
  

１．平成24年2月期第１四半期の連結業績（平成23年3月1日～平成23年5月31日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

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

  

３．平成24年2月期の連結業績予想（平成23年3月1日～平成24年2月29日） 

  

平成24年2月期  第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

        平成23年7月7日

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） 
取締役副社長経営補佐   

兼管理部門担当 
（氏名）木下 晴夫 （ＴＥＬ）  03（3814）1200 

四半期報告書提出予定日 平成23年7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：   無     

四半期決算説明会開催の有無      ：   無       

  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

24年2月期第１四半期  10,052  2.7  703  △4.1  825  △1.1  498  △8.7

23年2月期第１四半期  9,789  72.5  733  －  834  872.5  546  904.9

  
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 

24年2月期第１四半期  34  68  －  －

23年2月期第１四半期  35  67  －  －

  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 

24年2月期第１四半期  34,580  20,272  58.6  1,415  02

23年2月期  33,600  20,727  61.6  1,434  32

（参考）自己資本 24年2月期第１四半期 20,251百万円 23年2月期 20,699百万円

  
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 

23年2月期  － －  0  00 － － 50 00  50  00

24年2月期  － －         

24年2月期（予想）    0  00 － － 40 00  40  00

（注）当四半期における配当予想の修正有無：  無

  （％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）  22,500  5.9  1,670  4.1  1,780  5.0  1,070  △1.4  74  58

通期  50,000  16.7  3,780  11.4  4,000  12.6  2,400  8.2  167  48

（注）当四半期における業績予想の修正有無：  無



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             ） 

（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。 

  

  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

  

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作

成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（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 

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」をご覧ください。 

  

  

  

  

  

（１）当四半期中における重要な子会社の異動  ：     無

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：   有

①  会計基準等の改正に伴う変更：   有

②  ①以外の変更              ：   無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年2月期１Ｑ 16,320,828株 23年2月期 16,320,828株 

②  期末自己株式数 24年2月期１Ｑ 2,008,779株 23年2月期 1,888,979株 

③  期中平均株式数（四半期累計） 24年2月期１Ｑ 14,371,949株 23年2月期１Ｑ 15,306,133株 



  

  

○添付資料の目次

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 …………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  3

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  3

２．その他の情報 ……………………………………………………………………………………………………………  3

（１）重要な子会社の異動の概要 ………………………………………………………………………………………  3

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ……………………………………………………………………  3

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ……………………………………………………………  4

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  5

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  5

（２）四半期連結損益計算書 ……………………………………………………………………………………………  7

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………  8

（４）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  9

（５）セグメント情報 ……………………………………………………………………………………………………  9

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  9

４．補足情報 …………………………………………………………………………………………………………………  9

 品目別売上高 ……………………………………………………………………………………………………………  9

富士エレクトロニクス株式会社 (9883) 平成24年２月期 第１四半期決算短信

－1－



（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、３月に発生した東日本大震災により、生産設備の損壊やサプライ

チェーンが機能しなくなるなど、一時的な経済活動の落ち込みが見られました。また、原発事故により、地震による被

災を免れた企業においても生産活動に支障が生じるなど、震災の影響は広範にわたり、全般的に低調な推移となりまし

た。 

  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31.8％増と大幅

な回復を遂げ、2011年は同5.4％と緩やかな成長が続くものと予想されています。日本市場は、2010年は前年比14.1％

増となり、世界の伸び率よりは低いものの順調に回復しましたが、2011年は震災の影響もあり同12.0％減のマイナス成

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、前年大きく回復を遂げた主力のFA製造装置や計測器など産

業機器向けや、大型サーバなど情報機器向けは、震災の影響を回避するための企業の先行手配や、昨年獲得した多数商

流の貢献も加わり、前年同期比約15％増となりました。一方、カーナビ・オーディオなど民生機器向けは同約30％減、

事務用機器向けは同25％減となり、単体としてはほぼ前年同期並みの水準となりました。 

  連結子会社は、海外ではアジア地区現地法人はほぼ前年並みでしたが、米国現地法人は宇宙関連向けが減少しまし

た。国内子会社は産業機器向けの伸びや震災対応の需要に支えられて各利益は前年同期を上回り、子会社全体でもほぼ

前年並みとなりました。 

  その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は100億52百万円（前年同期比2.7％増）、営業利益は７億３百万円

（同4.1％減）、経常利益は８億25百万円（同1.1％減）、四半期純利益は４億98百万円（同8.7％減）となりました。 

  品目別売上高につきましては、個別半導体は民生機器向けの減少により５億24百万円（前年同期比9.8％減）、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87億98百万円（同3.1％増）、機器機構品は１億98百万円（同

22.8％減）、システム製品は１億53百万円（同2.9％増）、その他が３億77百万円（同41.8％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                                      前年同期比 直前四半期比 

  

 売上                                      前年同期比 直前四半期比 

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22年3～5月)         百万円 10,720 ％ 192.5 ％ 129.6

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

前第３四半期(平成22年9～11月)         百万円 8,736 ％ 111.6 ％ 78.7

前第４四半期(平成22年12～平成23年2月) 百万円 7,949 ％ 96.1 ％ 91.0

当第１四半期(平成23年3～5月) 百万円 12,952 ％ 120.8 ％ 162.9

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

前第２四半期(平成22年6～8月)       百万円 11,046 ％ 175.8 ％ 124.8

前第３四半期(平成22年9～11月)       百万円 9,946 ％ 139.5 ％ 90.0

前第４四半期(平成22年12～平成23年2月) 百万円 9,094 ％ 115.5 ％ 91.4

当第１四半期(平成23年3～5月) 百万円 9,026 ％ 101.9 ％ 99.3
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（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１四半期連結会計期間末の資産は345億80百万円となり、前連結会計年度末と比較して９億79百万円の増加とな

りました。これは主に、商品、未収入金の増加並びに現金及び預金の減少によるものであります。 

 当第１四半期連結会計期間末の負債は143億８百万円となり、前連結会計年度末と比較して14億35百万円の増加とな

りました。これは主に、支払手形及び買掛金、長期借入金の増加並びに未払法人税等及び短期借入金の減少によるもの

であります。 

 当第１四半期連結会計期間末の純資産は202億72百万円となり、前連結会計年度末と比較して４億55百万円の減少と

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、剰余金の配当による利益剰余金の減少及び自

己株式の増加によるものであります。 

  ②キャッシュ・フロ－の状況 

 当第１四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５億57百万円減少の96億81

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８億33百万円に対し、法人税等の支払12億26百万

円、たな卸資産の増加による支出６億69百万円及び仕入債務の増加による収入８億21百万円を主因として、６億30百万

円の支出となりました（前年同期は15億63百万円の支出）。 

 投資活動によるキャッシュ・フロ－は、有価証券及び投資有価証券の取得による支出12億47百万円、有価証券の償還

及び投資有価証券の売却による収入７億54百万円を主因として、５億８百万円の支出となりました（前年同期は３億83

百万円の収入）。 

 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17億91百万円、短期借入金の純減少による支

出４億72百万円及び配当金の支払５億43百万円を主因として、６億７百万円の収入となりました（前年同期は７億14百

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、東日本大震災の影響により上期はやや弱含みの推移となることが予想

されますが、下期にはサプライチェーンの復旧や復興需要などで回復に向かうことが予想され、通期では震災の影響は

それほど大きくならないものと考えられます。しかしながら、電力事情により企業の生産活動が制約を受ける可能性が

あることや、世界の経済情勢も、全般的には回復基調にあるものの景気下振れリスクを抱えながらの予断を許さない状

況であり、先行きは今しばらく不透明な状況が続くものと考えられます。 

  半導体市場は、世界全体では2011年から2013年にかけて成長率は一桁台の緩やかな上昇ペース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、単体および連結子会社において、当第１四半期は売上

高、各利益とも概ね計画通りの推移であり、現時点では第２四半期連結累計期間および通期の連結業績予想に変更はご

ざいません。  

  

（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１四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

 二ングを利用する方法によっております。   

② 四半期財務諸表に特有の会計処理 

  該当事項はありません。   

  

２．その他の情報

富士エレクトロニクス株式会社 (9883) 平成24年２月期 第１四半期決算短信

－3－



（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 資産除去債務に関する会計基準の適用 

   当第１四半期連結会計期間より、「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。  

    これによる損益への影響はありません。 

② 企業結合に関する会計基準等の適用 

   当第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日

  ）、「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）及び「企業結合会計基準

  及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適用して

  おります。  
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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１四半期連結会計期間末
(平成23年５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23年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,831,535 10,388,620

受取手形及び売掛金 12,713,025 12,667,969

有価証券 299,374 99,984

商品 6,361,824 5,704,041

未収入金 606,462 228,821

繰延税金資産 266,172 232,904

その他 225,408 226,931

貸倒引当金 △7,494 △15,045

流動資産合計 30,296,309 29,534,228

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 26,800 24,359

車両運搬具（純額） 2,204 2,691

工具、器具及び備品（純額） 56,055 54,228

有形固定資産合計 85,060 81,279

無形固定資産   

ソフトウエア 231,615 253,718

その他 1,548 1,548

無形固定資産合計 233,163 255,266

投資その他の資産   

投資有価証券 3,407,752 3,190,324

繰延税金資産 309,954 288,353

その他 251,546 255,393

貸倒引当金 △3,396 △3,996

投資その他の資産合計 3,965,857 3,730,074

固定資産合計 4,284,080 4,066,620

資産合計 34,580,390 33,600,848
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成23年５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23年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,652,997 2,874,199

短期借入金 950,043 1,424,315

1年内返済予定の長期借入金 2,112,786 2,167,292

未払法人税等 362,794 1,253,361

繰延税金負債 7,164 3,590

賞与引当金 112,076 177,729

その他 779,232 484,494

流動負債合計 7,977,095 8,384,982

固定負債   

長期借入金 5,165,129 3,316,861

繰延税金負債 1,646 1,981

退職給付引当金 393,289 393,111

役員退職慰労引当金 4,905 4,290

その他 766,002 771,785

固定負債合計 6,330,972 4,488,031

負債合計 14,308,068 12,873,013

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 13,442,436 13,665,579

自己株式 △2,529,232 △2,365,774

株主資本合計 20,474,163 20,860,765

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 79,523 119,464

為替換算調整勘定 △301,800 △280,275

評価・換算差額等合計 △222,276 △160,811

少数株主持分 20,435 27,881

純資産合計 20,272,322 20,727,834

負債純資産合計 34,580,390 33,600,848
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年５月31日) 

売上高 9,789,349 10,052,700

売上原価 7,896,760 7,969,423

売上総利益 1,892,588 2,083,276

販売費及び一般管理費 1,159,361 1,380,249

営業利益 733,227 703,026

営業外収益   

受取利息 9,303 5,893

受取配当金 28,359 36,259

為替差益 67,541 79,833

その他 8,789 19,890

営業外収益合計 113,993 141,876

営業外費用   

支払利息 7,648 14,836

売上債権売却損 4,725 2,887

複合金融商品評価損 － 510

その他 192 860

営業外費用合計 12,567 19,094

経常利益 834,653 825,809

特別利益   

投資有価証券売却益 96,209 8,465

貸倒引当金戻入額 － 8,151

負ののれん発生益 － 1,027

特別利益合計 96,209 17,644

特別損失   

固定資産除却損 142 46

投資有価証券売却損 7,480 9,987

投資有価証券評価損 9,064 －

特別損失合計 16,687 10,033

税金等調整前四半期純利益 914,175 833,420

法人税、住民税及び事業税 409,881 363,208

法人税等調整額 △43,604 △30,029

法人税等合計 366,277 333,178

少数株主損益調整前四半期純利益 － 500,241

少数株主利益 1,874 1,792

四半期純利益 546,023 498,449
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年５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 914,175 833,420

減価償却費 33,196 31,549

のれん償却額 3,205 －

負ののれん発生益 － △1,027

貸倒引当金の増減額（△は減少） △826 △8,151

賞与引当金の増減額（△は減少） △93,655 △65,652

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,559 1,575

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 90 615

受取利息及び受取配当金 △37,662 △42,152

支払利息 7,648 14,836

為替差損益（△は益） 3,517 8,689

固定資産除却損 142 46

投資有価証券売却損益（△は益） △88,729 1,521

投資有価証券評価損益（△は益） 9,064 －

複合金融商品評価損益（△は益） － 510

売上債権の増減額（△は増加） △988,996 △82,029

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,427,134 △669,066

仕入債務の増減額（△は減少） 441,177 821,123

その他 △5,298 △277,098

小計 △1,217,523 568,709

利息及び配当金の受取額 39,548 43,891

利息の支払額 △8,542 △16,810

法人税等の支払額 △377,205 △1,226,149

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,563,723 △630,359

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 500,000 －

有形固定資産の取得による支出 △1,604 △15,707

無形固定資産の取得による支出 － △450

有価証券の取得による支出 △699,625 △499,382

有価証券の償還による収入 499,658 399,856

投資有価証券の取得による支出 △1,187,272 △747,809

投資有価証券の売却による収入 1,266,701 355,030

子会社株式の取得による支出 － △3,500

その他 5,330 3,341

投資活動によるキャッシュ・フロー 383,187 △508,619

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） △9,792 △472,927

長期借入れによる収入 － 2,300,000

長期借入金の返済による支出 △257,928 △508,437

自己株式の取得による支出 △133 △163,458

配当金の支払額 △446,489 △543,368

少数株主への配当金の支払額 － △4,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △714,343 607,808

現金及び現金同等物に係る換算差額 21,139 △25,914

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,873,739 △557,085

現金及び現金同等物の期首残高 8,968,911 10,238,620

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,095,172 9,681,535
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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１四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年５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１四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年５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１四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年５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または地域における売上高であります。  

  

〔セグメント情報〕 

当第１四半期連結累計期間（自 平成23年３月１日 至 平成23年５月31日） 

当社グループは、電子部品等販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  （追加情報） 

     当第１四半期連結会計期間より「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。  

      

 該当事項はありません。   

  

   品目別売上高 

（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）  1,264,650  6,115  1,270,766

Ⅱ 連結売上高（千円）      9,789,349

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  12.9  0.1  13.0

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

品     目 

当第１四半期連結累計期間 

（自 平成23年３月１日 

   至 平成23年５月31日）  

金額（千円） 割合（%） 前年同期比（%） 

個別半導体  524,244    5.2    90.2

集積回路  8,798,982  87.5    103.1

機器機構品  198,974  2.0    77.2

システム製品  153,195  1.5    102.9

その他  377,303  3.8    141.8

合計  10,052,700  100.0    102.7
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