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(注) １．直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 

２．上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類

株式（非上場）の配当の状況については、後述の「種類株式の配当の状況」をご覧ください。 

  

 

 
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 
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(百万円未満切捨て)

１．平成24年３月期第１四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23年６月30日）

（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３月期第１四半期 10,058 2.2 33 62.0 △21 ― 13 ―

23年３月期第１四半期 9,843 36.7 20 ― △111 ― △97 ―

(注) 包括利益 24年３月期第１四半期 △122百万円(―％) 23年３月期第１四半期 △327百万円(―％)

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３月期第１四半期 195.56 97.55
23年３月期第１四半期 △1,416.06 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

24年３月期第１四半期 31,207 567 1.8

23年３月期 30,187 689 2.3

(参考) 自己資本 24年３月期第１四半期 567百万円 23年３月期 689百万円

２．配当の状況

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３月期 ― ― ― 0.00 0.00

24年３月期 ―

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) 20,700 3.5 100 59.9 10 ― 20 ― 289.89
通期 43,400 8.2 550 149.9 420 ― 400 ― 5,797.77



  

 

 

 
  

・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いませ

ん。 

  

・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P.4「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

４．その他

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規 ―社 (社名)              、除外 ―社 (社名)

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
 

 ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

(注) 詳細は、添付資料P.5「会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧く

ださい。

 ② ①以外の会計方針の変更 ： 無

 ③ 会計上の見積りの変更 ： 無

 ④ 修正再表示 ： 無

（４）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) 24年３月期１Ｑ 69,269株 23年３月期 69,269株

② 期末自己株式数 24年３月期１Ｑ 277株 23年３月期 277株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期１Ｑ 68,992株 23年３月期１Ｑ 68,992株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項



  
種類株式の配当の状況 

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。 

  

 
  

 
  

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

23年３月期 ― ― ― 0.00 0.00

24年３月期 ―

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

23年３月期 ― ― ― 0.00 0.00

24年３月期 ―

24年３月期(予想) ― ― 0.00 0.00



  

１．当四半期決算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 ………………………………………………  4 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………  4 

２．サマリー情報(その他)に関する事項 …………………………………………………  5 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………  5 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………  5 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………  5 

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………  6 

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………  6 

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ………………………  8 

   四半期連結損益計算書 ……………………………………………………………  8 

   四半期連結包括利益計算書 ………………………………………………………  9 

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ………………………………………… 10 

（４）継続企業の前提に関する注記 …………………………………………………… 11 

（５）セグメント情報 …………………………………………………………………… 11 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 …………………………… 11 

４．補足情報 ………………………………………………………………………………… 12 

（１）受注及び販売の状況 ……………………………………………………………… 12 

  

○添付資料の目次

富士通コンポーネント㈱(6719)　平成24年3月期　第1四半期決算短信

－1－



当第１四半期連結累計期間における我が国の経済は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災によ

り電力の供給体制やサプライチェーンは大きな被害を受け、景気の先行きを見極めるのが困難な状況か

ら始まりました。その後半導体や電子部品を中心にサプライチェーンの復旧が進み、自動車関連の製造

拠点の復旧前倒しにつながる等、日本経済が持ち直している兆候が現れておりますが、夏場に向けての

電力不足による生産活動への影響や、原材料価格の高止まり、円高の進行等の懸念材料があり依然とし

て不透明な状況となっております。 

当社グループが属する電子部品業界におきましては、国内は東日本大震災の影響により車載向け需要

減がありましたが、情報機器向け・産業機器向けが堅調であり、海外は、車載向け・産業機器向けが好

調に推移しております。 

このような経営環境のもと、引き続き生産体制の整備やコスト削減に努め、当第１四半期累計期間の

連結売上高は10,058百万円(前年同期比2.2％増)となりました。 

  

(リレー部門) 

情報機器向けや産業機器向けを中心に需要が堅調であるため、売上高は4,555百万円(前年同期比

13.1％増)となりました。 

(コネクタ部門) 

アジアにおける情報機器向けの減により、売上高は633百万円(前年同期比11.7％減)となりまし

た。 

(入出力デバイス部門) 

決済端末・POS向けサーマルプリンタの需要減により売上高は3,921百万円(前年同期比8.4％減)と

なりました。 

(その他部門) 

車載用コントロール基板の需要増により売上高は947百万円(前年同期比16.2％増)となりました。 

  

損益面につきましては、引き続き生産性向上や品質コストの追求といった今後の成長と収益性改善の

取組みにより、当第１四半期連結累計期間の営業利益は33百万円(前年同期比62.0％増)となりました。

円高による為替損失等があり経常損失は21百万円(前年同期は111百万円の経常損失)となりましたが、

平成23年４月20日に公表いたしました「持分法適用関連会社株式の一部売却の完了及び特別利益の計上

に関するお知らせ」のとおり、投資有価証券売却益97百万円を特別利益に計上した結果、四半期純利益

は13百万円(前年同期は97百万円の四半期純損失)と利益を計上することができました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報
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[地域別の売上] 

 
（注）従来、アジアの顧客のうち在日商社経由で売上計上していたものは、日本に区分しておりましたが、仕向先

がアジアの顧客であるため、当連結会計年度よりアジアに区分しております。これにより、平成23年３月期

第１四半期累計期間で297百万円、平成24年３月期第１四半期累計期間で301百万円を日本からアジアに組み

替えて表示しております。 

  

1. 日本 

国内は、東日本大震災に伴う車載向け需要減はありましたが、情報機器・産業機器向けを中心と

した需要増により、売上高は5,338百万円(前年同期比1.0％増)となりました。 

2. アジア 

アジアは、中国・韓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

増により、売上高は2,893百万円(前年同期比4.6％増)となりました。 

3. 北米 

北米は、情報機器向けコネクタの需要増があったものの、産業機器向けサーマルプリンタの需要

減により、売上高は653百万円(前年同期比7.4％減)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需要増により、売上高は1,172百万円(前年同期比

8.1％増)となりました。 

  

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

前年同期比

日本 5,287 5,338 51

アジア 2,766 2,893 127

北米 705 653 △51

ヨーロッパ 1,084 1,172 87

合計 9,843 10,058 214

(海外売上比率) ( 46.3％) ( 46.9％) (  0.6％)
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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の総資産は31,207百万円となり、前連結会計年度に比べ1,019百万円増

加いたしました。流動資産は17,806百万円となり、前連結会計年度に比べ1,184百万円増加いたしま

した。主な要因は、東日本大震災の影響によりお客様の需要が４月に急減したものの、その後の復旧

前倒し等に伴い需要が急増し６月より生産増となったことによる商品及び製品を中心とした棚卸資産

の増加(614百万円)、現金及び預金の増加(343百万円)等によるものであります。有形固定資産は

11,306百万円となり、前連結会計年度に比べ67百万円減少いたしました。主に減価償却費による減少

であります。無形固定資産は832百万円となり、前連結会計年度に比べ20百万円減少いたしました。

投資その他の資産は1,261百万円となり、前連結会計年度に比べ77百万円減少いたしました。 

当第１四半期連結会計期間の負債合計は30,639百万円となり、前連結会計年度に比べ1,141百万円

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(718百万円)、短期借入金の増加(444百万

円)等により、前連結会計年度に比べ1,128百万円増加の26,207百万円となりました。固定負債は

4,432百万円となり、前連結会計年度に比べ13百万円増加いたしました。 

当第１四半期連結会計期間の純資産合計は567百万円となり、前連結会計年度に比べ122百万円減少

いたしました。主な要因は、円高に伴う為替換算調整勘定の減(113百万円)等によるものでありま

す。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結累計期間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343百万円

増加の1,373百万円となりました。 

(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269百万円の収入(前年同期比764百万円の減)となりました。

減価償却費462百万円、仕入債務の増加額915百万円、売上債権の増加額273百万円、たな卸資産の増

加額697百万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300百万円の支出(前年同期比153百万円の減少)となりまし

た。主に有形固定資産の取得による支出417百万円、投資有価証券の売却による収入136百万円による

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394百万円の収入(前年同期は534百万円の支出)となりまし

た。主に短期借入金の純増額445百万円によるものであります。 

  

第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、平成23年６月17日に公表いたしま

した数値に変更はありません。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２

号 平成22年６月30日）、「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第４号 平成22年６月30日）及び「１株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」（実務対

応報告第９号 平成22年６月30日）を適用しております。 

この適用により、当第１四半期連結会計期間に行った転換証券の転換価格の修正を潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定上反映させております。 

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,029 1,373

受取手形及び売掛金 11,045 11,204

商品及び製品 2,925 3,440

仕掛品 454 474

原材料及び貯蔵品 701 780

その他 501 563

貸倒引当金 △35 △29

流動資産合計 16,621 17,806

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,427 2,417

機械装置及び運搬具（純額） 3,583 3,391

工具、器具及び備品（純額） 1,011 941

土地 3,957 3,957

建設仮勘定 393 598

有形固定資産合計 11,373 11,306

無形固定資産 853 832

投資その他の資産

その他 1,399 1,321

貸倒引当金 △61 △60

投資その他の資産合計 1,338 1,261

固定資産合計 13,566 13,400

資産合計 30,187 31,207
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,860 9,578

短期借入金 13,680 14,124

その他 2,537 2,503

流動負債合計 25,078 26,207

固定負債

長期借入金 4 4

退職給付引当金 2,793 2,818

役員退職慰労引当金 230 242

障害対応費用引当金 100 89

その他 1,289 1,276

固定負債合計 4,419 4,432

負債合計 29,497 30,639

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 △12,794 △12,781

自己株式 △25 △25

株主資本合計 624 638

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 439 417

土地再評価差額金 845 845

為替換算調整勘定 △1,219 △1,333

その他の包括利益累計額合計 65 △70

純資産合計 689 567

負債純資産合計 30,187 31,207
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

 第１四半期連結累計期間

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年６月30日)

売上高 9,843 10,058

売上原価 7,647 7,999

売上総利益 2,195 2,058

販売費及び一般管理費 2,175 2,025

営業利益 20 33

営業外収益

持分法による投資利益 1 －

受取ロイヤリティー 15 16

受取補償金 23 －

その他 17 21

営業外収益合計 57 38

営業外費用

支払利息 52 50

為替差損 110 19

その他 27 23

営業外費用合計 189 92

経常損失（△） △111 △21

特別利益

投資有価証券売却益 12 97

持分変動利益 66 －

特別利益合計 79 97

特別損失

投資有価証券評価損 12 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 29 －

特別損失合計 42 －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

△74 75

法人税、住民税及び事業税 22 26

法人税等調整額 1 35

法人税等合計 23 61

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△97 13

四半期純利益又は四半期純損失（△） △97 13

富士通コンポーネント㈱(6719)　平成24年3月期　第1四半期決算短信

－8－



四半期連結包括利益計算書

 第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△97 13

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 － △22

為替換算調整勘定 △229 △113

その他の包括利益合計 △229 △135

四半期包括利益 △327 △122

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △327 △122

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△74 75

減価償却費 483 462

貸倒引当金の増減額（△は減少） 142 △5

受取利息及び受取配当金 △1 △1

支払利息 52 50

持分法による投資損益（△は益） △1 －

売上債権の増減額（△は増加） △7 △273

たな卸資産の増減額（△は増加） △376 △697

仕入債務の増減額（△は減少） 1,109 915

投資有価証券売却損益（△は益） △12 △97

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11 11

退職給付引当金の増減額（△は減少） △36 25

投資有価証券評価損益（△は益） 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） △207 △81

その他の流動負債の増減額（△は減少） 30 △34

その他の固定負債の増減額（△は減少） 22 △8

その他 △8 △11

小計 1,102 330

利息及び配当金の受取額 1 1

利息の支払額 △52 △50

法人税等の支払額 △18 △12

法人税等の還付額 0 0

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,033 269

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 △464 △417

有形固定資産の売却による収入 19 27

投資有価証券の売却による収入 21 136

無形固定資産の取得による支出 △30 △47

その他 0 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △454 △300

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） △469 445

リース債務の返済による支出 △65 △50

財務活動によるキャッシュ・フロー △534 394

現金及び現金同等物に係る換算差額 △60 △19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △15 343

現金及び現金同等物の期首残高 1,565 1,029

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,549 1,373
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当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

該当事項はありません。 

  

【セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間及び当第１四半期連結累計期間のいずれにおいても、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。 

  

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日) 

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

（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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① 受注高 

(単位:百万円)

 
  

② 売上高 

(単位:百万円)

 
  

③ 受注残高 

(単位:百万円)

 
(注) １．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相場に

より円貨に換算しております。 

２．従来、アジアの顧客のうち在日商社経由で売上計上していたものは、日本に区分しておりましたが、仕向先

がアジアの顧客であるため、当連結会計年度よりアジアに区分しております。これに伴い、前第１四半期連

結累計期間、前第１四半期連結会計期間及び前連結会計年度におきましても、区分変更した金額について

は、日本からアジアに組み替えて表示しております。 

  

４．補足情報

（１）受注及び販売の状況

事業部門
当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

リレー部門 4,957 5,211 17,120

コネクタ部門 820 752 2,744

入出力デバイス部門 4,596 4,792 17,012

その他 1,174 987 3,931

合計 11,549 11,744 40,809

（うち輸出） 5,442 5,906 18,665

比率 (47.1％) (50.3％) (45.7％)

事業部門
当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

リレー部門 4,555 4,029 16,452

コネクタ部門 633 716 2,832

入出力デバイス部門 3,921 4,281 17,107

その他 947 815 3,738

合計 10,058 9,843 40,130

（うち輸出） 4,719 4,556 17,939

比率 (46.9％) (46.3％) (44.7％)

事業部門
当第１四半期連結会計期間

(平成23年６月30日)
前第１四半期連結会計期間

(平成22年６月30日)
前連結会計年度

(平成23年３月31日)

リレー部門 5,999 5,878 5,704

コネクタ部門 602 543 422

入出力デバイス部門 4,723 4,611 3,932

その他 698 471 488

合計 12,024 11,504 10,548

（うち輸出） 6,287 5,927 5,718

比率 (52.3％) (51.5％) (54.2％)
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