
平成23年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成22年10月7日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 富士エレクトロニクス株式会社 上場取引所 東 

コード番号 9883 URL http://www.fujiele.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 息栖 清

問合せ先責任者 （役職名） 専務取締役管理部門担当兼経理部長 （氏名） 木下 晴夫 TEL 03-3814-1200
四半期報告書提出予定日 平成22年10月15日

配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有

四半期決算説明会開催の有無 ： 有 （機関投資家・アナリスト向け）

1.  平成23年2月期第2四半期の連結業績（平成22年3月1日～平成22年8月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年2月期第2四半期 21,247 68.2 1,604 592.7 1,694 422.4 1,085 370.8
22年2月期第2四半期 12,633 ― 231 ― 324 ― 230 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

23年2月期第2四半期 70.92 ―

22年2月期第2四半期 15.06 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年2月期第2四半期 33,433 20,898 62.4 1,363.77
22年2月期 28,673 20,398 71.1 1,331.36

（参考） 自己資本   23年2月期第2四半期  20,873百万円 22年2月期  20,378百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  有  

23年2月期の期末配当金（予想）の内訳  普通配当 40円00銭  記念配当 10円00銭 

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

22年2月期 ― 0.00 ― 40.00 40.00

23年2月期 ― 0.00

23年2月期 
（予想）

― 50.00 50.00

3.  平成23年2月期の連結業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 43,500 47.5 3,030 134.5 3,300 118.8 2,020 109.4 131.97



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につい
ては、添付資料３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 
２．配当の状況に関する事項につきましては、本日「平成23年２月期配当予想の修正（40周年記念配当）に関するお知らせ」を公表しておりますのでご参照
下さい。 

4.  その他 （詳細は、添付資料３ページ「その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年2月期2Q  16,320,828株 22年2月期  16,320,828株

② 期末自己株式数 23年2月期2Q  1,014,829株 22年2月期  1,014,652株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期2Q  15,306,085株 22年2月期2Q  15,306,278株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、国内の経済対策効果やアジアを中心とする海外経済の好調な

どに支えられて、企業収益の改善や輸出の増加、個人消費の持ち直しなどが続き、順調に回復しております。しか

しながら依然として雇用状況に改善が見られないことや、為替が円高に進行しつつあること、またエコカー補助金

制度終了が確定するなど、企業の経営環境は厳しい状況が続いており、足元では回復の度合いはやや鈍化しつつあ

ると思われます。 

 一方、半導体市場は、WSTS（世界半導体市場統計）の春季予測によれば、世界全体で、2010年は前年比28.6％増

と大幅な成長見込で、過去 大の市場規模に達する予想となっており、日本市場も2010年は同13.5％増の成長予想

となっております。 

 このような状況下、業績の大宗を占める単体においては、前年に大きく落ち込んだ主力のFA製造装置や計測器な

ど産業機器向けは、前期後半からの回復傾向が一層顕著になり、前年同期比で３～４倍となりました。また、カー

ナビやオーディオなど民生機器向けや、大型サーバなど情報機器向けも順調な回復が見られ、単体として大幅な増

収増益となりました。 

 連結子会社は、海外生産の回復によりアジア地区現地法人は大きく売上・利益を伸ばし、国内各社も売上回復に

伴い利益も大きく改善し、子会社全体でも増収増益となりました。 

 その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は212億47百万円（前年同期比68.2％増）、営業利益は16億４百

万円（同592.7％増）、経常利益は16億94百万円（同422.4％増）、四半期純利益は10億85百万円（同370.8％増）

となりました。 

 品目別売上高につきましては、個別半導体は電源機器向けなどの増加により11億39百万円（前年同期比13.5％

増）、集積回路は産業機器向けや情報機器向けなどの回復により186億71百万円（同74.2％増）、機器機構品は５

億２百万円（同18.5％増）、システム製品は３億51百万円（同98.4％増）、その他が５億81百万円（同88.9％増）

となりました。 

(単体の四半期別の業績推移については、以下をご参照ください。) 

  

(参考) 単体の四半期別受注・売上推移 

    受注                                  前年比   前四半期比 

  

    売上                                  前年比    前四半期比 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期連結会計期間末の資産は334億33百万円となり、前連結会計年度末と比較して47億59百万円の増加

となりました。これは主に、商品、受取手形及び売掛金並びに現金及び預金の増加によるものであります。 

 負債は125億34百万円となり、前連結会計年度末と比較して42億59百万円の増加となりました。これは主に、長

期借入金（１年内返済予定を含む）の増加によるものであります。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

前第1四半期(平成21年3～5月)         5,569百万円 59.3％ 110.1％

前第2四半期(平成21年6～8月)         7,106百万円 83.4％ 127.6％

前第3四半期(平成21年9～11月)         7,828百万円 117.7％ 110.2％

前第4四半期(平成21年12～平成22年2月) 8,274百万円 163.6％ 105.7％

当第1四半期(平成22年3～5月) 10,720百万円 192.5％ 129.6％

当第2四半期(平成22年6～8月) 11,105百万円 156.3％ 103.6％

前第1四半期(平成21年3～5月)       4,810百万円 52.0％ 83.5％

前第2四半期(平成21年6～8月)       6,284百万円 64.8％ 130.6％

前第3四半期(平成21年9～11月)       7,130百万円 91.8％ 113.5％

前第4四半期(平成21年12～平成22年2月) 7,871百万円 136.7％ 110.4％

当第1四半期(平成22年3～5月)      8,854百万円 184.1％ 112.5％

当第2四半期(平成22年6～8月)      11,046百万円 175.8％ 124.8％
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 純資産は208億98百万円となり、前連結会計年度末と比較して４億99百万円の増加となりました。これは主に、

四半期純利益の計上による利益剰余金の増加及び剰余金の配当による利益剰余金の減少によるものであります。 

② キャッシュ・フロ－の状況 

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末比16億59百万円増加の

106億28百万円となりました。 

 営業活動によるキャッシュ・フロ－は、税金等調整前四半期純利益18億22百万円に対し、たな卸資産の増加18億

92百万円、売上債権の増加17億80百万円及び法人税等の支払４億17百万円を主因として、26億15百万円の支出とな

りました（前年同期は40億75百万円の収入）。 

 投資活動によるキャッシュ・フロ－は、有価証券の償還及び投資有価証券の売却による収入45億23百万円、有価

証券及び投資有価証券の取得による支出41億23百万円並びに定期預金の払戻しによる収入５億円を主因として、８

億96百万円の収入となりました（前年同期は26億82百万円の支出）。 

 財務活動によるキャッシュ・フロ－は、長期借入金の純増加による収入35億50百万円を主因として、33億67百万

円の収入となりました（前年同期は16億45百万円の支出）。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 今後の経営環境につきましては、全体的には堅調な景気回復過程が続いておりますが、雇用状況が依然として改

善しないことや金融市場の動向および海外の経済状況など懸念要素も多く、先行きの見えにくい状況が続くものと

考えられます。 

 半導体市場は、2010年は大幅に増加し過去 高の市場規模に達すると見られており、その後2011年から2012年に

かけて緩やかな成長を維持するものと予想されております。 

 このような環境下、当社グループの業績見通しとしましては、売上の大宗を占める単体においては、当第２四半

期において売上高、各利益とも順調な推移であり、連結子会社においても同様に業績回復を遂げております。下期

においてもこれらの傾向は基本的に継続すると見込んでおります。 

 また、単体においては今後、複数の取り扱いメーカーにおいて商流移管による取引先の拡大が予定されておりま

す。その一部は当下期より売上貢献が始まり、来期以降に本格的な売上増加となる見込みであります。 

 以上を踏まえて、今回、８月18日に発表いたしました通期業績予想に変更はありません。 

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

   

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① 簡便な会計処理 

・一般債権の貸倒見積高の算定 

 当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認めら

れるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

・繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、及び一時差異等の発生状

況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プラン

ニングを利用する方法によっております。 

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

  該当事項はありません。 

   

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 該当事項はありません。  

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。  

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年８月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,778,419 9,618,911

受取手形及び売掛金 12,488,075 10,664,423

有価証券 － 200,000

商品 5,851,199 3,944,679

未収入金 158,812 163,187

繰延税金資産 272,010 226,137

その他 238,869 113,585

貸倒引当金 △15,521 △15,306

流動資産合計 29,771,864 24,915,618

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 26,692 27,475

車両運搬具（純額） 3,821 4,493

工具、器具及び備品（純額） 70,007 86,177

建設仮勘定 － 283

有形固定資産合計 100,520 118,429

無形固定資産   

のれん 4,274 10,685

ソフトウエア 280,498 316,484

その他 1,548 1,548

無形固定資産合計 286,320 328,718

投資その他の資産   

投資有価証券 2,676,437 2,724,805

繰延税金資産 336,864 322,342

その他 270,686 273,041

貸倒引当金 △9,498 △9,422

投資その他の資産合計 3,274,490 3,310,767

固定資産合計 3,661,330 3,757,914

資産合計 33,433,195 28,673,533
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年８月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,007,742 3,103,838

短期借入金 1,468,741 1,089,944

1年内返済予定の長期借入金 2,203,706 1,006,351

未払法人税等 750,026 388,227

繰延税金負債 20,448 －

賞与引当金 262,893 168,552

その他 381,522 458,277

流動負債合計 8,095,080 6,215,191

固定負債   

長期借入金 3,308,958 1,037,737

繰延税金負債 1,311 1,297

退職給付引当金 371,432 354,617

役員退職慰労引当金 4,110 3,930

その他 753,585 661,874

固定負債合計 4,439,398 2,059,456

負債合計 12,534,478 8,274,647

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,835,050 4,835,050

資本剰余金 4,725,910 4,725,910

利益剰余金 12,532,465 12,059,192

自己株式 △1,029,295 △1,029,105

株主資本合計 21,064,129 20,591,046

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 13,108 30,985

為替換算調整勘定 △203,373 △243,961

評価・換算差額等合計 △190,265 △212,976

少数株主持分 24,852 20,815

純資産合計 20,898,716 20,398,885

負債純資産合計 33,433,195 28,673,533
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８月31日) 

売上高 12,633,006 21,247,367

売上原価 10,177,182 17,191,344

売上総利益 2,455,824 4,056,023

販売費及び一般管理費 2,224,250 2,451,922

営業利益 231,573 1,604,101

営業外収益   

受取利息 13,557 21,747

受取配当金 8,167 53,120

為替差益 71,277 52,284

その他 24,828 16,364

営業外収益合計 117,831 143,517

営業外費用   

支払利息 16,717 23,494

売上債権売却損 7,992 10,106

複合金融商品評価損 － 18,450

その他 261 870

営業外費用合計 24,970 52,921

経常利益 324,434 1,694,697

特別利益   

投資有価証券売却益 134,464 175,816

貸倒引当金戻入額 1,533 －

特別利益合計 135,998 175,816

特別損失   

固定資産売却損 364 －

固定資産除却損 1,414 3,298

投資有価証券売却損 318 35,147

投資有価証券評価損 83,297 9,627

特別損失合計 85,394 48,072

税金等調整前四半期純利益 375,038 1,822,441

法人税、住民税及び事業税 63,790 771,574

法人税等調整額 84,004 △37,901

法人税等合計 147,795 733,672

少数株主利益又は少数株主損失（△） △3,317 3,248

四半期純利益 230,560 1,085,520
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 375,038 1,822,441

減価償却費 83,632 67,240

のれん償却額 6,411 6,411

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,674 290

賞与引当金の増減額（△は減少） 21,409 94,341

退職給付引当金の増減額（△は減少） 16,351 21,585

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 180 180

受取利息及び受取配当金 △21,724 △74,867

支払利息 16,717 23,494

為替差損益（△は益） 13,780 △55,373

固定資産売却損益（△は益） 364 －

固定資産除却損 1,414 3,298

投資有価証券売却損益（△は益） △134,146 △140,669

投資有価証券評価損益（△は益） 83,297 9,627

複合金融商品評価損益（△は益） － 18,450

売上債権の増減額（△は増加） 3,109,569 △1,780,100

たな卸資産の増減額（△は増加） 882,948 △1,892,582

仕入債務の増減額（△は減少） △54,856 △194,960

その他 △34,287 △180,710

小計 4,358,425 △2,251,904

利息及び配当金の受取額 19,836 75,050

利息の支払額 △16,260 △21,822

法人税等の支払額 △286,535 △417,041

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,075,465 △2,615,718

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 △2,650,000 －

定期預金の払戻による収入 1,150,000 500,000

有価証券の取得による支出 △499,843 △699,625

有価証券の償還による収入 299,843 899,641

有形固定資産の取得による支出 △7,727 △8,638

無形固定資産の取得による支出 △5,130 －

投資有価証券の取得による支出 △1,847,410 △3,424,098

投資有価証券の売却による収入 858,843 3,624,210

その他 19,401 5,287

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,682,022 896,777

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,085,803 426,034

長期借入れによる収入 600,000 4,300,000

長期借入金の返済による支出 △553,528 △749,287

自己株式の取得による支出 △113 △190

配当金の支払額 △605,778 △608,830

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,645,223 3,367,726

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8,797 10,721

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △260,577 1,659,507

現金及び現金同等物の期首残高 9,221,291 8,968,911

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,960,713 10,628,419
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 該当事項はありません。  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年８月31日）及び当第２四半期連結累計期間

（自 平成22年３月１日 至 平成22年８月31日） 

当社及び連結子会社の事業は、電子部品等販売事業の単一セグメントであるため、事業の種類別セグメン

ト情報の記載を省略しております。  

  

〔所在地別セグメント情報〕 

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年８月31日）及び当第２四半期連結累計期間

（自 平成22年３月１日 至 平成22年８月31日） 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えるため、所在地別セグメント情報の記載を

省略しております。  

  

〔海外売上高〕 

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年８月31日） 

 （注）１ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 各区分に属する国又は地域の主たる内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア・・・・中国、香港、マレーシア他 

(2）北米・・・・・米国 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年８月31日） 

 （注）１ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 各区分に属する国又は地域の主たる内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア・・・・中国、香港、マレーシア他 

(2）北米・・・・・米国 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  アジア 北米 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,473,441  6,191  1,479,632

Ⅱ 連結売上高（千円）      12,633,006

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  11.7  0.0  11.7

  アジア 北米 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  2,680,275  6,379  2,686,654

Ⅱ 連結売上高（千円）      21,247,367

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  12.6  0.0  12.6

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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品目別売上高  

  

   

４．補足情報

品     目 

当第２四半期連結累計期間 

（自 平成22年３月１日 

   至 平成22年８月31日）  

金額（千円） 割合（%） 前年同期比（%） 

個別半導体  1,139,805    5.4    113.5

集積回路  18,671,714  87.9    174.2

機器機構品  502,413  2.4    118.5

システム製品  351,587  1.6    198.4

その他  581,846  2.7    188.9

合計  21,247,367  100.0    168.2
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