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当社の親会社 富士通株式会社 

代表者名 代表取締役社長 山本 正已 
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特別利益の発生(個別)及び平成 23年 3月期第 2四半期累計期間の業績予想と実績との 

差異の発生ならびに平成 23年 3月期通期業績予想の修正に関するお知らせ 
 
 平成 22 年 7 月 29 日（連結）及び平成 22 年 4 月 30 日（個別）に公表しました平成 23 年 3 月期第 2
四半期累計期間の業績予想と本日公表の実績値に差異が生じましたので下記のとおりお知らせいたしま
す。また当社は、 近の業績動向を踏まえ、平成 22年 7月 29日（連結）及び平成 22年 4月 30日（個
別）に公表しました平成23年3月期通期業績予想を下記のとおり修正しましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 
1．連結業績予想の修正 
 

（1）第 2四半期累計期間の業績予想と実績との差異（平成 22年 4月 1日～平成 22年 9月 30日） 

                                    （単位：百万円、％） 

 売上高 営業利益 経常利益 
四半期 

純利益 

1株当たり 

四半期 

純利益 

(円 銭) 

前回発表予想（Ａ） 20,300 250 120 125 1,811.80

今回実績（Ｂ） 19,992 62 △148 △166 △2,417.57

増減額（Ｂ－Ａ） △308 △188 △268 △291 ― 

増減率 △1.5 △75.2 ― ― ― 

（ご参考）前期第 2四半期実績 

（平成 21年 3月期第 2四半期） 
15,951 △1,797 △2,004 △2,053 △29,767.32

  
（2）通期の業績予想の修正（平成 22年 4月 1日～平成 23年 3月 31日） 

      （単位：百万円、％） 

 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

(円 銭) 

前回発表予想（Ａ） 41,200 1,100 800 775 11,233.19

今回修正予想（Ｂ） 40,800 570 260 190 2,753.94

増減額（Ｂ－Ａ） △400 △530 △540 △585 ― 

増減率 △1.0 △48.2 △67.5 △75.5 ― 

（ご参考）前期実績 

（平成 22年 3月期） 
34,972 △2,530 △2,866 △2,623 △38,025.71

 



2．個別業績予想の修正 
 

（1）第 2四半期累計期間の業績予想と実績との差異（平成 22年 4月 1日～平成 22年 9月 30日） 

                                    （単位：百万円、％） 

 売上高 営業利益 経常利益 
四半期 

純利益 

1株当たり 

四半期 

純利益 

(円 銭) 

前回発表予想（Ａ） 17,700 40 30 20 289.89

今回実績（Ｂ） 17,538 △261 △202 △222 △3,230.49

増減額（Ｂ－Ａ） △162 △301 △232 △242 ― 

増減率 △0.9 ― ― ― ― 

（ご参考）前期第 2四半期実績 

（平成 22年 3月期第 2四半期） 
13,779 △1,074 △1,141 △1,263 △18,306.47

  
（2）通期の業績予想の修正（平成 22年 4月 1日～平成 23年 3月 31日） 

      （単位：百万円、％） 

 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

(円 銭) 

前回発表予想（Ａ） 36,300 450 420 670 9,711.27

今回修正予想（Ｂ） 36,000 △420 △370 350 5,073.05

増減額（Ｂ－Ａ） △300 △870 △790 △320 ― 

増減率 △0.8 ― ― △47.8 ― 

（ご参考）前期実績 

（平成 22年 3月期） 
30,437 △2,003 △1,973 △2,470 △35,807.29

 
 
3. 修正の理由 
 

リレーの需要増による受注残高の解消を図るべく、設備投資や生産性向上による生産能力の拡大を
図ってまいりましたが、当第２四半期後半よりの急激な米ドル・ユーロ安による売上高の減少、また、
米ドルのアジア通貨に対しての急激な米ドル安の影響によるコストアップも重なり営業利益は減少す
る見込みであります。さらに、急激な米ドル・ユーロ安による為替差損 142 百万円の発生により、第
２四半期累計期間の経常損失は 148 百万円、当期純損失は 166 百万円となりました。下期は更なるリ
レーの売上増を図り、通期で連結営業利益 570 百万円、経常利益 260 百万円、当期純利益 190 百万
円の益転を見込んでおります。 

  なお、個別業績予想につきましては、製造拠点での財務体質改善を優先する予定であり、営業損失
及び経常損失ではありますが、債務保証損失引当金戻入益 740 百万円（特別利益）により当期純利益
は 350 百万円を見込んでおります。 

 
以 上 

 
 


