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平成 23年 10 月 25 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 2部） 

問合せ先 常務取締役   望月 晴夫 

（TEL 03-5449-7000） 

 

当社の親会社 富士通株式会社 

代表者名 代表取締役社長 山本 正已 

（コード番号 6702 東証、大証、名証、各市場 1部）

 

平成 24年 3月期第 2四半期累計期間の業績予想と実績との差異の発生及び 

平成 24年 3月期通期業績予想の修正ならびに特別利益(個別)の計上に関するお知らせ 
 
 平成23年6月 17日に公表しました平成24年3月期第2四半期累計期間の業績予想と本日公表の実績
値に差異が生じましたので下記のとおりお知らせいたします。また当社は、 近の業績動向を踏まえ、
平成23年6月17日に公表しました平成24年3月期通期業績予想を下記のとおり修正しましたのでお知
らせいたします。また、併せて特別利益(個別)の計上についてお知らせいたします。 

 

記 

 
1．連結業績予想の修正 
 

（1）第 2四半期累計期間の業績予想と実績との差異（平成 23年 4月 1日～平成 23年 9月 30日） 

                                    （単位：百万円、％） 

 売上高 営業利益 経常利益 
四半期 

純利益 

1株当たり 

四半期 

純利益 

(円 銭) 

前回発表予想（Ａ） 20,700 100 10 20 289.89

今回実績（Ｂ） 20,815 74 △62 △63 △927.31

増減額（Ｂ－Ａ） 115 △26 △72 △83 ― 

増減率 0.6 △26.0 ― ― ― 

（ご参考）前期第 2四半期実績 

（平成 23年 3月期第 2四半期） 
19,992 62 △148 △166 △2,417.57

  
（2）通期の業績予想の修正（平成 23年 4月 1日～平成 24年 3月 31日） 

      （単位：百万円、％） 

 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

(円 銭) 

前回発表予想（Ａ） 43,400 550 420 400 5,797.77

今回修正予想（Ｂ） 43,100 500 310 300 3,767.42

増減額（Ｂ－Ａ） △300 △50 △110 △100 ― 

増減率 △0.7 △9.1 △26.2 △25.0 ― 

（ご参考）前期実績 

（平成 23年 3月期） 
40,130 220 △35 △18 △273.87
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2．個別業績予想の修正 
 

（1）第 2四半期累計期間の業績予想と実績との差異（平成 23年 4月 1日～平成 23年 9月 30日） 

                                    （単位：百万円、％） 

 売上高 営業利益 経常利益 
四半期 

純利益 

1株当たり 

四半期 

純利益 

(円 銭) 

前回発表予想（Ａ） 18,000 △600 △630 △570 △8,261.83

今回実績（Ｂ） 17,983 △727 △798 △267 △3,878.86

増減額（Ｂ－Ａ） △17 △127 △168 303 ― 

増減率 △0.1 ― ― ― ― 

（ご参考）前期第 2四半期実績 

（平成 23年 3月期第 2四半期） 
17,538 △261 △202 △222 △3,230.49

  
（2）通期の業績予想の修正（平成 23年 4月 1日～平成 24年 3月 31日） 

      （単位：百万円、％） 

 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

(円 銭) 

前回発表予想（Ａ） 37,700 △910 △930 40 579.78

今回修正予想（Ｂ） 36,900 △1,100 △970 △130 △1,632.55

増減額（Ｂ－Ａ） △800 △190 △40 △170 ― 

増減率 △2.1 ― ― ― ― 

（ご参考）前期実績 

（平成 23年 3月期） 
34,826 △697 △613 △26 △383.25

 
 
3. 修正の理由 
 (連結業績) 
  第 2四半期累計期間については、素材価格の値上りによる損益悪化要因はありましたが、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により、営業利益は 74百万円
と利益確保ができました。しかしながら、8 月中旬から 9 月末にかけての急激な円高による為替影響
額 76百万円の損失をカバーしきれなかったことで経常損失、当期純損失となりました。 
通期の業績見通しについては、米国、欧州の財政問題による景気後退や円高の定着等厳しい状況に

ありますが、下期につきましては、車載向け、産業機器向け需要が引き続き好調であり、売上高 22,285
百万円(第 2 四半期累計期間比 7％増)を見込んでおります。また素材価格の 9 月後半からの下落もあ
り、下期の営業利益 426 百万円、経常利益 372 百万円、当期純利益 363 百万円を見込んでおります。
以上により、通期の連結業績につきましては売上高 43,100 百万円、営業利益 500 百万円、経常利益
310 百万円、当期純利益 300 百万円を予測しております。 

 
 (個別業績) 
  第 2四半期累計期間及び通期の業績見通しの修正理由は連結業績の修正理由と同様であります。ま
た、債務保証損失引当金戻入益（特別利益）が第 2四半期累計期間で 470 百万円の実績があり、通期
では 780 百万円を見込んでおります。 

 
4. 特別利益の計上（個別） 

業績の回復した一部の連結子会社につきまして、債務保証損失引当金戻入益を第 2四半期累計期間

で 470 百万円計上いたしました。 

なお、当該特別利益は連結子会社に係わるものであるため連結業績には影響ありません。 
 

以 上 
 


