
 
平成 23 年 6 月 28 日 

各  位 

 

会社名   富士通コンポーネント株式会社 

代表者名  代表取締役社長 石坂 宏一 

（コード番号   6719 東証第二部） 

問合せ先    常務取締役 望月 晴夫 

（TEL 03-5449-7000） 

 
 

(訂正・数値データ修正あり)「平成 23 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」 

の一部訂正に関するお知らせ 
 
 
 平成 23 年 4 月 27 日に発表いたしました「平成 23 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」につ

きまして、一部訂正を要する箇所がありましたので下記のとおりお知らせいたします。 

 訂正箇所には、下線＿を付しております。 

 

 

記 

 

 

(訂正箇所) 

(1)54 ページ 「（２）損益計算書」 

        (2)67 ページ 「（１株当たり情報）」 

 

※詳細は次ページ以降をご覧下さい。 

 

 
 
 
 
 



訂正箇所
(1) 54ページ「（２）損益計算書」

＜訂正前＞

　　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,
※

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



＜訂正後＞

　　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,
※

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 -
　関係会社株式売却益 - ※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



訂正箇所 

(2) 67 ページ「（１株当たり情報）」 

 

＜訂正前＞ 
 

(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。 

（注）算定上の基礎 

  １．１株当たり純資産額 

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

 

＜訂正後＞ 

 

(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 △32,238.76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。 

（注）算定上の基礎 

  １．１株当たり純資産額 

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 △2,224

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

 

以    上 

 


