
  

１．平成24年2月期第２四半期の連結業績（平成23年3月1日～平成23年8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２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

        平成23年10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10月17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： 有      

四半期決算説明会開催の有無      ： 有 (機関投資家・アナリスト向け）     

  （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２四半期  21,327  0.4  1,336  △16.7  1,487  △12.2  822  △24.3

23年2月期第２四半期  21,247  68.2  1,604  592.7  1,694  422.4  1,085  370.8

  
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２四半期  57  31  －  －

23年2月期第２四半期  70  92  －  －

  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２四半期  33,603  20,543  61.1  1,433  89

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２四半期 20,521百万円 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   －  －  0 00                               

24年2月期（予想）             － － 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、対前期増減率）

  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 

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２Ｑ 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２Ｑ 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２Ｑ 14,346,278株 23年2月期２Ｑ 15,306,085株 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、3月の東日本大震災と原発事故により、国内景気は一時的に

落ち込みましたが、震災からの回復が当初予想より順調に進み、景気は年央にかけて持ち直してまいりました。し

かしながら、 近の急激な円高進行により、企業の収益は厳しい状況となっております。 

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％増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、主力のFA製造装置や計測器など産業機器向けは、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、売上高は前年同期比約23％

増となりました。一方、震災の影響が比較的大きかったカーナビ・オーディオなど民生機器向けは同32％減、同じ

く事務用機器向けは同24％減となり、単体の売上高は前年を若干下回りました。 

連結子会社は、国内は産業機器向けの伸びや震災対応の需要に支えられて全般に順調でしたが、海外はウェイ

トの大きい米国の宇宙関連向けが減少し、子会社全体では前年を下回りました。 

その結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は213億27百万円（前年同期比0.4％増）、営業利益は13億36百万

円（同16.7％減）、経常利益は14億87百万円（同12.2％減）、四半期純利益は８億22百万円（同24.3％減）となり

ました。 

品目別売上高につきましては、個別半導体はアミューズメント向けの減少により10億１百万円（前年同期比

12.1％減）、集積回路は産業機器向けの回復により188億65百万円（同1.0％増）、機器機構品は４億４百万円（同

19.4％減）、システム製品は２億79百万円（同20.6％減）、その他が７億75百万円（同33.3％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 

   

（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２四半期連結会計期間末の資産は336億３百万円となり、前連結会計年度末と比較して３百万円の増加とな

りました。これは主に、未収入金の増加及び商品の減少によるものであります。 

 負債は130億60百万円となり、前連結会計年度末と比較して１億87百万円の増加となりました。これは主に、長

期借入金（１年内返済予定を含む）の増加及び未払法人税等、短期借入金の減少によるものであります。 

 純資産は205億43百万円となり、前連結会計年度末と比較して１億84百万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、自己株式の取得による増加

及びその他有価証券評価差額金の減少によるものであります。 

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)         10,720百万円 192.5％ 129.6％

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

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

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

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

当第2四半期(平成23年6～8月) 9,383百万円 84.5％ 72.4％

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

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

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

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

当第1四半期(平成23年3～5月)      9,026百万円 101.9％ 99.3％

当第2四半期(平成23年6～8月)      10,456百万円 94.7％ 115.8％
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  ②キャッシュ・フロ－の状況 

 当第２四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55百万円減少の101億

83百万円となりました。 

 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13億95百万円に対し、法人税等の支払12億59

百万円、未収入金の増加８億47百万円及びたな卸資産の減少７億38百万円を主因として、１億38百万円の収入とな

りました（前年同期は26億15百万円の支出）。 

 投資活動によるキャッシュ・フロ－は、投資有価証券の取得による支出12億20百万円及び投資有価証券の売却に

よる収入10億58百万円を主因として、１億75百万円の支出となりました（前年同期は８億96百万円の収入）。 

 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13億４百万円、配当金の支払７億18百万

円、短期借入金の純減少による支出４億10百万円及び自己株式の取得による支出１億63百万円を主因として、７百

万円の収入となりました（前年同期は33億67百万円の収入）。 

  

（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、国内経済は、東日本大震災の影響により上期はやや弱含みとなりましたが、

下期にはサプライチェーンの復旧や復興需要などで、本格的な回復が期待されます。しかしながら世界の経済情勢

は、米国やEUの不安定な状況に加えて、円高傾向は今後も継続するものと想定され、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2四半期は

売上高の伸びが鈍り利益は計画をやや下回って推移しておりますが、下期において車関連を中心に震災後のリカバ

リー増産などが見込まれていること、さらに当社では新商流の獲得・新規案件立ち上げなども想定していることか

ら、現時点では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２四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・プランニ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。  

  

（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 

     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 

    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。 

   

２．その他の情報
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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２四半期連結会計期間末
(平成23年８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 10,333,430 10,388,620

受取手形及び売掛金 12,736,630 12,667,969

有価証券 200,024 99,984

商品 4,951,975 5,704,041

未収入金 1,006,252 228,821

繰延税金資産 249,398 232,904

その他 196,362 226,931

貸倒引当金 △7,536 △15,045

流動資産合計 29,666,538 29,534,228

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 28,755 24,359

車両運搬具（純額） 1,781 2,691

工具、器具及び備品（純額） 50,809 54,228

有形固定資産合計 81,346 81,279

無形固定資産   

ソフトウエア 208,675 253,718

その他 3,622 1,548

無形固定資産合計 212,297 255,266

投資その他の資産   

投資有価証券 3,041,173 3,190,324

繰延税金資産 362,961 288,353

その他 242,747 255,393

貸倒引当金 △3,166 △3,996

投資その他の資産合計 3,643,715 3,730,074

固定資産合計 3,937,359 4,066,620

資産合計 33,603,897 33,600,848
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年８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 2,754,874 2,874,199

短期借入金 983,245 1,424,315

1年内返済予定の長期借入金 2,044,185 2,167,292

未払法人税等 591,989 1,253,361

繰延税金負債 7,259 3,590

賞与引当金 332,364 177,729

その他 427,194 484,494

流動負債合計 7,141,111 8,384,982

固定負債   

長期借入金 4,718,556 3,316,861

繰延税金負債 566 1,981

退職給付引当金 406,002 393,111

役員退職慰労引当金 － 4,290

その他 794,474 771,785

固定負債合計 5,919,599 4,488,031

負債合計 13,060,711 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 13,766,131 13,665,579

自己株式 △2,529,232 △2,365,774

株主資本合計 20,797,858 20,860,765

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 32,866 119,464

為替換算調整勘定 △308,841 △280,275

評価・換算差額等合計 △275,974 △160,811

少数株主持分 21,302 27,881

純資産合計 20,543,186 20,727,834

負債純資産合計 33,603,897 33,600,848
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

売上高 21,247,367 21,327,139

売上原価 17,191,344 17,172,106

売上総利益 4,056,023 4,155,032

販売費及び一般管理費 2,451,922 2,818,646

営業利益 1,604,101 1,336,386

営業外収益   

受取利息 21,747 15,477

受取配当金 53,120 80,034

為替差益 52,284 63,459

その他 16,364 35,186

営業外収益合計 143,517 194,156

営業外費用   

支払利息 23,494 29,777

売上債権売却損 10,106 7,201

複合金融商品評価損 18,450 －

その他 870 6,096

営業外費用合計 52,921 43,075

経常利益 1,694,697 1,487,467

特別利益   

投資有価証券売却益 175,816 13,570

貸倒引当金戻入額 － 8,338

負ののれん発生益 － 1,027

特別利益合計 175,816 22,937

特別損失   

固定資産除却損 3,298 2,784

投資有価証券売却損 35,147 16,239

投資有価証券評価損 9,627 63,864

厚生年金基金脱退拠出金 － 31,572

特別損失合計 48,072 114,461

税金等調整前四半期純利益 1,822,441 1,395,943

法人税、住民税及び事業税 771,574 608,636

法人税等調整額 △37,901 △37,668

法人税等合計 733,672 570,968

少数株主損益調整前四半期純利益 － 824,975

少数株主利益 3,248 2,831

四半期純利益 1,085,520 822,144
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年８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 1,822,441 1,395,943

減価償却費 67,240 63,527

のれん償却額 6,411 －

負ののれん発生益 － △1,027

貸倒引当金の増減額（△は減少） 290 △8,338

賞与引当金の増減額（△は減少） 94,341 154,635

退職給付引当金の増減額（△は減少） 21,585 16,543

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 180 △4,290

受取利息及び受取配当金 △74,867 △95,511

支払利息 23,494 29,777

為替差損益（△は益） △55,373 4,103

固定資産除却損 3,298 2,784

投資有価証券売却損益（△は益） △140,669 2,669

投資有価証券評価損益（△は益） 9,627 63,864

複合金融商品評価損益（△は益） 18,450 －

売上債権の増減額（△は増加） △1,780,100 △111,568

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,892,582 738,289

仕入債務の増減額（△は減少） △194,960 △99,714

未収入金の増減額（△は増加） － △847,445

その他 △180,710 30,422

小計 △2,251,904 1,334,663

利息及び配当金の受取額 75,050 95,027

利息の支払額 △21,822 △31,843

法人税等の支払額 △417,041 △1,259,167

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,615,718 138,680

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △150,000

定期預金の払戻による収入 500,000 150,000

有価証券の取得による支出 △699,625 △1,099,234

有価証券の償還による収入 899,641 1,099,539

有形固定資産の取得による支出 △8,638 △22,202

無形固定資産の取得による支出 － △1,635

投資有価証券の取得による支出 △3,424,098 △1,220,654

投資有価証券の売却による収入 3,624,210 1,058,585

子会社株式の取得による支出 － △3,500

その他 5,287 13,873

投資活動によるキャッシュ・フロー 896,777 △175,227

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） 426,034 △410,844

長期借入れによる収入 4,300,000 2,300,000

長期借入金の返済による支出 △749,287 △995,913

自己株式の取得による支出 △190 △163,458

配当金の支払額 △608,830 △718,302

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 3,367,726 7,481
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 10,721 △26,125

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,659,507 △55,190

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 10,628,419 10,183,430
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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２四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年８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２四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年８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２四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年８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又は地域における売上高であります。 

  

〔セグメント情報〕 

当第２四半期連結累計期間（自 平成23年３月１日 至 平成23年８月31日）   

当グループは、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） 

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）  2,680,275  6,379  2,686,654

Ⅱ 連結売上高（千円）      21,247,367

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  12.6  0.0  12.6

（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２四半期連結累計期間 

（自 平成23年３月１日 

   至 平成23年８月31日）  

金額（千円） 割合（%） 前年同期比（%） 

個別半導体  1,001,481    4.7    87.9

集積回路  18,865,659  88.5    101.0

機器機構品  404,925  1.9    80.6

システム製品  279,205  1.3    79.4

その他  775,867  3.6    133.3

合計  21,327,139  100.0    100.4
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