工事収益の計上基準として、当連結会計年
度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる
工事契約については工事進行基準（進捗度の見積りは原
価比例法）を適用している。工事進行基準が適用される
工事契約のうち、当連結会計年度末時点で未完成・未引
渡しの工事契約について計上した工事収益は１３,９６
６百万円であり、当連結会計年度の売上高７４,１６８
百万円の１９％を占めている。
工事進行基準による収益は、工事進捗度に基づき測定さ
れ、進捗度は案件の工事原価総額の見積りに対する当連
結会計年度末までの発生原価の割合に基づき算定され
る。
工事は個別性が強く、基本的な仕様や作業内容が顧客の
指図に基づいて行われる。このため、工事原価総額の見
積りは、工事に対する専門的な知識と経験に基づく一定
の仮定と判断を伴い不確実性を伴うものとなる。
また、工事は一般に長期にわたることから、工事の進行
途上における工事契約の変更、材料費や労務費等の変動
が生じる場合があり、工事原価総額の適時・適切な見直
しには複雑性が伴う。
以上から、当監査法人は、工事収益及び工事進捗度の計
算にあたり、工事原価総額の見積りが、当連結会計年度
において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該
当するものと判断した。

当監査法人は、工事進行基準の適用における工事原価
総額の見積りの妥当性を評価するため、主に以下の監査
手続を実施した。
（１）内部統制の評価
工事原価総額の見積りに関する会社の以下の内部統制の整
備・運用状況を評価した。
・工事原価総額の見積りの基礎となる実行予算書（案件の
原価管理のために作成され承認された予算書）が専門知識
を有する担当者により作成され、責任者が承認することに
より信頼性を確保するための統制
・工事原価総額の各要素について、外部から入手した見積
書や社内で承認された標準単価など客観的な価格により詳
細に積上げて計算していることを確認するための体制
・工事の進捗状況や実際の原価の発生額、あるいは顧客か
らの仕様変更指示に応じて、適時に工事原価総額の見積り
の改訂が行われる体制
・工事原価総額の見積りについて、その信頼性に責任を持
つ工事原価管理部署が適時・適切にモニタリングを行う体
制
 
（２）工事原価総額の見積りの妥当性の評価
工事請負額、工事損益、案件内容、工事の進捗状況等の内
容に照らして、工事原価総額の見積りの不確実性が相対的
に高い工事を識別し、以下の手続を実施した。
・工事原価総額の見積りについて、その計算の基礎となる
実行予算書と照合し、工事原価総額が工事契約の成果物に
照らして整合しているか、原価要素ごとに積上げにより計
算されているか、また、実行予算書の中に、将来の不確実
性に対応することを理由として異常な金額の調整項目が
入っていないかどうか検討した。
・前連結会計年度末時点からの工事原価総額変動が一定の
基準以上のものについては、プロジェクト・マネージャー
への質問、工程表や下請業者からの見積書との照合によ
り、その変動内容が工事の実態を反映したものであるかど
うか検討した。
・プロジェクト・マネージャーに、工事契約の変更、工事
の進捗状況及び工事原価総額の変動の要否の判断について
質問を行い、工程表や費用の発生状況に照らして回答の合
理性を検討した。
・工事現場の視察を行い、工事の進捗状況が工事原価総額
の見積り及び進捗度と整合しているかどうか検討した。
・前連結会計年度末時点の工事原価総額の見積額と再見積
額又は確定額を比較することによって、工事原価総額の見
積りプロセスの評価を行った。
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連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか

どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示

する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明

することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利

用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手する。

・　連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評

価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基

づき、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に関して重要な不確実性が認められるかどうか

結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記

事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸

表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証

拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している

かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎とな

る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を

入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査

意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制

の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー

ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判

断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表

が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利

益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

＜内部統制監査＞

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社

の２０２１年３月３１日現在の内部統制報告書について監査を行った。

　当監査法人は、富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社が２０２１年３月３１日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示

した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準
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拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

　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財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統

制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人

の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から

独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十

分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ

いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに

ある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す

る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び

適用される。

・　財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内

部統制報告書の表示を検討する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人

は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責

任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、

識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項

について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー

ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

 
利害関係

会社及び連結子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
　

※１　上記は監査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、その原本は有価証券報告書提出会社が別

途保管しております。

２　XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
 

 

 

２０２１年６月２２日

富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社

取締役会　御中

 

EY新日本有限責任監査法人
 

東　京　事　務　所
 

 
 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 大　　屋　　誠 三 郎 ㊞

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 大　　貫　　一　　紀 ㊞

 

 

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社の２０２０年４月１日から２０２１年３月３１日までの第111期事業年度の財務諸表、

すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について

監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、富士古

河Ｅ＆Ｃ株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重

要な点において適正に表示しているものと認める。

 
監査意見の根拠

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監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 
監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要である

と判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成におい

て対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 
工事進行基準の適用による工事収益の認識

連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項（工事進行基準の適用による工事収益の認識）と

同一内容であるため、記載を省略している。
 

 
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを

評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要

がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

 

EDINET提出書類

富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社(E00273)

有価証券報告書

93/94



 

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が

ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決

定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手する。

・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、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に関して重要な不確実性が認められるかどうか結

論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に

注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外

事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい

るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど

うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計

事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制

の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー

ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事

項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止さ

れている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回

ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 
利害関係

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
　

※１　上記は監査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、その原本は有価証券報告書提出会社が別
途保管しております。

２　XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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