
代表取締役社長		西嶋	守男

■連結業績ハイライト	 （単位：百万円）

配当方針

▶当期の概況
わが国経済は、企業収益や雇用・所得環境の改善、個人消費や設備投資の持ち直し等を背景に
緩やかな拡大基調を続けてまいりましたが、景気の一部で弱さが見られるようになり、足踏み感が強
まっております。また、米国の通商政策による貿易摩擦の長期化、中国経済の減速懸念、英国のＥＵ
離脱問題等、景気下振れリスクが増大しており、先行き不透明感は高まっております。
こうした状況のなか、当社グループは「実践の継続」を年度方針に掲げ、高品質・低コスト・短納
期・充実したサービスの向上に努めてまいりました。その結果、当連結会計年度の売上高は18,356
百万円（前連結会計年度比2.0％増）となりました。利益につきましては、材料費の高騰等により営業
利益は1,272百万円（前連結会計年度比13.2％減）、経常利益は1,348百万円（前連結会計年度比
8.4％減）となりましたが、親会社株主に帰属する当期純利益は、前期の減益要因であった連結子会
社の減損損失がなくなったこと等により950百万円（前連結会計年度比1.9％増）となりました。

▶来期の見込み
今後の当社グループの経営環境は、わが国経済においては緩やかな拡大基調を続けると見込んで

おりますが、引き続き先行き不透明感は高まっております。また、当社グループの原材料であるタン
グステンカーバイド、コバルト等のレアメタルの価格は高止まりが続いており、製造コストの増加要
因となることを見込んでおります。通期の連結業績見通しにつきましては、前期実績や業界動向およ
び顧客から入手した生産計画・情報などの顧客動向等を考慮し、売上高18,700百万円、営業利益
1,230百万円、経常利益1,390百万円、親会社株主に帰属する当期純利益990百万円と予想して
おります。 利益の状況、将来の事業

展開などを総合的に判断
し、適切な利益配分を行う
ことを基本方針としており
ます。今後は、経営成績お
よび財政状態を勘案した
上で、配当性向50％を目
処に利益還元を行ってい
く予定です。

平素より格別のご支援を賜り、厚く御礼を申し上げます。
当社第63期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）の事業概況につきましてご報告申し上げ

ます。
当社グループの活動状況につきましては、更なるご理解をいただけるように透明性、公平性、継
続性を基本として積極的な情報開示をしていきます。株主の皆様におかれましては、今後とも当社グ
ループの発展にご期待をいただきまして、長期的なご支援を賜りますようお願い申し上げます。

2019年6月

ごあいさつ

2019年3月期 前期比 2020年3月期予想 当期比
売上高 18,356 2.0％ 18,700 1.9％
営業利益 1,272 △ 13.2％ 1,230 △ 3.3％
経常利益 1,348 △ 8.4％ 1,390 △ 3.0％
親会社株主に帰属する当期純利益 950 1.9％ 990 4.1％

期末配当

24円

次期配当
（予想）
25円

証券コード：6167

最新のIR情報や詳しい情報は当社のWEBサイトにて
紹介しております。ぜひご覧ください。

当社WEBサイトのご案内

https://www.fujidie.co.jp/
検 索冨士ダイス

冨士ダイス通信
2018年4月1日

▲

2019年3月31日

2019年3月期 株主通信



冨士ダイスの強み

1 超硬耐摩耗工具メーカー
当社は、創業以来、超硬耐摩耗工具 の製造に経営資源を集中してきま
した。塑性加工 力学に立脚した設計から原料粉末の調製、焼結、加工、
製品検査まで、世界最高水
準の技術と技能による一貫
生産体制で、お客様のニー
ズに最適な超硬合金製品を
提供しており、超硬耐摩耗工
具業界では長期に亘り国内
トップシェアを堅持しています。

2 競争力の源泉となる力
お客様と緊密な関係を保つために、業界最大の約100名の営業員を擁
する直接販売による営業力。高度な粉末冶金技術 による豊富な素材
開発 実績。熟練した技能者集団と最新鋭の加工・検査設備による高
い生産技術力。これら３つの力の総和によって、お客様の要望にタイム
リーに対応し、最適なソリューションを提案することで高い競争力を実現
しています。

営業力
●	全国をカバー
	 する直販体制
●	幅広い業種の
	 顧客を確保

生産技術力
●	熟練した
	 技能者集団
●	最新鋭の加工・
	 検査設備

開発力
●	高度な
	 粉末冶金技術
●	豊富な
	 素材開発実績

3 取引先は業種も多岐に亘る
当社の超精密、高精度、高品質な超硬製品は、建築物や光通信などの
インフラ設備から、輸送用機械、コンピューター、医療機器、家電製
品、生活用品に至るまで、非常に広範な産業分野における部品製造や
素材として利用されています。このように、永年のモノづくりの安全と
信頼を支えて築いた取引社数は、年間約３千社に上ります。

輸送用機械
20.7％

鉄鋼
18.7％

非鉄金属・
金属製品
15.1％

生産・
業務用機械
　　12.2％

その他
7.5％

金型・工具
向け素材
15.7％

電機・
電子部品
10.1％

単体売上ベース
（2019年3月期）

堅固な財務基盤に加え、潤沢な手元資金
●	純資産	 187億円
●	自己資本比率	 72.8％
●	ネットキャッシュ	 55億円

耐摩耗性、高弾性率、高圧縮強度が求
められる工程に用いる高硬度、高強度
な特性を有する超硬合金製の工具をさ
します。

超硬耐摩耗工具
金属粉の製造（形状、寸法、混合の調
製）および金属粉の圧縮、成形、焼結に
よって金属製品を製造する技術。

粉末冶金技術
物質に力を加えて塑性変形させ、各種
形状に加工する方法。圧延加工、鍛造
加工、押出加工、引抜加工、プレス加工
等があります。

塑性加工
耐摩耗性だけでなく耐熱性、耐食性、非
磁性等、多様な機能を持つ新素材（超硬
合金、セラミックス、固体潤滑複合材料
他）を開発しています。

素材開発

用語解説

4 創業から現在まで黒字経営
創業以来、大きな景気変動や経済危機等の発生
時においても赤字なし。約70年に亘って黒字経営
を継続しています。さらに、高い自己資本比率に
加えて潤沢な手元資金を保有しており、極めて堅
固な財務基盤を維持しています。

● 切削工具　
 2,885億円 
 73.8%

●鉱山土木工具 91億円 2.5%
●その他工具 186億円 5.1%
●焼結体工具 298億円 8.1%

日本機械工具工業会
出荷額

3,909億円
（2018年度）

●鉱山土木工具 90億円 2.3%
●その他工具 193億円 4.9%
●焼結体工具 330億円 8.5%

● 切削工具　
 2,885億円 
 73.8%

● 耐摩耗工具　
    411億円 
    10.5%

● 耐摩耗工具　
    411億円 
    10.5%

冨士ダイス
31.9%
冨士ダイス
31.9%

超硬耐摩耗工具
における

国内トップシェア

超硬工具の分類別構成



タイヤやホイール部材に工具が
使われる

本体・蓋の加工に金型が
使われる

ロール

半導体製造関連工具

固体潤滑材料NFメタル

Q耐摩耗工具ってなんですか？

Qどんな製品の製造工程に使われているのですか？
● 	お客様の製造工程における生産性（加工速度や精度）向上
	 に直結する超高精度の工具・金型を提供

● 	超高精度の金属加工（塑性加工）を実現する工具・金型
● 	モノ作りのコアな工程における、生産性に直結する重要な部材
● 	最適な工具・金型選びが、加工速度、精度に大きく影響

企業価値を生み出す源泉 とは？耐摩耗工具

基幹産業（鉄鋼・金属） エレクトロニクス産業

輸送機器

タイヤ

パイプ

線材

自動車産業

飲料缶

一般食缶

お客様の最終製品例

ダイス・プラグ

エアコン

半導体

パッケージや部材の製造に
工具が使われる

コーティング製品

粉末成形用金型

超精密耐摩耗工具

携帯電話・デジカメ・光通信に
使われる球面、非球面レンズの
製造に金型が使われる

セラミックス製品

冷間鍛造用金型

鋼製金型

缶詰などに使われる缶も
当社の金型で作られる

銅タン合金

電池関連金型

冷間鍛造用金型、板金用金型
他多くの工具・金型が使われる

光学素子成形用金型

ダイヤモンド工具

多様な大きさ、形状のパイプ
加工に工具が使われる

混練工具

線材の製造に工具が使われる
（写真は新幹線の架線に使われ
るトロリー線）

さまざまな製品の製造工程に
用いられています！！

主要製品

ガラスレンズ

乾電池・蓄電池

電池缶・容器や部材の製造に
工具・金型が使われる

熱交換効率向上のために工具
が使われる



冨士ダイスの強み

当社は「事業を通じて広く社会に貢献し、幸せな人を育てる」と「人間尊重、人間中心の経営」を企業理念として掲げています。
ステークホルダーとの対話によって、更なる企業価値向上の実現に向けた経営を進めていきます。

1 成長力・収益力の強化
顧客要望に応えるため、供給能力の増強に取り組み売上高増加を図る

2 顧客ニーズの変化への柔軟な対応
市場動向に即したソリューション提供による顧客の主要サプライヤーを目指す

3 海外展開の加速
海外子会社、輸出の両輪での売上拡大を目指す

4 新製品開発・新技術開発
新製品・新技術の開発をスピードアップ

私たち冨士ダイスグループは、粉末冶金技術と超精密加工技術によって、世界のものづくり界のリーディングカンパ
ニーとなり、事業を通じて社会に貢献できることに感謝し、世界中の人々から信頼される品性ある企業グループ並び
に企業人を目指します。

受注増への対応と、将来の社会変化への準備
中期経営計画の基本コンセプト

冨士ダイスが目指す将来像（長期ビジョン）

ＩＴの活用による業務効率向上、生産設備の自動化や改善活動による効率化推進によって、
供給能力の増強に取り組んでいます。

1  成長力・収益力の強化

冨士ダイスの考える企業価値向上

2018-2020年度	中期経営計画について

作図工程の効率化 素材焼結の効率化

主な施策   STEP 1   STEP 2   STEP 3
IT関連 ●	工程管理システムによる生産日程の最適化 ●	生産情報の一元管理（図面・加工データ） ●	IoT技術の導⼊による生産計画の最適化

生産関連
●	生産体制再構築（生産効率化・環境対応） ●	自動化、省人化、ライン配置

　❶検査自動化ライン
　❷MCライン
　❸異工程連動他

●	自動化ラインの横展開
●	工場集約
●	子会社対応の拡大

※Step1・Step2並行展開

生産部門の施策●生産効率10％以上の改善施策 IT（情報技術）と生産体制見直しによる生産効率向上

●	CAD（コンピュータ支援設計）
	 データの共有化を進めて
	 重複作業を軽減
	 ▼作業効率を約155％に改善
	 	 （2019・1－3月平均と2017年度月平均比）

●	熱間ロール素材用の粉末調製
	 条件および焼結条件を改善
	 ▼ロール製品の焼結充填量を
	 			焼結炉あたり、約200％に増強
	 			（2018年度の対前年度比）

今回の

Pick up



冨士ダイスでは、企業価値を持続的に向上させていくために、
ＥＳＧ （環境、社会、統治)に関する取り組みを
積極的かつ能動的に進めています。

2018年11月、本社１階展示室を
開放し、超硬合金製の工具や金型
の製品紹介を行いました。JIMTOF
（日本国際工作機械見本市）2018で
出展した製品も展示しました。

おおたオープンファクトリー
東急多摩川線の下丸子駅・武蔵新田駅
周辺をフィールドに、地元の工業会「工
和会協同組合」と大田クリエイティブタ
ウン研究会を構成する一般社団法人大
田観光協会＋首都大学東京・横浜国立
大学・東京大学が企画するイベント。

チャレンジふくしま県民運動
福島県文化振興課が主催する、チャレンジふくしま県民運
動推進事業の「県内大学と連携した広報・PR事業」

2019年2月、福島県が健康長寿のため普及・
浸透を推進する事業に参加しました。郡山女子大
学の学生が考えた
ヘルシーメニューを
郡山製造所の社員
食堂にて1週間提
供を行いました。

ESGの取組み
〜企業価値向上に向けて〜

企業の持続的成長のために現代社会で求められる3つの視点の英単語の略語。CSR（企業の社会的責任）を高い次元で継
続するために不可欠な要素である「ガバナンス（統治）」を加味した指標。近年、企業が社会に果たすべき責任として、ガ
バナンスに対しても透明性が求められています。E：Environment（環境）／S：Social（社会）／G：Governance（統治）

ESG
1人で複数の業務や作業を行うこと、及び
複数の技能や技術をもった作業者のこと。

多能工

用語解説

福島県郡山市 5
チャレンジふくしま県民運動

Social
地域共生

Social
地域共生

東京都大田区 8
第8回	おおたオープンファクトリー

ＦＴＣ	：FUJILLOY	(THAILAND)	CO.,	LTD.	
タイにある創業15年の製造販売会社
ＦＳＣ	：富士模具貿易（上海）有限公司		
上海にある販売会社
ＦＭＳ	：FUJILLOY	MALAYSIA	SDN.	BHD.		
マレーシアにある販売会社

Social
人材育成

上海 1・タイ2・マレーシア 3 	
⇔	熊本製造所 4・郡山製造所 5・
　　ダイヤモンド工具工場 6・
　　秦野工場 7
海外法人からの技能研修

E
Environment
環境

S
Social
社会

G
Governance
統治

5

1

3

2

8

4

6

7

人材育成の一環として、海外法人から2012年
より数名を選抜し、日本の工場・製造所で技能研
修を行っています。主に関連会社のFSC（上海）、
FTC（タイ）、FMS（マレーシア）から社員数名が熊
本製造所、郡山製造所、ダイヤモンド工具工場、
秦野工場へ技能研修に来ています。
多能工 作業やリーダーとしての仕事の分担・

作業指示手法等の技術を学び、現地での作業効
率改善に役立てています。具体的な成果として、
2018年度の研修後、FTC（タイ）では本研修効果も
含めて11%の生産性改善を達成しました。
今後も継続的に海外法人との交流を続けていき

ます。

	印は当社グループの拠点



	連結決算データ	 （単位：百万円）

	会社概要	（2019年3月31日現在）

	株主メモ

	役員一覧	（2019年3月31日現在）

コーポレートデータ

社 名 冨士ダイス株式会社
創 業 1949年6月6日
本社所在地 〒146-0092

東京都大田区下丸子2-17-10
資 本 金 164百万円
拠 点 営業拠点13　生産拠点7
グループ会社 国内2社　海外5社
従 業 員 1,145人（連結）

事 業 年 度 毎年4月１日から3月31日まで
定 時 株 主 総 会 毎事業年度終了後3ヶ月以内
株 主 確 定 基 準 日 毎年3月31日
剰余金の配当基準日 毎年3月31日および9月30日
株 式 の 売 買 単 位 100株
証 券 コ ー ド	 6167
上 場 証 券 取 引 所	 東京証券取引所　市場第1部	
株 主 名 簿 管 理 人
特別口座の口座管理機関 三菱UFJ信託銀行株式会社	

代表取締役社長	 西嶋　	 守男	
取 締 役 久保井	 恒之	
取 締 役 春田　	 善和	
取 締 役 千葉　	 理彦	
取 締 役 渡邉　	 祥司	
取 締 役 多田隈　	 豊	
社外取締役 本多　　	 實	
社外取締役 澤井　	 英久	

常勤監査役 宮川　　	 弘	
社外監査役 岸田　	 一男	
社外監査役 大森　　	 実	

同 連 絡 先 三菱UFJ信託銀行株式会社	証券代行部
東京都府中市日鋼町１－１
電話	 0120-232-711（通話料無料）
郵送先	 〒137－8081
	 新東京郵便局私書箱第29号

公 告 方 法 電子公告により行います。ただし電子公
告によることができない事故その他やむ
を得ない事由が生じたときは、日本経済
新聞に掲載して行います。公告掲載URL	
https://www.fujidie.co.jp/	

〒146-0092　	東京都大田区下丸子2-17-10
TEL：03-3759-7181　https://www.fujidie.co.jp/

本株主通信に記載されている事項には、将来についての計画や予想に関する記述が含まれています。実際の業績は、当社の予想と異なることがありますので、ご承知おきください。

	IRカレンダー

4月 7月 10月 1月5月 8月 11月 2月6月 9月 12月 3月
●	期末決算

●	招集通知
●	定時株主総会
●	株主通信 期末配当基準日	●

●	第1四半期決算 ●	第2四半期決算 ●	第3四半期決算

第4四半期第3四半期第2四半期第1四半期

2016年3月 2017年3月 2018年3月 2019年3月 2020年3月（予想）

売上高 16,060 16,648 17,990 18,356 18,700
営業利益 963 1,161 1,465 1,272 1,230
経常利益 959 1,194 1,473 1,348 1,390
親会社株主に帰属する当期純利益 732 855 932 950 990
1株当たり当期純利益（円） 36.63 42.76 46.63 47.54 49.50
総資産 23,633 25,245 26,245 25,752
純資産 17,376 17,836 18,397 18,749

●	株主通信



2019年 7月 1日 

冨士ダイス株式会社 

 

    

    

「「「「2019201920192019年年年年 3333月期月期月期月期    株主通信」株主通信」株主通信」株主通信」表記誤りのお詫びと訂正について表記誤りのお詫びと訂正について表記誤りのお詫びと訂正について表記誤りのお詫びと訂正について    

 

  平素より弊社の事業活動にご理解とご支援を賜りまして、感謝申し上げます。 

弊社の「2019年 3月期 株主通信」の表記内容に一部誤りがありました。 

ここにお詫びして、下記のように訂正させていただきます。 

 

 

■連結業績ハイライト（単位：百万円）：1ページ目 

＜誤＞＜誤＞＜誤＞＜誤＞    

 2019年 3月期 前期比 2020年 3月期予想 当期比 

経常利益 1,348 △8.4％ 1,390 △3.0％ 

 

＜正＞＜正＞＜正＞＜正＞    

 2019年 3月期 前期比 2020年 3月期予想 当期比 

経常利益 1,348 △8.4％ 1,390 3.0％ 

 

以上 


