
  

１．平成24年2月期第３四半期の連結業績（平成23年3月1日～平成23年11月30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３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

        平成24年１月10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24年１月16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3四半期  31,241  △2.8  2,079  △18.8  2,344  △14.1  1,350  △22.0

23年2月期第3四半期  32,144  55.7  2,561  237.1  2,727  199.9  1,730  191.8

  
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3四半期  94.17  －

23年2月期第3四半期  113.09  －

  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3四半期  34,303  20,975  61.1  1,464  08

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3四半期 20,953百万円 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）                        50  00 50 00

（注）当四半期における配当予想の修正有無： 有

  （％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  41,000  △4.3  2,800  △17.5  3,100  △12.7  1,810  △18.4  126  30

（注）当四半期における業績予想の修正有無      ： 有



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「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３Ｑ 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３Ｑ 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３Ｑ 14,336,009株 23年2月期３Ｑ 15,299,568株 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四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からの復興に伴い着実に回復

が進んでおりましたが、①欧州の金融不安からくる世界経済での懸念と歴史的な円高基調の継続、②さらに10月の

タイ洪水による生産への影響なども加わり、企業収益は依然厳しい状況が続いております。 

 一方、半導体市場は、WSTS（世界半導体市場統計）の秋季予測によれば、世界全体で2011年は前年比1.3％増と

春季予測5.4%増から大きく下方修正されました。日本市場は、2011年は震災と円高の影響により前年比15.8％減の

厳しい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、昨年

獲得した多数商流の貢献はあるものの、設備投資の減速感を受けて伸び悩み、売上高は前年同期比1.7％増となり

ました。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回復基調ではありますが同

31.4％減、同じく事務用機器向けは同19.6％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減速を受けて若干の減少、海外は前期好調だったアジア地区の案件が終息

したことで減少し、子会社全体では前年を下回りました。 

 その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は312億41百万円（前年同期比2.8％減）、営業利益は20億79百万

円（同18.8％減）、経常利益は23億44百万円（同14.1％減）、四半期純利益は13億50百万円（同22.0％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12億87百万円（前年同期比

19.5％減）、集積回路は民生機器や事務用機器向けの減少により278億18百万円（同1.7％減）、機器機構品は６億

35百万円（同22.3％減）、システム製品は４億11百万円（同22.6％減）、その他が10億89百万円（同23.2％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３四半期連結会計期間末の資産は343億３百万円となり、前連結会計年度末と比較して７億２百万円の増加

となりました。これは主に、現金及び預金、有価証券、商品、未収入金の増加及び投資有価証券の減少によるもの

であります。 

 負債は133億27百万円となり、前連結会計年度末と比較して４億54百万円の増加となりました。これは主に、長

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％

当第3四半期(平成23年9～11月) 8,417百万円 96.3％ 89.7％

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％

当第3四半期(平成23年9～11月) 9,284百万円 93.3％ 88.8％
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期借入金（１年内返済予定を含む）、支払手形及び買掛金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209億75百万円となり、前連結会計年度末と比較して２億47百万円の増加となりました。主な要因は、

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、自己株式の取得及びその他

有価証券評価差額金の減少であります。 

  

  ②キャッシュ・フロ－の状況 

 当第３四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14億70百万円増加の

117億９百万円となりました。 

 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22億81百万円に対し、法人税等の支払18億58

百万円、仕入債務の増加７億68百万円及びたな卸資産の増加５億35百万円を主因として、５億31百万円の収入とな

りました（前年同期は36億58百万円の支出）。 

 投資活動によるキャッシュ・フロ－は、投資有価証券の売却による収入25億36百万円、投資有価証券の取得によ

る支出13億65百万円を主因として、12億52百万円の収入となりました（前年同期は７億11百万円の収入）。 

 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８億45百万円、配当金の支払７億20百万

円、短期借入金の純減少による支出２億66百万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、３億

９百万円の支出となりました（前年同期は27億10百万円の収入）。 

  

  

（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、震災による上期の遅れを取り戻すべく下期に期待された回復の動

きは、タイ洪水の影響や新興国向け設備投資の減速などで再び停滞気味となり、また世界の経済情勢も、米国やEU

の不安定な状況や円高傾向の継続など、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、しばらくは

足踏み状況が続くものと考えられます。 

 このような環境下、当社グループの業績見通しにつきましては、足元の受注状況などを考慮し、今回通期業績予

想の修正を行いました。 

（ ご参考：本日付発表「業績予想の修正に関するお知らせ」 ） 

  

【連結・通期業績予想】 

   売上高    410億00百万円（前期比  4.3％減） 

   営業利益    28億00百万円（前期比 17.5％減） 

   経常利益    31億00百万円（前期比 12.7％減） 

   当期純利益   18億10百万円（前期比 18.4％減） 

  

【単体・通期業績予想】 

   売上高    380億00百万円（前期比  2.4％減） 

   営業利益    24億00百万円（前期比 18.5％減） 

   経常利益    29億00百万円（前期比 16.7％減） 

   当期純利益   17億60百万円（前期比 21.2％減） 

  

  

（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３四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．その他の情報
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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。 
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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３四半期連結会計期間末
(平成23年11月30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 11,859,470 10,388,620

受取手形及び売掛金 12,664,275 12,667,969

有価証券 394,441 99,984

商品 6,193,347 5,704,041

未収入金 470,356 228,821

繰延税金資産 268,078 232,904

その他 220,654 226,931

貸倒引当金 △6,843 △15,045

流動資産合計 32,063,780 29,534,228

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 28,671 24,359

車両運搬具（純額） 1,465 2,691

工具、器具及び備品（純額） 44,763 54,228

リース資産（純額） 3,360 －

有形固定資産合計 78,260 81,279

無形固定資産   

ソフトウエア 187,326 253,718

その他 3,622 1,548

無形固定資産合計 190,948 255,266

投資その他の資産   

投資有価証券 1,344,675 3,190,324

繰延税金資産 386,771 288,353

その他 244,016 255,393

貸倒引当金 △4,727 △3,996

投資その他の資産合計 1,970,735 3,730,074

固定資産合計 2,239,945 4,066,620

資産合計 34,303,726 33,600,848
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年11月30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 3,540,536 2,874,199

短期借入金 1,128,646 1,424,315

1年内返済予定の長期借入金 2,011,514 2,167,292

リース債務 630 －

未払法人税等 348,633 1,253,361

繰延税金負債 12,031 3,590

賞与引当金 49,518 177,729

その他 728,039 484,494

流動負債合計 7,819,550 8,384,982

固定負債   

長期借入金 4,322,609 3,316,861

リース債務 2,898 －

繰延税金負債 1,252 1,981

退職給付引当金 417,054 393,111

役員退職慰労引当金 － 4,290

その他 764,548 771,785

固定負債合計 5,508,363 4,488,031

負債合計 13,327,914 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 14,293,990 13,665,579

自己株式 △2,529,232 △2,365,774

株主資本合計 21,325,717 20,860,765

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △23,314 119,464

為替換算調整勘定 △348,468 △280,275

評価・換算差額等合計 △371,782 △160,811

少数株主持分 21,877 27,881

純資産合計 20,975,811 20,727,834

負債純資産合計 34,303,726 33,600,848
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年11月30日) 

売上高 32,144,066 31,241,716

売上原価 25,860,541 25,122,096

売上総利益 6,283,525 6,119,619

販売費及び一般管理費 3,722,120 4,040,148

営業利益 2,561,404 2,079,471

営業外収益   

受取利息 30,051 21,001

受取配当金 88,789 95,444

為替差益 83,258 169,606

その他 23,094 48,711

営業外収益合計 225,193 334,764

営業外費用   

支払利息 38,487 46,999

売上債権売却損 15,031 11,155

複合金融商品評価損 4,640 5,580

その他 1,065 6,494

営業外費用合計 59,224 70,229

経常利益 2,727,373 2,344,006

特別利益   

投資有価証券売却益 245,606 122,059

貸倒引当金戻入額 － 7,470

負ののれん発生益 － 1,027

特別利益合計 245,606 130,558

特別損失   

固定資産除却損 3,305 2,992

投資有価証券売却損 44,025 126,464

投資有価証券評価損 9,667 31,940

厚生年金基金脱退拠出金 － 31,572

特別損失合計 56,998 192,970

税金等調整前四半期純利益 2,915,981 2,281,593

法人税、住民税及び事業税 1,349,311 962,934

法人税等調整額 △169,243 △35,974

法人税等合計 1,180,068 926,959

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,354,634

少数株主利益 5,657 4,631

四半期純利益 1,730,256 1,350,003
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年11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 2,915,981 2,281,593

減価償却費 101,713 95,939

のれん償却額 9,616 －

負ののれん発生益 － △1,027

貸倒引当金の増減額（△は減少） △80 △7,470

賞与引当金の増減額（△は減少） △18,355 △128,210

退職給付引当金の増減額（△は減少） 35,279 28,753

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 270 △4,290

受取利息及び受取配当金 △118,840 △116,446

支払利息 38,487 46,999

為替差損益（△は益） △94,051 △34,606

固定資産除却損 3,305 2,992

投資有価証券売却損益（△は益） △201,580 4,404

投資有価証券評価損益（△は益） 9,667 31,940

複合金融商品評価損益（△は益） 4,640 5,580

売上債権の増減額（△は増加） △3,002,398 △116,158

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,107,027 △535,010

仕入債務の増減額（△は減少） 463,150 768,892

未収入金の増減額（△は増加） － △319,737

その他 △126,485 316,027

小計 △3,086,706 2,320,165

利息及び配当金の受取額 121,350 118,046

利息の支払額 △37,357 △47,430

法人税等の支払額 △655,712 △1,858,878

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,658,425 531,903

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 △999,531 △1,699,142

有価証券の償還による収入 1,099,578 1,499,463

有形固定資産の取得による支出 △11,603 △25,521

無形固定資産の取得による支出 △23,296 △4,740

投資有価証券の取得による支出 △5,277,398 △1,365,558

投資有価証券の償還による収入 － 300,000

投資有価証券の売却による収入 5,417,495 2,536,800

子会社株式の取得による支出 － △3,500

その他 5,961 14,330

投資活動によるキャッシュ・フロー 711,205 1,252,132

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） 445,836 △266,750

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 △1,365,864 △1,454,459

自己株式の取得による支出 △59,360 △163,458

配当金の支払額 △610,068 △720,000

少数株主への配当金の支払額 － △4,000

その他 － △441
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年11月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,710,543 △309,108

現金及び現金同等物に係る換算差額 △11,699 △4,078

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △248,376 1,470,849

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 8,720,535 11,709,470
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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３四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年11月30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３四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年11月30日） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

    ２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

     （１）アジア ・・・・ 香港、シンガポール 

      （２）北米 ・・・・・ 米国 

  

〔海外売上高〕 

前第３四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年11月30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３四半期連結累計期間（自 平成23年３月１日 至 平成23年11月30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。  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
日本 

（千円） 
アジア 
（千円） 

北米 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する

売上高 
 29,405,105  2,735,064  3,895  32,144,066  －  32,144,066

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 3,276,356  15,911  1,155,652  4,447,920 (4,447,920)  －

計  32,681,461  2,750,976  1,159,548  36,591,986 (4,447,920)  32,144,066

営業利益  2,808,128  148,906  170,270  3,127,305 (565,900)  2,561,404

  アジア 北米 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  4,628,937  6,516  4,635,454

Ⅱ 連結売上高（千円）      32,144,066

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  14.4  0.0  14.4

（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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    品目別売上高 

   

４．補足情報

品     目 

当第3四半期連結累計期間 

（自 平成23年３月１日 

   至 平成23年11月30日）  

金額（千円） 割合（%） 前年同期比（%） 

個別半導体  1,287,902    4.1    80.5

集積回路  27,818,074  89.1    98.3

機器機構品  635,275  2.0    77.7

システム製品  411,367  1.3    77.4

その他  1,089,096  3.5    123.2

合計  31,241,716  100.0    97.2
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