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難であるため未定としております。詳細は添付資料３ページ「（１）経営成績に関する分析」をご覧下さい。 
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１．平成23年３月期の連結業績（平成22年４月１日～平成23年３月31日）
（１）連結経営成績 (％表示は対前期増減率)

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

23年３月期 40,130 14.8 220 ― △35 ― △18 ―

22年３月期 34,972 △17.8 △2,530 ― △2,866 ― △2,623 ―

(注) 包括利益 23年３月期 189百万円 (―％) 22年３月期 △2,616百万円 (―％)

１株当たり 
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産 
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年３月期 △273.87 ― △3.0 △0.1 0.6
22年３月期 △38,025.71 ― △303.7 △10.7 △7.2

(参考) 持分法投資損益 23年３月期 △31百万円 22年３月期 24百万円

（２）連結財政状態
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３月期 30,187 689 2.3 △33,482.84
22年３月期 28,492 555 2.0 △35,431.83

(参考) 自己資本 23年３月期 689百万円 22年３月期 555百万円

（３）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による 
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

23年３月期 1,678 △1,986 △139 1,029

22年３月期 △2,625 △1,172 3,953 1,565

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額 
(合計)

配当性向 
(連結)

純資産
配当率 
(連結)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 百万円 ％ ％

22年３月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―

23年３月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―

24年３月期(予想) ― ― ― 0.00 0.00 ―

３．平成24年３月期の連結業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日）
(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期(累計) ― ― ― ― ― ― ― ― ―

通 期 ― ― ― ― ― ― ― ― ―



  

 

 

 
  

 

 
  

 
  
（２）個別財政状態 

 

 
  

 

 
（注）上記「平成24年３月期の個別業績予想」については、東日本大震災の影響により現時点での合理的な算定が困

難でありため未定としております。詳細は添付資料３ページ「（１）経営成績に関する分析」をご覧下さい。 

  

・この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点におい
て、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終了していません。 

  

４．その他
（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) ： 無

  新規  ―社             、除外  ―社             

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

（３）発行済株式数（普通株式）
① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期 69,269株 22年３月期 69,269株

② 期末自己株式数 23年３月期 277株 22年３月期 277株

③ 期中平均株式数 23年３月期 68,992株 22年３月期 68,992株

(参考) 個別業績の概要
１．平成23年３月期の個別業績（平成22年４月１日～平成23年３月31日）
（１）個別経営成績 (％表示は対前期増減率)

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

23年３月期 34,826 14.4 △697 ― △613 ― △26 ―

22年３月期 30,437 △16.6 △2,003 ― △1,973 ― △2,470 ―

１株当たり当期純利益
潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
円 銭 円 銭

23年３月期 △383.25 ―

22年３月期 △35,807.29 ―

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３月期 27,446 775 2.8 △32,238.76

22年３月期 27,407 362 1.3 △38,225.27

(参考) 自己資本 23年３月期 775百万円 22年３月期 362百万円

２．平成24年３月期の個別業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日）
(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

売上高 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 ％ 円 銭

第２四半期(累計) ― ― ― ― ― ― ―

通 期 ― ― ― ― ― ― ―

※ 監査手続の実施状況に関する表示



  

普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳は以下のとおりです。 
  

 
  

 
  

種類株式の配当の状況

第１種優先株式
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３月期 ― ― ― 0.00 0.00

23年３月期 ― ― ― 0.00 0.00

24年３月期(予想) ― ― ― 0.00 0.00

第２種優先株式
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３月期 ― ― ― 0.00 0.00

23年３月期 ― ― ― 0.00 0.00

24年３月期(予想) ― ― ― 0.00 0.00
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当連結会計年度における我が国の経済は、年度前半の中国を中心とした新興国の経済成長に牽引され

た海外経済の回復を背景に、輸出・生産の増加や個人消費の持ち直し等により緩やかな回復が続きまし

たが、年度後半にはエコカー補助金の打ち切りによる自動車販売の販売減や円高、原油・貴金属の高騰

があり、国内の経営環境は厳しい状態が続いております。３月には東日本大震災が発生し、震災や計画

停電などが国内経済に与える影響が懸念されております。 

しかしながら、当社グループが属する電子部品業界におきましては、欧米を中心とした自動車関連部

品やアジア地域におけるデジタル機器・産業機器関連部品が好調で、海外需要については回復基調が続

いております。 

このような経営環境のもと、生産体制の整備や増産対応に努め、当連結会計年度の連結売上高は

40,130百万円(前期比14.8％増)となりました。 

  

(リレー部門) 

家電・車載・産業機器・通信の全市場で需要が好調であり、また、需要に対処するため増産を図った

ことで、売上高は16,452百万円(前期比40.5％増)となりました。 

(コネクタ部門) 

第３四半期までは設備投資の持ち直しによる情報機器向けの増があったものの、第４四半期において

国内情報機器向けが落ち込んだため、売上高は2,832百万円(前期比0.7％増)となりました。 

(入出力デバイス部門) 

第３四半期まで堅調だったPOS決済端末用及び携帯端末用サーマルプリンタ、情報機器向けKVMが第４

四半期で落ち込んだことにより売上高は17,107百万円(前期比0.1％減)となりました。 

(その他部門) 

車載用コントロール基板の所要回復により売上高は3,738百万円(前期比12.5％増)となりました。 

  

損益面につきましては、前年度に引き続き徹底的なコスト削減を中心とした損益改善により、当連結

会計年度の営業利益は220百万円(前期は営業損失2,530百万円)と、益転を達成いたしました。しかしな

がら、第1四半期からの急激な円高に伴う為替差損145百万円の発生により経常損失は35百万円(前期は

2,866百万円の経常損失)と益転には至りませんでした。「資産除去債務に関する会計基準」の適用に伴

う過年度影響額29百万円、有価証券評価損12百万円を特別損失に計上しましたが、台湾所在の持分法適

用関連会社の株式売却益102百万円、及び持分変動益66百万円を特別利益に計上した結果、当期純損失

は18百万円(前期は2,623百万円の当期純損失)となりました。 

  

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析
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[所在地別の業績] 

1. 日本 

国内は、家電・車載・産業機器市場を中心としたリレーの需要増により、売上高は24,770百万円

(前期比12.7％増)となりました。このうち海外向けは1,511百万円(前期比38.3％増)となりました。 

2. アジア 

アジアは、中国市場を中心とした家電・車載・産業機器・通信の全市場でのリレーの需要増等によ

り売上高は8,216百万円(前期比19.9％増)となりました。 

3. 北米 

北米は、車載向けリレーや産業機器向けサーマルプリンタを中心とした所要増により売上高は

2,759百万円(前期比20.8％増)となりました。 

4. ヨーロッパ 

ヨーロッパは、車載・産業機器向けリレーの所要増により売上高は4,384百万円(前期比13.6％増)

となりました。 

  

また、海外売上高は北米、ヨーロッパ、アジア全域でのリレーを中心とした需要増により16,779百万

円(前期比20.0％増)となりました。 

  

(次期の見通し) 

次期の見通しにつきましては、東日本大震災の発生により、今後お客様からの受注がどの程度影響を

及ぼすのか、現時点では合理的な算定を行うことが困難でありますため、未定とさせていただき、今後

予想が可能となりました段階で公表いたします。 
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①資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の総資産は30,187百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,695百万円増加いた

しました。流動資産は16,621百万円となり、前連結会計年度末に比べ638百万円増加いたしました。

主な要因は、商品及び製品を中心とした棚卸資産の増加(1,043百万円)、現金及び預金の減少(535百

万円)、貸倒引当金の減少(194百万円)等によるものであります。有形固定資産は11,373百万円とな

り、前連結会計年度末に比べ180百万円増加いたしました。減価償却費による減少分を設備投資額が

上回ったことによるものであります。無形固定資産は853百万円となり、前連結会計年度末に比べ153

百万円増加いたしました。投資その他の資産は1,338百万円となり、前連結会計年度末に比べ722百万

円増加いたしました。期中に持分法を適用しておりました台湾所在の持分法適用関連会社について、

当連結会計年度末にて持分法適用から除外し、時価評価したことによる増加(739百万円)によるもの

であります。 

当連結会計年度末の負債合計は29,497百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,560百万円増加い

たしました。流動負債は支払手形及び買掛金の増加(973百万円)、通常の短期借入金の増加(99百万

円)、長期借入金の支払期限一年内に伴う長期借入金から短期借入金への振替による増加(3,000百万

円)等により、前連結会計年度末に比べ4,515百万円増加の25,078百万円となりました。固定負債は長

期借入金の支払期限一年内に伴う長期借入金から短期借入金への振替による減少(3,000百万円)、期

中に持分法を適用しておりました台湾所在の持分法適用関連会社について、当連結会計年度末にて持

分法適用から除外し、時価評価したこと等による繰延税金負債の増加(267百万円)により4,419百万円

となり、前連結会計年度末に比べ2,955百万円減少いたしました。 

当連結会計年度末の純資産合計は689百万円となり、前連結会計年度末に比べ134百万円増加いたし

ました。主な要因は、期中に持分法を適用しておりました台湾所在の持分法適用関連会社について、

当連結会計年度末にて持分法適用から除外し、時価評価したことによるその他有価証券評価差額金の

増加(439百万円)、円高に伴う為替換算調整勘定の減(230百万円)等によるものであります。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ535百万円減少の1,029

百万円となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動によるキャッシュ・フローは1,678百万円の収入(前期は2,625百万円の支出)となりまし

た。減価償却費1,897百万円、仕入債務の増加額1,531百万円、売掛債権の増加額410百万円、たな卸

資産の増加額1,206百万円等の計上によるものであります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動によるキャッシュ・フローは1,986百万円の支出(前期比813百万円の増加)となりました。

主に有形固定資産の取得による支出1,886百万円によるものであります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動によるキャッシュ・フローは139百万円の支出(前期は3,953百万円の収入)となりました。

  

（２）財政状態に関する分析
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当社は、配当については、収益状況に対応した配当を行うことを基本としつつ、配当性向及び財務

体質の強化等を勘案して決定することを基本方針といたします。配当の決定機関は株主総会であり、

中間配当制度は採用しておりません。 

なお、配当の状況につきましては、サマリー情報「２．配当の状況」をご覧下さい。 

  

当社及び当社グループの事業その他に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす

可能性があると考えられる主な事項を記載しております。また、必ずしもそのようなリスク要因に該

当しない事項についても、投資者の投資判断上、重要であると考えられる事項については、投資者に

対する積極的な情報開示の観点から以下に開示しております。なお、当社は、これらのリスク発生の

可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存であります。 

本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は本決算短信提出日現在にお

いて判断したものであります。 

  

①為替変動の影響について 

当社グループの前連結会計年度、及び当連結会計年度における海外売上高比率は、40.0％及び

41.8％となっており、主要通貨である米ドル・ユーロの為替レートの変動による影響を受け易くなっ

ております。一方、当社グループでは約３割の製品をマレーシア・中国を中心としたアジア地域で生

産し、米ドル建てで取引を行っております。米ドル建て、ユーロ建て輸出には、先物為替予約をして

おり、また米ドル建て借入金、ユーロ建て借入金を行うことにより為替の変動による悪影響を 小限

に止める努力をしております。以上のとおり、当社グループは為替変動による業績への影響を小さく

するよう努力しておりますが、大幅な為替変動等により当社グループの業績及び財務状況に影響を及

ぼす可能性があります。 

  

②金利の変動による影響について 

当連結会計年度末における連結有利子負債は14,084百万円となっております。このため、金利の変

動によって当社の業績は影響を受ける可能性があります。 

  

③製品の陳腐化について 

当社グループの主要な市場であるネットワーク関連市場では、技術革新が速く、製品のライフサイ

クルは比較的短いものとなりつつあります。また、当社が製造・販売する製品は、販売市場の動向に

より著しく需要が増減する可能性があります。これに伴う製品の陳腐化等で、当社の業績及び財務状

況に影響を及ぼす可能性があります。 

  

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

（４）事業等のリスク
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④固定資産の減損会計について 

当社グループは、リレー、コネクタ、入出力デバイス等の分野において、部品及び電子応用の機器

を生産販売するエレクトロニクスメーカーであります。当社グループでは主に子会社でこれらの製品

の製造設備を保有しております。 

このため、地価の動向及び対象となる固定資産の収益状況等によりましては、当社グループの業績

及び財務状況に影響を与える可能性があります。 

  

⑤退職給付債務について 

当社グループの従業員の退職給付債務及び退職給付費用は、割引率等の数理計算上の前提条件や年

金資産の期待運用収益率に基づいて算出されております。実際の結果が前提条件と異なった場合、新

たな数理計算上の差異が発生し、これらの数理計算上の差異が当社グループの業績及び財務状況に影

響を与える可能性があります。 

  

⑥訴訟について 

当社においては子会社㈱高見澤電機製作所の労働組合より不当労働行為の救済申立が労働委員会に

対し、なされております。本件は、中央労働委員会により組合側の申立が全面棄却され、組合側はこ

れを不服として東京地方裁判所に国（中央労働委員会）を相手取り訴訟を提起し現在も係争中となっ

ており、当社は中央労働委員会による命令維持を目的として本件訴訟に参加人として参加しておりま

す。 

現在直面している訴訟等又は将来直面する訴訟等において、当事者双方が訴訟費用・訴訟期間等を

勘案し、和解による解決も想定されますが、この場合、訴訟費用、和解費用等の発生により、当社グ

ループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑦製品の欠陥や瑕疵について 

当社グループでは、開発・製造・品質保証体制を子会社まで含め一貫して管理する組織体制とし、

製造段階だけではなく開発設計を含めた品質の向上や、外部購入部材の品質管理強化を進めておりま

すが、欠陥や瑕疵等が発生する可能性は排除できません。欠陥や瑕疵等が発生した場合、製品回収や

補修、お客様への補償、機会損失等が発生し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 
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⑧公的規制、政策、租税等について 

当社グループは、事業展開する各国において、事業や投資の許可、輸出入に関する制限や規制等、

さまざまな規制や、独占禁止、知的財産権、消費者、環境・リサイクル、租税等に関する法令の適用

を受けております。これらの規制を遵守できなかった場合、事業許可の取り消しや入札停止などによ

り、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。また、これらの規制の強化や変更は、対

応コストの増加により、損益に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑨株式価値の希薄化 

当社は、財務体質の毀損の事前解消及び財務基盤の強化を図るため、提出日現在で第三者割当増資

による第１種優先株式を1,000株、第２種優先株式を2,000株発行しております。当該優先株式には、

普通株式への転換請求権が付与されております。当該優先株式が普通株式へ転換された場合には株式

の希薄化が起こり、株価に影響を及ぼす可能性があります。 

  

－8－

富士通コンポーネント㈱(6719)　平成23年３月期　決算短信



当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社、親会社、子会社12社で構成され、リレー等の電

磁部品、コネクタ等の接続部品及びキーボード等の入出力部品並びにその他電気応用機器の製造販売を

主な内容としております。 

当該企業グループの事業に係る位置付けと、事業系統図は、次のとおりであります。 

  

 

※前連結会計年度まで持分法を適用しておりました富晶通科技股份有限公司につきましては、期中は持

分法を適用しておりましたが、同社に対し重要な影響を与えることができなくなったため、当連結会

計年度末で持分法適用関連会社から除外しております。 

２．企業集団の状況
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＜経営理念＞ 

当社グループは、お客様のタイムリーな商品価値向上にお役に立つビジネスパートナーとして「高

信頼高品質」、「技術提案力」、「コスト競争力」の継続的提供と環境・社会への貢献を図り、利益

と成長を実現してまいります。 

  

＜経営方針＞ 

当社グループは、信頼に応えられるオンリーワン企業を目指すため、お客様へ差別化商品の提供に

よる信頼と支持を獲得し、オープンでフェアな環境を整備し、チームワークと自己実現の徹底を図

り、株主様の利益を守り、企業価値を高めてまいります。 

  

当社は、企業の基礎力である収益性の改善を通じて、売上変動の想定される環境下においても着実に

収益を確保できる企業体質に転換し、さらにその収益により着実に事業の規模を維持・拡大していくこ

とで、お客様、従業員、株主の皆様といったステークホルダーに報いてまいりたいと考えております。

この実現に向けて当社は、次の２点に注力し当社の維持、成長に努めてまいります。 

①既存製品の強化 

現在投入している既存製品について、今後の成長性、収益性に照らしながら将来の成長分野へ振り

向けるべきものについて、積極的な資本投下とともにリソースのシフトを推進してまいります。ま

た、収益基盤となる既存製品については各製造拠点の企業基礎力の強化及び生産性のさらなる改善を

通じて、収益力の一層の強化を図ってまいります。 

  

②成長市場への開発・製造リソースの転換・強化 

近年、省エネや環境負荷の低減といったテーマは、太陽光発電、電気自動車、スマートメーター、

直流給電といった新たな成長市場を生み、当社の提供する製品もこうしたお客様のグリーンソリュー

ションの実現を支え、これまで以上にその用途を拡大しております。当社は、今後こうしたアプリケ

ーション拡大が見込める市場に対しタイムリーに開発・製造リソースの転換強化を推進してまいりま

す。 

また、近年の傾向としてお客様の戦略として日本、アメリカ、ヨーロッパにおけるデザインインと

アジアにおけるプロダクトインといった傾向が顕著となっているほか、アジア地域の経済成長に伴い

アジア自体にも新興市場が拡大しており、海外のお客様への拡販の重要性が高まっています。こうし

た中、当社は、強みである設計から製造・販売が可能な体制を強化し、お客様の成長戦略や地域の発

展状況に照らしながら市場成長を上回る拡販体制を構築・推進してまいります。 

  

３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

（２）中長期的な会社の経営戦略
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新技術による市場ニーズの変化・多様化への迅速な対応、グローバルな企業競争による価格競争の激

化など、当社グループを取り巻く経営環境は、ますます厳しさを増しております。 

当社グループは、以下を重点課題として取組んでおります。 

  

①市場ニーズに合った製品の開発・製造 

開発・製造・品質保証体制を子会社まで含め、一貫して管理する組織としており、コンポーネント

事業に必要なスピードと柔軟性がより一層発揮できる体制となっております。これにより、新製品の

開発と顧客へのサービスのきめ細やかな対応が図れ、グループ全体での競争力の強化、資本効率等の

メリットをさらに追求してまいります。 

  

②内部統制の強化 

当社グループの企業価値の持続的向上を図るため、経営の効率性を追求するとともに、事業活動よ

り生じるリスクをコントロールすることが必要であります。このため、コーポレート・ガバナンスの

強化が不可欠であるとの基本認識のもと、内部統制を強化してまいります。 

  

③環境に配慮した製品の開発・製造 

当社グループは「環境を大切に、より良い企業活動を行うこと」を理念として、環境に配慮した製

品の開発・製造に取組んでまいります。 

  

当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を特に定めてお

りません。 

なお、当社は、法令・定款遵守を含むコンプライアンスの基本理念として、富士通グループ及び当社

グループで定められた共通の行動の原理・原則「FUJITSU Way」及び「富士通コンポーネントグループ

ミッション」に基づく企業運営が株主の皆様の利益に資するものと判断しております。 

また、会社の支配に関する基本方針の在り方については、重要な経営課題のひとつであると認識して

おり、今後も「FUJITSU Way」及び「富士通コンポーネントグループミッション」を基本に、その具体

的な取組み内容について、関係当局の見解や判断、社会動向を注視しつつ継続して検討を行ってまいり

ます。 

  

（３）会社の対処すべき課題
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４．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
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,565 1,029

受取手形及び売掛金 11,164 11,045

商品及び製品 2,038 2,925

仕掛品 343 454

原材料及び貯蔵品 655 701

その他 445 501

貸倒引当金 △229 △35

流動資産合計 15,983 16,621

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 ※2 10,294 ※2 10,137

減価償却累計額 △7,643 △7,703

減損損失累計額 △48 △7

建物及び構築物（純額） 2,603 2,427

機械装置及び運搬具 13,489 14,345

減価償却累計額 △10,147 △10,551

減損損失累計額 △252 △210

機械装置及び運搬具（純額） 3,088 3,583

工具、器具及び備品 9,617 9,687

減価償却累計額 △8,140 △8,327

減損損失累計額 △369 △348

工具、器具及び備品（純額） 1,107 1,011

土地 ※2, ※3 3,957 ※2, ※3 3,957

建設仮勘定 435 393

有形固定資産合計 11,193 11,373

無形固定資産

ソフトウエア 261 506

その他 438 346

無形固定資産合計 699 853

投資その他の資産

投資有価証券 ※1 412 ※1 1,121

その他 268 278

貸倒引当金 △65 △61

投資その他の資産合計 615 1,338

固定資産合計 12,509 13,566

資産合計 28,492 30,187
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,886 8,860

短期借入金 10,581 13,680

リース債務 225 169

未払法人税等 53 105

未払金 86 102

未払費用 1,335 1,532

その他 393 626

流動負債合計 20,563 25,078

固定負債

長期借入金 3,006 4

リース債務 259 229

繰延税金負債 － 267

退職給付引当金 3,017 2,793

役員退職慰労引当金 219 230

障害対応費用引当金 87 100

再評価に係る繰延税金負債 ※3 575 ※3 575

その他 209 217

固定負債合計 7,374 4,419

負債合計 27,937 29,497

純資産の部

株主資本

資本金 6,764 6,764

資本剰余金 6,680 6,680

利益剰余金 △12,653 △12,794

自己株式 △25 △25

株主資本合計 765 624

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 － 439

土地再評価差額金 ※3 778 ※3 845

為替換算調整勘定 △988 △1,219

その他の包括利益累計額合計 △210 65

純資産合計 555 689

負債純資産合計 28,492 30,187
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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 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
 至 平成23年３月31日)

売上高 34,972 40,130

売上原価 ※2, ※10 28,582 ※2, ※10 31,663

売上総利益 6,390 8,467

販売費及び一般管理費 ※1, ※2 8,920 ※1, ※2 8,247

営業利益又は営業損失（△） △2,530 220

営業外収益

受取利息及び配当金 8 4

受取ロイヤリティー 70 82

持分法による投資利益 24 －

助成金収入 117 －

受取補償金 － 26

貸倒引当金戻入額 － 26

その他 80 119

営業外収益合計 302 259

営業外費用

支払利息 191 202

為替差損 125 145

退職給付会計基準変更時差異の処理額 230 －

その他 91 168

営業外費用合計 638 515

経常損失（△） △2,866 △35

特別利益

事業構造改善引当金戻入額 ※3 336 －

貸倒引当金戻入額 19 －

投資有価証券売却益 － ※6 102

持分変動利益 － ※7 66

特別利益合計 355 169

特別損失

事業構造改善費用 ※4 29 －

投資有価証券評価損 ※5 36 ※5 12

災害による損失 － ※8 6

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － ※9 29

特別損失合計 66 49

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
（△）

△2,578 84

法人税、住民税及び事業税 41 151

法人税等調整額 3 △48

法人税等合計 45 103

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △18

当期純損失（△） △2,623 △18
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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 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △18

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 － 439

為替換算調整勘定 － △230

その他の包括利益合計 － ※2 208

包括利益 － ※1 189

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 － 189

少数株主に係る包括利益 － －
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（３）連結株主資本等変動計算書

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 5,764 6,764

当期変動額

新株の発行 1,000 －

当期変動額合計 1,000 －

当期末残高 6,764 6,764

資本剰余金

前期末残高 5,680 6,680

当期変動額

新株の発行 1,000 －

当期変動額合計 1,000 －

当期末残高 6,680 6,680

利益剰余金

前期末残高 △10,030 △12,653

当期変動額

当期純損失（△） △2,623 △18

持分法の適用範囲の変動 － △54

土地再評価差額金の取崩 － △67

当期変動額合計 △2,623 △141

当期末残高 △12,653 △12,794

自己株式

前期末残高 △25 △25

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 △25 △25

株主資本合計

前期末残高 1,389 765

当期変動額

新株の発行 2,000 －

当期純損失（△） △2,623 △18

持分法の適用範囲の変動 － △54

土地再評価差額金の取崩 － △67

当期変動額合計 △623 △141

当期末残高 765 624
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
 至 平成23年３月31日)

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

前期末残高 － －

当期変動額

純資産の部に直接計上されたその他有価
証券評価差額金の増減

－ 439

当期変動額合計 － 439

当期末残高 － 439

土地再評価差額金

前期末残高 778 778

当期変動額

土地再評価差額金の取崩 － 67

当期変動額合計 － 67

当期末残高 778 845

為替換算調整勘定

前期末残高 △995 △988

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

6 △230

当期変動額合計 6 △230

当期末残高 △988 △1,219

その他の包括利益累計額合計

前期末残高 △217 △210

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

6 △230

純資産の部に直接計上されたその他有価
証券評価差額金の増減

－ 439

土地再評価差額金の取崩 － 67

当期変動額合計 6 275

当期末残高 △210 65

純資産合計

前期末残高 1,172 555

当期変動額

新株の発行 2,000 －

当期純損失（△） △2,623 △18

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6 △230

持分法の適用範囲の変動 － △54

純資産の部に直接計上されたその他有価証券評
価差額金の増減

－ 439

土地再評価差額金の取崩 － －

当期変動額合計 △616 134

当期末残高 555 689
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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 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23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又は税金等調整前当期
純損失（△）

△2,578 84

減価償却費 2,086 1,897

貸倒引当金の増減額（△は減少） △17 △178

受取利息及び受取配当金 △8 △4

支払利息 191 202

持分法による投資損益（△は益） △24 51

売上債権の増減額（△は増加） △4,408 △410

たな卸資産の増減額（△は増加） 272 △1,206

仕入債務の増減額（△は減少） 2,044 1,531

投資有価証券売却損益（△は益） △4 △102

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 20 11

退職給付引当金の増減額（△は減少） 284 △224

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） △532 －

障害対応費用引当金の増減額（△は減少） 87 13

投資有価証券評価損益（△は益） 36 12

持分変動損益（△は益） － △66

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 29

その他の流動資産の増減額（△は増加） △132 △119

その他の流動負債の増減額（△は減少） 224 422

その他の固定負債の増減額（△は減少） 48 △20

その他 21 △2

小計 △2,389 1,920

利息及び配当金の受取額 7 5

利息の支払額 △191 △202

法人税等の支払額 △54 △45

法人税等の還付額 2 0

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,625 1,678

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △1,173 △1,886

有形固定資産の売却による収入 74 39

投資有価証券の売却による収入 42 162

無形固定資産の取得による支出 △124 △293

その他 8 △7

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,172 △1,986

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △3 －

株式の発行による収入 2,000 －

配当金の支払額 0 －

短期借入金の純増減額（△は減少） 2,253 95

リース債務の返済による支出 △297 △235

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,953 △139

現金及び現金同等物に係る換算差額 △33 △88

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 120 △535

現金及び現金同等物の期首残高 1,444 1,565

現金及び現金同等物の期末残高 1,565 1,029
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該当事項はありません。 

  

  

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数…14社 (1) 連結子会社の数…12社

主要な連結子会社の名称 主要な連結子会社の名称

株式会社しなの富士通 

宮崎富士通コンポーネント 

株式会社 

FUJITSU COMPONENT 

(MALAYSIA) SDN.BHD. 

富士通電子零件(常州) 

有限公司 

千曲通信工業株式会社 

株式会社高見澤電機製作所 

FUJITSU COMPONENTS  

AMERICA, INC. 

FUJITSU COMPONENTS  

ASIA PTE LTD. 

FUJITSU COMPONENTS  

EUROPE B.V.

同左

前連結会計年度において連結子

会社であった戸隠電子株式会社、

株式会社栃木テックは、事業再編

に伴い平成22年11月１日付で株式

会社しなの富士通に吸収合併して

おります。

(2) 非連結子会社の名称等 (2) 非連結子会社の名称等

青島光和精工有限公司 同左

連結の範囲から除いた理由

当該非連結子会社は、小規模で

あり、合計の総資産、売上高、当

期純利益及び利益剰余金等は、い

ずれも連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていないため、連結の範

囲から除いております。

２ 持分法の適用に関する事

項

持分法を適用した関連会社は１社であ

ります。

富晶通科技股份有限公司

なお、決算日が連結決算日と異なるた

め、同社の事業年度に係る財務諸表を

使用しております。

前連結会計年度まで持分法を適用し

ておりました富晶通科技股份有限公司

につきましては、期中は持分法を適用

しておりましたが、同社に対し重要な

影響を与えることができなくなったた

め、当連結会計年度末で持分法適用関

連会社から除外しております。

非連結子会社である青島光和精工有

限公司は、小規模であり、合計の総資

産、売上高、当期純利益及び利益剰余

金等は、いずれも連結財務諸表に重要

な影響を及ぼしていないため、持分法

の適用から除いております。

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社のうち、以下の会社を除

き、決算日は３月31日であります。

同左

富士通電子零件(常州)有限公司

富士通電子零件(上海)有限公司

上記の会社の決算日は12月31日であ

り、連結財務諸表の作成に当たって

は、連結決算日に正規の決算に準ずる

手続きによる決算を行い連結しており

ます。

４ 会計処理基準に関する事

項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法

①有価証券の評価基準及び評価方法 ①有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券 その他有価証券

時価のあるもの 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)を採

用しております。

同左

時価のないもの 時価のないもの

移動平均法による原価法 同左

②デリバティブの評価基準及び評価

方法

時価法を採用しております。

②デリバティブの評価基準及び評価

方法

同左

③たな卸資産の評価基準及び評価方

法

③たな卸資産の評価基準及び評価方

法

評価基準は原価法（収益性の低

下による簿価切下げの方法）によ

っております。

同左

(イ)商品及び製品 (イ)商品及び製品

主として移動平均法 同左

(ロ)仕掛品・貯蔵品 (ロ)仕掛品・貯蔵品

主として個別法又は総平均法 同左

(ハ)原材料 (ハ)原材料

主として移動平均法 同左

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法

①有形固定資産（リース資産を除

く）

①有形固定資産（リース資産を除

く）

定額法によっております。

減価償却費の計算には見積耐用

年数を使用しています。

なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

建物及び構築物 ２～50年

機械装置及び運搬具 ４～10年

工具器具備品 ２～10年

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

②無形固定資産（リース資産を除

く）

②無形固定資産（リース資産を除

く）

主として定額法によっておりま

す。なお、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。

同左

③リース資産 ③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リー

スに係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残

存価額をゼロとして算定する定額

法によっております。

所有権移転外ファイナンス・リー

スに係るリース資産

同左

(3) 重要な引当金の計上基準 (3) 重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金 ①貸倒引当金

売上債権等の貸倒損失に備える

ため、一般債権については貸倒の

実績等を勘案した繰入率により、

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。

同左

②退職給付引当金 ②退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における退

職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当連結会計年度末にお

いて発生していると認められる額

を計上しております。

同左

(イ)会計基準の変更に伴う差異の

処理年数

―――――――――――――

…10年

(ロ)過去勤務債務の処理方法 (イ)過去勤務債務の処理方法

…定額法(10年) 同左

(ハ)数理計算上の差異の処理方法 (ロ)数理計算上の差異の処理方法

…定額法(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)

同左

（会計方針の変更） ―――――――――――――

当連結会計年度から「退職給付に係

る会計基準」の一部改正（その３）

（企業会計基準第19号 平成20年７月

31日）を適用しております。

当該変更による営業損失、経常損失

及び税金等調整前当期純損失への影響

はありません。
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項目
前連結会計年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

③役員退職慰労引当金 ③役員退職慰労引当金

在外子会社を除き、役員の退職

慰労金の支出に備えて、内規によ

る必要額を計上しております。

同左

④障害対応費用引当金 ④障害対応費用引当金

過去2年以上前までに販売した

タッチパネル製品で、一部お客様

商品において不具合が発生し、お

客様での交換に要するタッチパネ

ルを無償提供するために、今後発

生が見込まれる費用について合理

的に見積もれるものについて見積

額を計上しております。

過去3年以上前までに販売した

タッチパネル製品で、一部お客様

商品において不具合が発生し、お

客様での交換に要するタッチパネ

ルを無償提供するために、今後発

生が見込まれる費用について合理

的に見積もれるものについて見積

額を計上しております。

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本

邦通貨への換算基準

(4) 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、連結決

算日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

社等の資産及び負債は、連結決算

日の直物為替相場により円貨に換

算し、収益及び費用は期中平均相

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

整勘定に含めて表示しておりま

す。

同左

(5) 重要なヘッジ会計の方法 (5) 重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法

先物為替予約取引については原

則的処理を採用しております。な

お、金利スワップについては特例

処理の要件を満たしている場合は

特例処理を採用しております。

同左

②ヘッジ手段とヘッジ対象 ②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 

…為替予約及び金利スワップ 

ヘッジ対象 

…外貨建売掛金及び借入金利息

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

③ヘッジ方針 ③ヘッジ方針

通貨関連における先物為替予約

取引は、外貨建売掛金の為替変動

リスクを回避するためのものであ

るため、外貨建売掛金の範囲内で

行うこととしております。また、

金利関連における金利スワップ取

引についても金利の変動によるリ

スク回避を目的としており、投機

目的やトレーディング目的でこれ

らの取引を行わないこととしてお

ります。

同左

④ヘッジの有効性の評価 ④ヘッジの有効性の評価

当社グループは、当社が定めた

デリバティブ取引に関する所定の

ルールに基づいて取引を行い、ヘ

ッジの有効性の判定を含めて管理

を行っております。

同左

――――――――――――――― (6) 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

する短期投資からなっておりま

す。

(6) 消費税等の会計処理

当社及び国内子会社の消費税及

び地方消費税の会計処理は、税抜

方式によっております。

(7) 消費税等の会計処理

同左

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価に

ついては、全面時価評価法を採用して

おります。

―――――――――――――――

６ 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

到来する短期投資からなっておりま

す。

―――――――――――――――
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（７）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

会計方針の変更

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

  ――――――――――――――――――――― (資産除去債務に関する会計基準等)

 当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計基

準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び

「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用して

おります。

これによる当連結会計年度の営業利益、経常損失に与

える影響は軽微であり、税金等調整前当期純利益は29百

万円減少しております。なお、当会計基準等の適用開始

による資産除去債務の変動額は38百万円であります。

表示方法の変更

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

(連結損益計算書) (連結損益計算書)

前連結会計年度において、「その他」に含めて表示し

ておりました、助成金収入(前連結会計年度2百万円)

は、営業外収益の100分の10超となったため、当連結会

計年度より区分掲記しております。

前連結会計年度において、営業外収益の「その他」に

含めていた「受取補償金」(前連結会計年度4百万円)

は、営業外収益の100分の10超となったため、当連結会

計年度より区分掲記しております。

前連結会計年度において、営業外収益の「その他」に

含めていた「貸倒引当金戻入額」(前連結会計年度4百万

円)は、営業外収益の100分の10超となったため、当連結

会計年度より区分掲記しております。

当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会計基

準」 （企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基

づき、財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平

成21年３月24日 内閣府令第５号）を適用し、「少数株

主損益調整前当期純損失」の科目を表示しております。

追加情報

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

 ――――――――――――――――――――――― 当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適

用しております。ただし、「その他の包括利益累計額」

及び「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度

の金額は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額

等合計」の金額を記載しております。
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（８）連結財務諸表に関する注記事項

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成22年３月31日)

当連結会計年度 
(平成23年３月31日)

※１ 非連結子会社株式及び関連会社に対するものは次

のとおりであります。

投資有価証券(株式) 366百万円

※１ 非連結子会社株式に対するものは次のとおりであ

ります。

投資有価証券(株式) 9百万円

※２ 担保に供している資産

建物及び構築物 747百万円

土地 1,594百万円

計 2,342百万円

※２ 担保に供している資産

建物及び構築物 695百万円

土地 1,594百万円

計 2,289百万円

 

※３ 土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公

布法律第34号)及び土地の再評価に関する法律の

一部を改正する法律(平成13年３月31日公布法律

第19号)に基づき、一部国内連結子会社において

事業用土地の再評価を行い、再評価差額について

は、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に

係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、こ

れを控除した金額を「土地再評価差額金」として

純資産の部に計上しております。

同法律第３条第３項に定める再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３

月31日公布政令第119号)第２条第４号に定める

路線価に合理的な調整を行って算出しておりま

す。

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価を行った土地の当期
末における時価と再評価後
の帳簿価額との差額

△702百万円

 

※３ 土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公

布法律第34号)及び土地の再評価に関する法律の

一部を改正する法律(平成13年３月31日公布法律

第19号)に基づき、一部国内連結子会社において

事業用土地の再評価を行い、再評価差額について

は、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に

係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、こ

れを控除した金額を「土地再評価差額金」として

純資産の部に計上しております。

同法律第３条第３項に定める再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３

月31日公布政令第119号)第２条第４号に定める

路線価に合理的な調整を行って算出しておりま

す。

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価を行った土地の当期
末における時価と再評価後
の帳簿価額との差額

△710百万円
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※１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

 
  

※２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

 
  

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目は次のと

おりであります。

給与手当 1,990百万円

賞与手当 142

商品修理費 643

物流費 605

退職給付費用 155

役員退職慰労引当金繰入額 44

研究開発費 2,059

その他 3,279

計 8,920

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目は次のと

おりであります。

給与手当 1,866百万円

賞与手当 200

商品修理費 218

物流費 722

退職給付費用 137

役員退職慰労引当金繰入額 43

研究開発費 1,951

その他 3,106

計 8,247

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は、2,071百万円であります。

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は、1,961百万円であります。

※３ 海外製造拠点の再編計画中止等に伴う事業構造改

善引当金の精算によるものであります。

※３ ―――――――――――――――――――――

※４ 割増退職金及び事務所閉鎖費用によるものであり

ます。

※４ ―――――――――――――――――――――

※５ 保有有価証券の減損処理によるものであります。 ※５ 保有有価証券の減損処理によるものであります。

※６ ――――――――――――――――――――― ※６ 富晶通科技股份有限公司株式の売却によるもので

あります。

※７ ――――――――――――――――――――― ※７ 富晶通科技股份有限公司に対する持分変動に伴う

ものであります。

※８ ――――――――――――――――――――― ※８ 東日本大震災によるものであります。

※９ ――――――――――――――――――――― ※９ 資産除去債務の過去遡及計上による損失でありま

す。

※10 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の

金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に

含まれております。

8百万円

※10 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の

金額であり、次の簿価切下げ額の戻入額が売上原

価に含まれております。

15百万円

(連結包括利益計算書関係)

当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日)

親会社株主に係る包括利益 △2,616 百万円

少数株主にかかる包括利益 ― 〃

計 △2,616 百万円

為替換算調整勘定 6 百万円

計 6 百万円
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(変動事由の概要) 

第２種優先株式の減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

新株の発行による増加   2,000株 

  

 
(変動事由の概要) 

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(1) 配当金支払額 

    該当事項はありません。 

  

(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 

    該当事項はありません。 

  

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 69,269.00 ― ― 69,269.00

第１種優先株式(株) 1,000.00 ― ― 1,000.00

第２種優先株式(株) ― 2,000.00 ― 2,000.00

合計(株) 70,269.00 2,000.00 ― 72,269.00

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 277.00 ― ― 277.00

合計(株) 277.00 ― ― 277.00

３ 新株予約権等に関する事項

４ 配当に関する事項

－27－

富士通コンポーネント㈱(6719)　平成23年３月期　決算短信



  

 
(変動事由の概要) 

該当事項はありません。 

  

 
(変動事由の概要) 

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(1) 配当金支払額 

    該当事項はありません。 

  

(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 

    該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日)

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 69,269.00 ― ― 69,269.00

第１種優先株式(株) 1,000.00 ― ― 1,000.00

第２種優先株式(株) 2,000.00 ― ― 2,000.00

合計(株) 72,269.00 ― ― 72,269.00

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 277.00 ― ― 277.00

合計(株) 277.00 ― ― 277.00

３ 新株予約権等に関する事項

４ 配当に関する事項

－28－

富士通コンポーネント㈱(6719)　平成23年３月期　決算短信



  

 
  

  

 
  

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

 

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

(平成22年３月31日)

現金及び預金勘定 1,565百万円

現金及び現金同等物 1,565百万円
 

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

(平成23年３月31日)

現金及び預金勘定 1,029百万円

現金及び現金同等物 1,029百万円

(リース取引関係)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

ファイナンス・リース取引

(1) 所有権移転ファイナンス・リース取引

該当事項は、ありません。

同左

(2) 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、製造設備及び電子計算機等で

あります。

・無形固定資産

生産管理用ソフトウェアであります。

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、残存価額をゼ

ロとして算定する定額法によっておりま

す。
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前連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

  

(追加情報) 

当連結会計年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年３月10日）及

び「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 平成20年３月10日）

を適用しております。 

  

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、電子部品の製造販売事業を行うための事業計画に照らして、必要な資金を調達

しております。短期的な運転資金を主に銀行借入により調達しております。デリバティブは、為替

動向や金利の動向でリスクが急増すると思われる状況が現れた場合、実需の範囲内で外貨建売掛債

権の為替変動リスクや借入金の金利変動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。また、為替動向によっては為替リスク回避目的で外貨建ての借入を行う場

合があります。 

  

(2) 金融商品の内容及びリスク 

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、グローバ

ルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されて

いますが、外貨建売掛債権の範囲内で先物為替予約を利用してヘッジしております。 

有価証券及び投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、

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買掛金は、そのほとんどが１年以内の支払期日であります。また、

その一部には原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております

が、恒常的に同じ外貨建ての売掛金の範囲内にあります。 

借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則として５年

以内)及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達です。変

動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されていますが、このうち長期のものについては、リス

クが急増すると思われる状況が現れた場合、実需の範囲内で支払金利の変動リスクを回避し支払利

息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段とし

て利用しております。また、為替動向によっては為替リスク回避目的で外貨建ての借入を行う場合

があります。 

デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的と

した先物為替予約取引、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利

スワップ取引で、いずれもリスクが急増すると思われる状況が現れた場合、実需の範囲内で行うこ

ととしております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有

効性の評価方法等については、前述の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載

されている「４ 会計処理基準に関する事項 (5) 重要なヘッジ会計の方法」をご覧下さい。 

  

(金融商品関係)
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(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、売掛債権管理規程に従い、営業債権について、各営業部が取引先の状況を定期的にモニ

タリングし、取引相手ごとに期日及び残高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。連結子会社についても、当社の売掛債権管理規程に準じて

同様の管理を行っております。 

デリバティブ取引の利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、信用度の高い金融機関と

のみ取引を行っております。 

当期の連結決算日現在における 大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の貸借対照

表価額により表されています。 

  

②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理 

当社及び一部の連結子会社は、外貨建ての営業債権債務について、通貨別月別に把握された為替

の変動リスクに対して、原則として外貨建ての借入金や先物為替予約を利用してヘッジしておりま

す。なお、為替相場の状況により、外貨建債権債務の実需の範囲内で確実に発生すると見込まれる

外貨建債権債務に対する先物為替予約を行っております。また、当社は、リスクが急増すると思わ

れる状況が現れた場合、借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、金利スワップ取引

を利用しております。 

有価証券及び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、また、満期保有目的の債券以外のものについては、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。 

デリバティブ取引に係る取引の実行及び管理は経理部で行っております。先物為替予約取引及び

金利スワップ取引のいずれにおいても、実需原則に則って、所定のルールに従って取引を行ってお

り、為替持高及び予約状況等の報告を担当役員及び取締役会等に随時行っております。 

  

(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もあります。また、「デリバティブ取引

関係」注記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 

平成22年３月31日における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。） 
(単位：百万円) 

 
(※１)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目に

ついては、()で示しております。 

  

(注１) 金融商品の時価の算定方法及びデリバティブ取引に関する事項 

資産 

(1) 現金及び預金 

預金は全て短期であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており

ます。 

  

(2) 受取手形及び売掛金 

これらは全て短期で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によ

っております。 

  

連結貸借対照表
計上額

時価 差額

(1)現金及び預金 1,565 1,565 ―

(2)受取手形及び売掛金 11,164 11,164 ―

資産計 12,729 12,729 ―

(1)支払手形及び買掛金 7,886 7,886 ―

(2)短期借入金 10,581 10,581 ―

(3)長期借入金 3,006 3,010 3

(4)リース債務 485 483 △1

負債計 21,959 21,961 2

デリバティブ取引(※１)

 ヘッジ会計が適用されていないもの (3) (3) ―

デリバティブ取引計 (3) (3) ―
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負債 

(1) 支払手形及び買掛金、並びに(2) 短期借入金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ

ております。 

  

(3) 長期借入金及び(4) リース債務 

これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入又は、リース取引を行った場合

に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。 

  

デリバティブ取引 

「デリバティブ取引関係」注記を参照ください。 

  

(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) 

 
上記については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もるには過大なコストを要

すると見込まれます。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るため、

時価の開示は行っておりません。 

  

(注３) 金銭債権の連結決算日後の償還予定額 

(単位：百万円) 

 
  

(注４) 長期借入金、リース債務の連結決算日後の返済予定額 

(単位：百万円) 

 
  

区分 連結貸借対照表計上額

非上場株式 412

１年以内
１年超
５年以内

５年超 
10年以内

10年超

現金及び預金 1,565 ― ― ―

受取手形及び売掛金 11,164 ― ― ―

合計 12,729 ― ― ―

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

長期借入金 1 3,001 0 0 0 2

リース債務 225 145 75 32 5 ―

合計 226 3,146 76 33 6 2
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当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

  

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、電子部品の製造販売事業を行うための事業計画に照らして、必要な資金を調達

しております。短期的な運転資金を主に銀行借入により調達しております。デリバティブは、為替

動向や金利の動向でリスクが急増すると思われる状況が現れた場合、実需の範囲内で外貨建売掛債

権の為替変動リスクや借入金の金利変動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。また、為替動向によっては為替リスク回避目的で外貨建ての借入を行う場

合があります。 

  

(2) 金融商品の内容及びリスク 

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、グローバ

ルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されて

いますが、外貨建売掛債権の範囲内で先物為替予約を利用してヘッジしております。 

有価証券及び投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、

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買掛金は、そのほとんどが１年以内の支払期日であります。また、

その一部には原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております

が、恒常的に同じ外貨建ての売掛金の範囲内にあります。 

借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則として５年

以内)及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達です。変

動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されていますが、このうち長期のものについては、リス

クが急増すると思われる状況が現れた場合、実需の範囲内で支払金利の変動リスクを回避し支払利

息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段とし

て利用しております。また、為替動向によっては為替リスク回避目的で外貨建ての借入を行う場合

があります。 

デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的と

した先物為替予約取引、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利

スワップ取引で、いずれもリスクが急増すると思われる状況が現れた場合、実需の範囲内で行うこ

ととしております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有

効性の評価方法等については、前述の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載

されている「４ 会計処理基準に関する事項 (5) 重要なヘッジ会計の方法」をご覧下さい。 
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(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、売掛債権管理規程に従い、営業債権について、各営業部が取引先の状況を定期的にモニ

タリングし、取引相手ごとに期日及び残高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。連結子会社についても、当社の売掛債権管理規程に準じて

同様の管理を行っております。 

デリバティブ取引の利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、信用度の高い金融機関と

のみ取引を行っております。 

当期の連結決算日現在における 大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の貸借対照

表価額により表されています。 

  

②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理 

当社及び一部の連結子会社は、外貨建ての営業債権債務について、通貨別月別に把握された為替

の変動リスクに対して、原則として外貨建ての借入金や先物為替予約を利用してヘッジしておりま

す。なお、為替相場の状況により、外貨建債権債務の実需の範囲内で確実に発生すると見込まれる

外貨建債権債務に対する先物為替予約を行っております。また、当社は、リスクが急増すると思わ

れる状況が現れた場合、借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、金利スワップ取引

を利用しております。 

有価証券及び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、また、満期保有目的の債券以外のものについては、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。 

デリバティブ取引に係る取引の実行及び管理は経理部で行っております。先物為替予約取引及び

金利スワップ取引のいずれにおいても、実需原則に則って、所定のルールに従って取引を行ってお

り、為替持高及び予約状況等の報告を担当役員及び取締役会等に随時行っております。 

  

(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もあります。また、「デリバティブ取引

関係」注記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 

平成23年３月31日における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。） 
(単位：百万円) 

 
(※１)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目に

ついては、()で示しております。 

  

(注１) 金融商品の時価の算定方法及びデリバティブ取引に関する事項 

資産 

(1) 現金及び預金 

預金は全て短期であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており

ます。 

  

(2) 受取手形及び売掛金 

これらは全て短期で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によ

っております。 

  

(3) 投資有価証券 

投資有価証券の時価については、株式は取引所の価格によっており、債権は取引金融機関から提

示された価格又は取引所の価格によっております。その他有価証券のうち、短期間で決済されるも

のは、時価は帳簿価格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。また、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。 

連結貸借対照表
計上額

時価 差額

(1)現金及び預金 1,029 1,029 ―

(2)受取手形及び売掛金 11,045 11,045 ―

(3)投資有価証券

  その他有価証券 1,078 1,078 ―

資産計 13,153 13,153 ―

(1)支払手形及び買掛金 8,860 8,860 ―

(2)短期借入金 10,679 10,679 ―

(3)一年内返済予定の長期借入金 3,001 3,001 ―

(4)長期借入金 4 4 △0

(5)リース債務 398 399 0

負債計 22,944 22,945 0

デリバティブ取引(※１)

 ヘッジ会計が適用されていないもの (21) (21) ―

デリバティブ取引計 (21) (21) ―
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負債 

(1) 支払手形及び買掛金、(2) 短期借入金、並びに(3) 一年内返済予定の長期借入金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ

ております。 

  

(4) 長期借入金及び(5) リース債務 

これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入又は、リース取引を行った場合

に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。 

  

デリバティブ取引 

「デリバティブ取引関係」注記を参照ください。 

  

(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) 

 
上記については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もるには過大なコストを要

すると見込まれます。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るため、

時価の開示は行っておりません。 

  

(注３) 金銭債権の連結決算日後の償還予定額 

(単位：百万円) 

 
  

(注４) 長期借入金、リース債務の連結決算日後の返済予定額 

(単位：百万円) 

 
  

区分 連結貸借対照表計上額

非上場株式 33

１年以内
１年超
５年以内

５年超 
10年以内

10年超

現金及び預金 1,029 ― ― ―

受取手形及び売掛金 11,045 ― ― ―

合計 12,074 ― ― ―

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

長期借入金 3,001 0 0 0 0 1

リース債務 169 100 57 30 25 15

合計 3,170 100 58 31 26 16
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(単位：百万円) 

 
  

(有価証券関係)

前連結会計年度

１．満期保有目的の債券（平成22年３月31日）

２．その他有価証券（平成22年３月31日）

３．連結会計年度中に売却したその他有価証券（平成22年３月31日）

区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

株式 42 4 ―

債券 ― ― ―

その他 ― ― ―

合計 42 4 ―
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該当事項はありません。 

  

(単位：百万円) 

 
  

(単位：百万円) 

 
  

当連結会計年度

１．満期保有目的の債券（平成23年３月31日）

２．その他有価証券（平成23年３月31日）

区分 連結貸借対照表計上額 取得原価 差額

連結貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの

① 株式 1,078 338 739

② 債券 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

小計 1,078 338 739

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 ― ― ―

② 債券 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

小計 ― ― ―

合計 1,078 338 739

３．連結会計年度中に売却したその他有価証券（平成23年３月31日）

区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

株式 162 102 ―

債券 ― ― ―

その他 ― ― ―

合計 162 102 ―
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通貨関連 

(単位：百万円) 

 
(注) １ 時価の算定方法は、先物為替相場によっております。 

２ 為替予約取引の時価については、契約で定められた受渡額に対応する時価を記載しておりましたが、当連結

会計年度より契約で定められた受渡額に対応する時価と受渡額との差額を記載しております。この変更は、

「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 平成20年３月10日)の適用に

伴い、「(金融商品関係) 2.金融商品の時価等に関する事項」との整合性を図ることを目的としておりま

す。 

  

通貨関連 

(単位：百万円) 

 
(注) 時価の算定方法は、先物為替相場によっております。 

  

(デリバティブ取引関係)

前連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

種類 契約額等
契約額等のうち

１年超
時価 評価損益

市場取引 
以外の取引

為替予約取引

 売建

  米ドル 1,395 ― 2 2

  ユーロ 855 ― △6 △6

合計 2,250 ― △3 △3

当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日)

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

種類 契約額等
契約額等のうち

１年超
時価 評価損益

市場取引 
以外の取引

為替予約取引

 売建

  米ドル 1,732 ― △12 △12

  ユーロ 343 ― △8 △8

合計 2,075 ― △21 △21
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 前連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

 該当事項はありません。 

  

 当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

 該当事項はありません。 

  

(退職給付関係)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

１ 採用している退職給付制度の概要

当社及び国内連結子会社は確定給付型の制度とし

て、確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を設

けております。また、一部の国内連結子会社では、

適格退職年金制度を設けております。

１ 採用している退職給付制度の概要

同左

２ 退職給付債務に関する事項

① 退職給付債務 △5,966百万円

② 年金資産 2,920

③ 未積立退職給付債務①＋② △3,045

④ 未認識数理計算上の差異 432

⑤ 未認識過去勤務債務
  (債務の減額)

△404

⑥ 退職給付引当金 
  ③＋④＋⑤

△3,017

２ 退職給付債務に関する事項

① 退職給付債務 △6,043百万円

② 年金資産 3,144

③ 未積立退職給付債務①＋② △2,898

④ 未認識数理計算上の差異 417

⑤ 未認識過去勤務債務
  (債務の減額)

△311

⑥ 退職給付引当金
  ③＋④＋⑤

△2,793

３ 退職給付費用に関する事項

① 勤務費用 365百万円

② 利息費用 130

③ 期待運用収益 △74

④ 会計基準変更時差異の 
  費用処理額

230

⑤ 数理計算上の差異の
  費用処理額

61

⑥ 過去勤務債務の費用処理額 △92

⑦ 退職給付費用 621

３ 退職給付費用に関する事項

① 勤務費用 272百万円

② 利息費用 133

③ 期待運用収益 △85

④ 会計基準変更時差異の 
  費用処理額

―

⑤ 数理計算上の差異の
  費用処理額

34

⑥ 過去勤務債務の費用処理額 △92

⑦ 退職給付費用 262

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

① 退職給付見込額の期間配分方法

期間定額基準

② 割引率 2.0～2.5％

③ 期待運用収益率 2.0～3.2％

④ 過去勤務債務の額の処理年数

10年 定額法

⑤ 数理計算上の差異の処理年数

5～17年 定額法

⑥ 会計基準変更時差異の処理年数

10年

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

① 退職給付見込額の期間配分方法

同左

② 割引率 同左

③ 期待運用収益率 同左

④ 過去勤務債務の額の処理年数

同左

⑤ 数理計算上の差異の処理年数

同左

⑥ ―――――――――――――

(ストック・オプション等関係)
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前連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

(税効果会計関係)

前連結会計年度 
(平成22年３月31日)

当連結会計年度 
(平成23年３月31日)

 

 

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

繰延税金資産

 賞与引当金 89百万円

 退職給付引当金 1,246

 減価償却費 349

 繰越欠損金 3,060

 その他 404

 

 繰延税金資産小計 5,150

 評価性引当額 △5,120百万円

 繰延税金資産合計 29

繰延税金負債

 その他 △1百万円

 繰延税金負債合計 △1

繰延税金資産(負債)の純額 28

再評価に係る繰延税金負債

 再評価に係る繰延税金負債 △575百万円

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

法定実効税率 40.59％

（調整）

交際費等永久に損金に算入され
ない項目

0.01

連結子会社との税率差異 5.49

評価性引当額 △1.06

繰越欠損金の税効果 △45.33

その他 △1.46

税効果会計適用後の法人税等の
負担率

△1.76

 

 

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

繰延税金資産

賞与引当金 107百万円

退職給付引当金 1,210

減価償却費 283

繰越欠損金 3,420

その他 286

繰延税金負債との相殺 △35

繰延税金資産小計 5,273

評価性引当額 △5,232百万円

繰延税金資産合計 41

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △300百万円

資産除去債務に対応する
 除去費用

△2

繰延税金資産との相殺 35

繰延税金負債合計 △267

再評価に係る繰延税金負債

再評価に係る繰延税金負債 △575百万円

２ 法定実効税率と税効果適用後の法人税等額の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳
当期純損失のため、注記を省略しております。

(企業結合等関係)
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金額が僅少のため記載を省略しております。 

  

前連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

開示の対象となる賃貸等不動産はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

開示の対象となる賃貸等不動産はありません。 

  

(資産除去債務関係)

(賃貸等不動産関係)
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前連結会計年度において、当社グループは、リレー、コネクタ、入出力デバイス等の分野におい

て、部品及び電子応用の機器を生産販売するエレクトロニクスメーカーとして、単一の事業活動を行

っており、当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。 

  

前連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 
  

 
(注) １ 国又は地域の区分は地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国または地域 

(1) アジア…………中国・マレーシア・シンガポール・タイ・台湾 

(2) 北米……………アメリカ 

(3) ヨーロッパ……フランス・ドイツ・イギリス・オランダ 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、681百万円であり、その主なものは親会社で

の余資運用資金(現預金及び有価証券)、長期投資資金及び管理部門に係る資産等であります。 

  

前連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国または地域 

(1) アジア…………中国・台湾・韓国・インド・マレーシア・シンガポール・タイ 

(2) 北米……………アメリカ・カナダ 

(3) ヨーロッパ……フランス・ドイツ・イギリス・オランダ 

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よる売上高であります。 

  

(セグメント情報等)

(事業の種類別セグメント情報)

(所在地別セグメント情報)

日本 
(百万円)

アジア
(百万円)

北米
(百万円)

ヨーロッパ
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

21,973 6,855 2,284 3,859 34,972 ― 34,972

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

10,558 5,020 276 163 16,018 (16,018) ―

計 32,531 11,876 2,560 4,023 50,991 (16,018) 34,972

営業費用 34,573 12,239 2,634 4,083 53,531 (16,028) 37,502

営業損失(△) △2,041 △363 △74 △60 △2,539 9 △2,530

Ⅱ 資産 26,949 7,688 1,548 1,800 37,986 (9,493) 28,492

(海外売上高)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

アジア 北米 ヨーロッパ 計

海外売上高(百万円) 8,333 2,206 3,445 13,986

連結売上高(百万円) 34,972

連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％)

23.8 6.3 9.9 40.0
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当社グループは、リレー、コネクタ、入出力デバイス等の分野において、部品及び電子応用の機器を

生産販売するエレクトロニクスメーカーとして、単一の事業活動を行っております。 

したがいまして、開示対象となる報告セグメントはありませんので、記載を省略しております。 

  

(追加情報) 

当連結会計年度より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成21年

３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号

平成20年３月21日)を適用しております。 

  

当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

１  製品及びサービスごとの情報 

「６．その他」の「（１）受注及び販売の状況」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 

 
  

(2) 有形固定資産 

 
  

３  主要な顧客ごとの情報 

 
  

(セグメント情報)

(関連情報)

(単位：百万円)

日本 アジア 北米 ヨーロッパ 合計

24,770 8,216 2,759 4,384 40,130

(単位：百万円)

日本 アジア 北米 ヨーロッパ 合計

9,044 2,315 7 7 11,373

(単位：百万円)

顧客の名称又は氏名 売上高

富士通グループ 16,082
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前連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

  

１ 関連当事者との取引 

(1) 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 

 
(注) １ 上記金額のうち、取引金額については消費税等を含まず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２ 富士通㈱との取引 

(1) 取引条件ないし取引条件の決定方針については、一般取引条件と同様に決定しております。 

  

(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 

 
(注) １ 上記金額のうち、取引金額については消費税等を含まず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２ 富士通エレクトロニクス㈱との取引 

(1) 取引条件ないし取引条件の決定方針については、一般取引条件と同様に決定しております。 

３ 富士通マイクロデバイス㈱との取引 

(1) 取引条件ないし取引条件の決定方針については、一般取引条件と同様に決定しております。 

４ 富士通キャピタル㈱との取引 

(1) 取引条件ないし取引条件の決定方針については、一般取引条件と同様に決定しております。 

(2) 資金の借入については、借入利率は市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。 

(3) 買掛金については、当社、当社の仕入先、富士通キャピタル㈱の三社間で基本契約を締結し、ファクタ

リング方式による決済を行っております。 

  

(関連当事者情報)

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 富士通㈱
川崎市 
中原区

324,625

ソフトウェ
ア・サービ
ス、情報処
理および通
信分野の製
品の開発、
製造、販売
およびサー
ビスの提供

(被所有)
直接50.31

当社製品の
販売

当社製品の
販売

2,972 売掛金 1,035

増資の引受
優先株式の
発行

2,000 ― ―

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

富士通エレク
トロニクス㈱

神奈川県
横浜市

3,695

半導体及び
関連ソフト
ウェアの開
発・設 計・
販売並びに
一般電子部
品の販売

―
当社製品の
販売

当社製品の
販売

7,804 売掛金 2,966

同一の
親会社
を持つ
会社

富士通キャピ
タル㈱

東京都 
港区

100

富士通㈱の
国内グルー
プ会社に対
する金銭の
貸付及び運
用

―

資 金 の 調
達・運用委
託他

売掛債権の
売却

5,869 未収入金 34

資金の借入 7,800 短期借入金 10,580

ファクタリ
ング取引

ファクタリ
ング取引

2,419 買掛金 883
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(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引 

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 

  

 
(注) １ 上記金額のうち、取引金額については消費税等を含まず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２ 富士通オプティカルコンポーネンツ㈱との取引 

(1) 取引条件ないし取引条件の決定方針については、一般取引条件と同様に決定しております。 

  

２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

(1) 親会社情報 

富士通㈱（上場証券取引所…東京、大阪、名古屋、ロンドン） 

  

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表 

当連結会計年度において、重要な関連会社は富晶通科技股份有限公司であり、その要約財務諸表は以

下のとおりであります。 

(単位：百万円) 

 
  

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

富士通オプテ
ィカルコンポ
ーネンツ㈱

川崎市 
中原区

100

光コンポー
ネント製品
の開発・製
造・販売

― 製品の購入 製品の購入 4,527 買掛金 1,359

富晶通科技股份有限公司

流動資産合計 1,530

固定資産合計 1,335

流動負債合計 972

固定負債合計 193

純資産合計 1,699

売上高 2,203

税引前当期純利益 70

当期純利益 122
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当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

  

１ 関連当事者との取引 

(1) 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 

 
(注) １ 上記金額のうち、取引金額については消費税等を含まず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２ 富士通㈱との取引 

(1) 取引条件ないし取引条件の決定方針については、一般取引条件と同様に決定しております。 

  

(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 

 
(注) １ 上記金額のうち、取引金額については消費税等を含まず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２ 富士通エレクトロニクス㈱との取引 

(1) 取引条件ないし取引条件の決定方針については、一般取引条件と同様に決定しております。 

３ 富士通キャピタル㈱との取引 

(1) 取引条件ないし取引条件の決定方針については、一般取引条件と同様に決定しております。 

(2) 資金の借入については、借入利率は市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。 

(3) 買掛金については、当社、当社の仕入先、富士通キャピタル㈱の三社間で基本契約を締結し、ファクタ

リング方式による決済を行っております。 

  

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 富士通㈱
川崎市 
中原区

324,625

ソフトウェ
ア・サービ
ス、情報処
理および通
信分野の製
品の開発、
製造、販売
およびサー
ビスの提供

(被所有)
直接50.31

当社製品の
販売

当社製品の
販売

2,784 売掛金 691

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

富士通エレク
トロニクス㈱

神奈川県
横浜市

3,695

半導体及び
関連ソフト
ウェアの開
発・設 計・
販売並びに
一般電子部
品の販売

―
当社製品の
販売

当社製品の
販売

8,464 売掛金 2,874

同一の
親会社
を持つ
会社

富士通キャピ
タル㈱

東京都 
港区

100

富士通㈱の
国内グルー
プ会社に対
する金銭の
貸付及び運
用

―

資 金 の 調
達・運用委
託他

売掛債権の
売却

1,732 未収入金 44

資金の借入 3,704 短期借入金 9,600

ファクタリ
ング取引

ファクタリ
ング取引

3,018 買掛金 955
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(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引 

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 

  

 
(注) １ 上記金額のうち、取引金額については消費税等を含まず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２ 富士通オプティカルコンポーネンツ㈱との取引 

(1) 取引条件ないし取引条件の決定方針については、一般取引条件と同様に決定しております。 

  

２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

(1) 親会社情報 

富士通㈱（上場証券取引所…東京、大阪、名古屋、ロンドン） 

  

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表 

該当事項はありません。 

  

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

富士通オプテ
ィカルコンポ
ーネンツ㈱

川崎市 
中原区

100

光コンポー
ネント製品
の開発・製
造・販売

― 製品の購入 製品の購入 8,607 買掛金 1,842
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（注）算定上の基礎 

１．１株当たり純資産額 

 
  

２．１株当たり当期純損失 

 
  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

１株当たり純資産額 △35,431.83円 １株当たり純資産額 △33,482.84円

１株当たり当期純損失 38,025.71円 １株当たり当期純損失 273.87円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、１株当たり当期純損失である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、１株当たり当期純損失であるため記載しておりませ
ん。

項目
前連結会計年度

（平成22年３月31日）
当連結会計年度

（平成23年３月31日）

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円) 555 689

普通株式に係る純資産額(百万円) △2,444 △2,310

差額の主な内訳(百万円)

 第１種優先株式 1,000 1,000

 第２種優先株式 2,000 2,000

普通株式の発行済株式数（株） 69,269.00 69,269.00

普通株式の自己株式数（株） 277.00 277.00

１株当たり純資産額の算定に用いられた 

普通株式の数（株）
68,992.00 68,992.00

項目
前連結会計年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

連結損益計算書上の当期純損失(百万円) 2,623 18

普通株式に係る当期純損失(百万円) 2,623 18

普通株式の期中平均株式数（株） 68,992.00 68,992.00

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株

式の概要

(優先株式)
第１回第１種優先株式 
(発行価額1,000百万円) 
第１回第２種優先株式 
(発行価額2,000百万円)

(優先株式) 
第１回第１種優先株式 
(発行価額1,000百万円) 
第１回第２種優先株式 
(発行価額2,000百万円)
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前連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

(重要な後発事象)
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５．個別財務諸表

（１）貸借対照表

(単位：百万円)

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 321 291

受取手形 ※1 162 ※1 119

売掛金 ※1 9,603 ※1 9,295

商品及び製品 520 628

原材料及び貯蔵品 25 5

短期貸付金 ※1 1,750 ※1 559

未収入金 ※1 2,787 ※1 3,033

その他 146 165

貸倒引当金 △26 －

流動資産合計 15,290 14,098

固定資産

有形固定資産

建物 1,375 1,395

減価償却累計額 △871 △918

建物（純額） 504 477

構築物 38 38

減価償却累計額 △26 △27

構築物（純額） 11 10

機械及び装置 358 355

減価償却累計額 △141 △142

減損損失累計額 △179 △179

機械及び装置（純額） 37 33

工具、器具及び備品 1,141 1,084

減価償却累計額 △916 △901

減損損失累計額 △23 △21

工具、器具及び備品（純額） 201 161

土地 1,488 1,488

建設仮勘定 0 0

有形固定資産合計 2,244 2,170

無形固定資産

ソフトウエア 231 493

その他 117 61

無形固定資産合計 349 555

投資その他の資産

投資有価証券 － 1,078

関係会社株式 6,302 5,911

関係会社長期貸付金 3,095 3,511

その他 132 128

貸倒引当金 △7 △7

投資その他の資産合計 9,522 10,622

固定資産合計 12,116 13,347

資産合計 27,407 27,446
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 48 30

買掛金 ※1 8,046 ※1 7,627

短期借入金 ※1 11,045 ※1 11,053

1年内返済予定の長期借入金 － 3,000

未払金 41 22

未払費用 ※1 611 ※1 844

未払法人税等 12 24

預り金 89 139

その他 38 40

流動負債合計 19,933 22,783

固定負債

長期借入金 3,000 －

繰延税金負債 － 265

退職給付引当金 1,719 1,737

役員退職慰労引当金 170 178

債務保証損失引当金 1,912 1,431

障害対応費用引当金 87 100

その他 220 174

固定負債合計 7,111 3,887

負債合計 27,044 26,670

純資産の部

株主資本

資本金 6,764 6,764

資本剰余金

資本準備金 1,000 1,000

その他資本剰余金 1,878 1,878

資本剰余金合計 2,878 2,878

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △9,254 △9,281

利益剰余金合計 △9,254 △9,281

自己株式 △25 △25

株主資本合計 362 336

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 － 439

評価・換算差額等合計 － 439

純資産合計 362 775

負債純資産合計 27,407 27,446
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（２）損益計算書

(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

売上高 ※1 30,437 ※1 34,826

商品期首たな卸高 397 520

当期商品仕入高 26,501 29,707

合計 26,899 30,228

商品期末たな卸高 520 628

他勘定振替高 ※3 460 ※3 79

売上原価合計 ※1, ※12 25,918 ※1, ※12 29,520

売上総利益 4,518 5,305

販売費及び一般管理費 ※2 6,522 ※2 6,002

営業損失（△） △2,003 △697

営業外収益

受取利息 ※1 108 ※1 80

受取配当金 ※1 93 ※1 195

設備賃貸料 ※1 82 ※1 85

受取ロイヤリティー ※1 80 ※1 93

その他 26 34

営業外収益合計 390 490

営業外費用

支払利息 194 209

為替差損 68 126

債権売却損 15 －

その他 82 70

営業外費用合計 360 406

経常損失（△） △1,973 △613

特別利益

投資損失引当金戻入額 ※4 1,221 －

事業構造改善引当金戻入額 ※5 268 －

投資有価証券売却益 － ※9 110

債務保証損失引当金戻入額 － ※10 481

特別利益合計 1,489 592

特別損失

関係会社株式評価損 ※6 1,842 －

債務保証損失引当金繰入額 ※7 94 －

投資有価証券評価損 ※8 36 ※8 12

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － ※11 14

その他 － 0

特別損失合計 1,974 27

税引前当期純損失（△） △2,457 △49

法人税、住民税及び事業税 12 12

法人税等調整額 － △35

法人税等合計 12 △22

当期純損失（△） △2,470 △26
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（３）株主資本等変動計算書

(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 5,764 6,764

当期変動額

新株の発行 1,000 －

当期変動額合計 1,000 －

当期末残高 6,764 6,764

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 － 1,000

当期変動額

新株の発行 1,000 －

当期変動額合計 1,000 －

当期末残高 1,000 1,000

その他資本剰余金

前期末残高 1,878 1,878

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,878 1,878

資本剰余金合計

前期末残高 1,878 2,878

当期変動額

新株の発行 1,000 －

当期変動額合計 1,000 －

当期末残高 2,878 2,878

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 △6,784 △9,254

当期変動額

当期純損失（△） △2,470 △26

当期変動額合計 △2,470 △26

当期末残高 △9,254 △9,281

利益剰余金合計

前期末残高 △6,784 △9,254

当期変動額

当期純損失（△） △2,470 △26

当期変動額合計 △2,470 △26

当期末残高 △9,254 △9,281
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
 至 平成23年３月31日)

自己株式

前期末残高 △25 △25

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 △25 △25

株主資本合計

前期末残高 833 362

当期変動額

新株の発行 2,000 －

当期純損失（△） △2,470 △26

当期変動額合計 △470 △26

当期末残高 362 336

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 － －

当期変動額

純資産の部に直接計上されたその他有価
証券評価差額金の増減

－ 439

当期変動額合計 － 439

当期末残高 － 439

評価・換算差額等合計

前期末残高 － －

当期変動額

純資産の部に直接計上されたその他有価
証券評価差額金の増減

－ 439

当期変動額合計 － 439

当期末残高 － 439

純資産合計

前期末残高 833 362

当期変動額

新株の発行 2,000 －

当期純損失（△） △2,470 △26

純資産の部に直接計上されたその他有価証券評
価差額金の増減

－ 439

当期変動額合計 △470 413

当期末残高 362 775
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該当事項はありません。 

（４）継続企業の前提に関する注記
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（５）重要な会計方針

項目
前事業年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用して

おります。

子会社株式及び関連会社株式

同左

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

法を採用しております。

取得原価と時価との差額の処理

方法

…全部純資産直入法を採用して

おります。

売却時の売却原価の算定方法

…移動平均法による原価法を採

用しております。

２ デリバティブの評価基準

及び評価方法

時価法を採用しております。 同左

３ たな卸資産の評価基準及

び評価方法

評価基準は原価法（収益性の低下によ

る簿価切下げの方法）によっておりま

す。

同左

(1) 商品

移動平均法

(2) 貯蔵品

個別法又は総平均法

(1) 商品

同左

(2) 貯蔵品

同左

４ 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）

(1) 有形固定資産（リース資産を除

く）

定額法によっております。 

減価償却費の計算には見積耐用年

数を使用しております。

同左

(2) 無形固定資産（リース資産を除

く）

(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、

ソフトウェア(自社利用分)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。

同左

(3) リース資産 (3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リー

スに係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残

存価額をゼロとして算定する定

額法によっております。

所有権移転外ファイナンス・リー

スに係るリース資産

同左
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項目
前事業年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

５ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

売上債権等の貸倒損失に備えるた

め、一般債権については貸倒の実

績等を勘案した繰入率により、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。

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 投資損失引当金 (2) 投資損失引当金

関係会社株式の実質価額の低下に

よる損失に備えるため、その財政

状態等を勘案して必要と認められ

る額を計上しております。

同左

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当期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、当期

末において発生していると認めら

れる額を計上しております。

なお、過去勤務債務は、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、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(10年)に基

づく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

処理することとしております。

(3) 退職給付引当金

同左

（会計方針の変更）

当事業年度から「退職給付に係る会

計基準」の一部改正（その３）（企業

会計基準第19号 平成20年７月31日）

を適用しております。

当該変更による営業損失、経常損失

及び税引前当期純損失への影響はあり

ません。

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備え

て、内規による必要額を計上して

おります。

(4) 役員退職慰労引当金

同左
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項目
前事業年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

(5) 債務保証損失引当金

債務保証に係る損失に備えるた

め、被保証先の財務状態等を個別

に勘案し、損失負担見込額を計上

しております。

(5) 債務保証損失引当金

同左

(6) 障害対応費用引当金

過去2年以上前までに販売したタ

ッチパネル製品で、一部お客様商

品において不具合が発生し、お客

様での交換に要するタッチパネル

を無償提供するために、今後発生

が見込まれる費用について合理的

に見積もれるものについて見積額

を計上しております。

(6) 障害対応費用引当金

過去3年以上前までに販売したタ

ッチパネル製品で、一部お客様商

品において不具合が発生し、お客

様での交換に要するタッチパネル

を無償提供するために、今後発生

が見込まれる費用について合理的

に見積もれるものについて見積額

を計上しております。

６ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

先物為替予約取引については、原

則的処理を採用しております。な

お、金利スワップについては特例

処理の要件を満たしている場合は

特例処理を採用しております。

(1) ヘッジ会計の方法

同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

…為替予約及び金利スワップ

ヘッジ対象

…外貨建売掛金及び借入金利息

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3) ヘッジ方針

通貨関連における先物為替予約取

引は、外貨建売掛金の為替変動リ

スクを回避するためのものである

ため、外貨建売掛金の範囲内で行

うこととしております。また、金

利関連における金利スワップ取引

についても金利の変動によるリス

ク回避を目的としており投機目的

やトレーディング目的でこれらの

取引を行わないこととしておりま

す。

(3) ヘッジ方針

同左

(4) ヘッジの有効性の評価の方法

当社は、当社が定めたデリバティ

ブ取引に関する所定のルールに基

づいて取引を行い、ヘッジの有効

性の判定を含めて管理を行ってお

ります。

(4) ヘッジの有効性の評価の方法

同左

７ その他財務諸表作成のた

めの重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。

消費税等の会計処理
同左
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（６）重要な会計方針の変更

会計方針の変更

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

  ――――――――――――――――――――― (資産除去債務に関する会計基準等)

 当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」

（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び「資産

除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用しておりま

す。

これによる当事業年度の営業損失、経常損失に与える

影響は軽微であり、税引前当期純損失は14百万円増加し

ております。なお、当会計基準等の適用開始による資産

除去債務の変動額は15百万円であります。

表示方法の変更

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

(損益計算書関係)

前事業年度において区分掲記しておりました「債権売

却損」（当事業年度3百万円）は、当事業年度において

は、営業外費用の「その他」に含めて表示しておりま

す。
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（７）個別財務諸表に関する注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(平成22年３月31日)

当事業年度 
(平成23年３月31日)

※１ 関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対するものは次のとおりであります。

受取手形 160百万円

売掛金 4,671百万円

短期貸付金 1,750百万円

未収入金 2,725百万円

買掛金 3,077百万円

短期借入金 465百万円

未払費用 226百万円

※１ 関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対するものは次のとおりであります。

受取手形 115百万円

売掛金 4,814百万円

短期貸付金 559百万円

未収入金 2,844百万円

買掛金 2,425百万円

短期借入金 415百万円

未払費用 337百万円

 

 ２ 保証債務

関係会社の買掛金に対し次のとおり債務保証を行

っております。

保証先 金額 内容

FUJITSU 
COMPONENTS 
EUROPE B.V.

230百万円
(2,475千US$)

買掛債務

FUJITSU 
COMPONENTS 
AMERICA,INC.

404百万円 
(4,344千US$)

買掛債務

FUJITSU 
COMPONENTS 
ASIA PTE LTD.

725百万円 
(7,803千US$)

買掛債務

 ２ 保証債務

関係会社の買掛金に対し次のとおり債務保証を行

っております。

保証先 金額 内容

FUJITSU
COMPONENTS 
EUROPE B.V.

212百万円 
(2,559千US$)

買掛債務

FUJITSU
COMPONENTS 
AMERICA,INC.

489百万円 
(5,890千US$)

買掛債務

FUJITSU
COMPONENTS 
ASIA PTE LTD.

1,140百万円 
(13,711千

US$)
買掛債務
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(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

※１ 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。

関係会社への売上高 15,006百万円

関係会社よりの仕入高 25,725百万円

受取利息 108百万円

受取配当金 93百万円

設備賃貸料 78百万円

受取ロイヤリティー 30百万円

※１ 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。

関係会社への売上高 17,430百万円

関係会社よりの仕入高 28,352百万円

受取利息 80百万円

受取配当金 195百万円

設備賃貸料 79百万円

受取ロイヤリティー 24百万円

※２ 販売費及び一般管理費

  (1) 販売費と一般管理費のおおよその割合は次のと

おりであります。

 販売費 49％ 一般管理費 51％

※２ 販売費及び一般管理費

  (1) 販売費と一般管理費のおおよその割合は次のと

おりであります。

 販売費 47％ 一般管理費 53％

  (2) 主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 給与手当 1,137百万円

 賞与手当 95

 減価償却費 89

 退職給付費用 120

 役員退職慰労引当金 

 繰入額
39

 物流費 363

 雑費 631

 研究開発費 2,089

  (2) 主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 給与手当 1,142百万円

 賞与手当 147

 減価償却費 75

 退職給付費用 53

 役員退職慰労引当金 

 繰入額
38

 物流費 444

 雑費 571

 研究開発費 1,952

  (3) 研究開発費の総額は2,089百万円であります。   (3) 研究開発費の総額は1,952百万円であります。

※３ 他勘定への振替高の内容は、次のとおりでありま

す。

販売費及び一般管理費 460百万円

※３ 他勘定への振替高の内容は、次のとおりでありま

す。

販売費及び一般管理費 79百万円

※４ 子会社の財政状態の更なる悪化に伴い、株式の実

質価額が著しく低下したことによる取崩しであり

ます。

※４ ―――――――――――――――――――――

※５ 海外製造拠点の再編計画中止等に伴う事業構造改

善引当金の精算によるものであります。

※５ ―――――――――――――――――――――

※６ 業績悪化に伴う関係会社株式の評価損によるもの

であります。

※６ ―――――――――――――――――――――

※７ 業績悪化に伴い、関係会社の財務状態を考慮して

計上した債務保証損失引当金繰入によるものであ

ります。

※７ ―――――――――――――――――――――

※８ 出資先会社の財務状態を考慮して計上した投資有

価証券の評価損によるものであります。

※８ 出資先会社の財務状態を考慮して計上した投資有

価証券の評価損によるものであります。

※９ ――――――――――――――――――――― ※９ 富晶通科技股份有限公司株式の売却によるもので

あります。

※10 ――――――――――――――――――――― ※10 関係会社の財務状態改善に伴う債務保証損失引当

金の戻入によるものであります。

※11 ――――――――――――――――――――― ※11 資産除去債務の過去遡及計上による損失でありま

す。

※12 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の

金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に

含まれております。

4百万円

※12 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の

金額であり、次の簿価切下げ額の戻入額が売上原

価に含まれております。

7百万円
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(変動事由の概要) 

該当事項はありません。 

  

   

(変動事由の概要) 

該当事項はありません。 

  

  

 
  

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 277.00 ― ― 277.00

合計(株) 277.00 ― ― 277.00

当事業年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日)

自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 277.00 ― ― 277.00

合計(株) 277.00 ― ― 277.00

(リース取引関係)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

ファイナンス・リース取引

(1) 所有権移転ファイナンス・リース取引

該当事項はありません。

同左

(2) 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

主に電子計算機であります。

・無形固定資産

生産管理用ソフトウェアであります。

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、残存価額をゼ

ロとして算定する定額法によっておりま

す。

－64－

富士通コンポーネント㈱(6719)　平成23年３月期　決算短信



前事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

  

当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年３月10日）及び

「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 平成20年３月10日）

を適用しております。 

  

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 

(単位：百万円) 

 
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。 

  

当事業年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

  

子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 

(単位：百万円) 

 
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。 

  

(有価証券関係)

区分 貸借対照表計上額

(1) 子会社株式 5,911

(2) 関連会社株式 390

計 6,302

区分 貸借対照表計上額

子会社株式 5,911

計 5,911
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前事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

当事業年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

(税効果会計関係)

前事業年度 
(平成22年３月31日)

当事業年度 
(平成23年３月31日)

 

 

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

繰延税金資産

 賞与引当金 34百万円

 退職給付引当金 697

 減価償却費 92

 子会社株式評価損 6,170

 繰越欠損金 1,260

 その他 971

 繰延税金資産小計 9,228

 評価性引当金 △9,228百万円

 繰延税金資産合計 ―

繰延税金資産の純額 ―百万円

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

法定実効税率 40.59％

（調整）

交際費等永久に損金に算入され
ない項目

0.26

評価性引当額 △11.30

繰越欠損金の税効果 △29.55

その他 △0.51

税効果会計適用後の法人税等の
負担率

△0.51

 

 

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

繰延税金資産

 賞与引当金 63百万円

 退職給付引当金 705

 減価償却費 78

 子会社株式評価損 6,170

 繰越欠損金 1,413

 その他 794

 繰延税金負債との相殺 △35

 繰延税金資産小計 9,189

 評価性引当金 △9,189百万円

 繰延税金資産合計 ―

繰延税金負債

 その他有価証券評価差額金 △300百万円

 その他 △0

 繰延税金資産との相殺 35

 繰延税金負債合計 △265

繰延税金資産(負債)の純額 △265百万円

２ 法定実効税率と税効果適用後の法人税等額の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳
当期純損失のため、注記を省略しております。

(企業結合等関係)
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 金額が僅少のため、記載を省略しております。 

  

  

 
（注）算定上の基礎 

  １．１株当たり純資産額 

 
  
  ２．１株当たり当期純損失 

 
  

(資産除去債務関係)

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

１株当たり純資産額 △38,225.27円 １株当たり純資産額 △38,608.52円

１株当たり当期純損失 35,807.29円 １株当たり当期純損失 383.25円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、１株当たり当期純損失である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、１株当たり当期純損失であるため記載しておりませ
ん。

項目
前事業年度

（平成22年３月31日）
当事業年度 

（平成23年３月31日）

貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円) 362 775

普通株式に係る純資産額(百万円) △2,637 △2,663

差額の主な内訳(百万円)

 第１種優先株式 1,000 1,000

 第２種優先株式 2,000 2,000

普通株式の発行済株式数(株) 69,269.00 69,269.00

普通株式の自己株式数(株) 277.00 277.00

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式

の数(株)
68,992.00 68,992.00

項目
前事業年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

損益計算書上の当期純損失(百万円) 2,470 26

普通株式に係る当期純損失(百万円) 2,470 26

普通株式の期中平均株式数(株) 68,992.00 68,992.00

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株

式の概要

(優先株式)
第１回第１種優先株式 
(発行価額1,000百万円) 
第１回第２種優先株式 
(発行価額2,000百万円)

(優先株式) 
第１回第１種優先株式 
(発行価額1,000百万円) 
第１回第２種優先株式 
(発行価額2,000百万円)
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前事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

当事業年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

(重要な後発事象)
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(単位：百万円) 

 
  

(単位：百万円) 

 
  

(単位：百万円) 

 
(注) 受注高・売上高については期中平均相場により円貨に換算し、受注残高については連結決算日の直物為替相場

により円貨に換算しております。 

  

未定であります。記載が可能になり次第開示いたします。 

  

６．その他

（１）受注及び販売の状況

① 受注高

事業部門
前連結会計年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

増減(△)

リレー部門 15,478 17,120 1,641

コネクタ部門 2,917 2,744 △172

入出力デバイス部門 17,515 17,012 △502

その他 3,197 3,931 734

合計 39,108 40,809 1,701

うち輸出 16,636 17,627 991

(比率) (42.5％) (43.2％) ―

② 売上高

事業部門
前連結会計年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

増減(△)

リレー部門 11,709 16,452 4,743

コネクタ部門 2,811 2,832 20

入出力デバイス部門 17,129 17,107 △21

その他 3,322 3,738 415

合計 34,972 40,130 5,158

うち輸出 13,986 16,779 2,793

(比率) (40.0％) (41.8％) ―

③ 受注残高

事業部門
前連結会計年度末

(平成22年３月31日)
当連結会計年度末

(平成23年３月31日)
増減(△)

リレー部門 5,515 5,704 189

コネクタ部門 534 422 △112

入出力デバイス部門 4,677 3,932 △745

その他 323 488 165

合計 11,050 10,548 △502

うち輸出 5,625 5,428 △197

(比率) (50.9％) (51.5％) ―

（２）役員の異動
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