
 

 

 

   

 

 
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 

  

 

   

 

 

 
  

 
  

   

 

 
  

  

 
(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 ： 有 
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(百万円未満切捨て)

１．平成24年３月期第３四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23年12月31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３四半期 31,259 3.8 △41 ― △118 ― △151 ―

23年３月期第３四半期 30,115 19.0 252 ― △9 ― △63 ―

(注) 包括利益 24年３月期第３四半期 △1,008百万円(―％) 23年３月期第３四半期 △550百万円(―％)

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３四半期 △2,138.98 ―
23年３月期第３四半期 △923.47 ―

（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３四半期 31,093 △164 △0.5

23年３月期 30,187 689 2.3

(参考) 自己資本 24年３月期第３四半期 △164百万円 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、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 41,500 3.4 165 △25.0 80 ― 30 ― 409.96



  

 

 

 
  

・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.5「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３Ｑ 79,630株 23年３月期 69,269株

② 期末自己株式数 24年３月期３Ｑ 0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３Ｑ 71,042株 23年３月期３Ｑ 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
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当第３四半期連結累計期間における我が国の経済は、東日本大震災からの回復基調にあった第２四半

期累計期間から一転、第３四半期に入ると、欧州の財政問題や中国経済の減速、タイの洪水の影響に伴

う海外景気の減速とそれに伴う円高の高止まり等により先行き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も、車載向けは引き続き堅調であるものの、堅調で

あった情報機器向け・産業機器向けが国内、海外共に減少傾向にあります。 

このような経営環境のもと、引き続き生産体制の整備や増産対応に努め、当第３四半期連結累計期間

の連結売上高は31,259百万円(前年同期比3.8％増)となりました。 

  

(ディスクリートデバイス部門) 

車載向けは堅調であるものの、第３四半期後半に通信・家電向けや産業機器向けを中心に在庫調整

による需要減があり、売上高は15,045百万円(前年同期比5.4％増)にとどまりました。 

(入出力デバイス部門) 

車載向けタッチパネルは需要が堅調に推移しましたが、決済端末・POS向けサーマルプリンタ、情

報機器向けKVMの需要減により売上高は12,251百万円(前年同期比5.7％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3,962百万円(前年同期比39.4％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

取組を実施してきましたが、欧州の財政問題や中国経済の減速、タイの洪水の影響等に伴う在庫調整に

よる需要減、これらに起因する円高の影響等により、当第３四半期連結累計期間は41百万円の営業損失

(前年同期は営業利益252百万円)となり、経常損失は118百万円(前年同期は9百万円の経常損失)、四半

期純損失は151百万円(前年同期は63百万円の四半期純損失)となりました。 

  

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] 

(単位：百万円)

 
（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３四半期連結累計期間で890百万円、平成24年３月期第３四半期連結累計期間で1,106百万円を日本からア

ジアに組み替えて表示しております。 

  

1. 日本 

国内は、情報機器・産業機器向けを中心とした需要増、車載向け需要増により、売上高は17,611

百万円(前年同期比5.2％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

増がありましたが、第３四半期後半での在庫調整による影響や、為替影響による減が649百万円あ

り、売上高は8,777百万円(前年同期比4.4％増)にとどまりました。 

3. 北米 

北米は、車載向けリレーの需要増はあったものの、情報機器向けコネクタの第２四半期からの需

要減、産業機器向けサーマルプリンタの需要減に加え、為替影響による減が203百万円あり、売上

高は1,827百万円(前年同期比11.0％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があるものの、為替影響による減が80百万円

あり、売上高は3,043百万円(前年同期比4.6％増)となりました。 

  

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

前年同期比

日本 16,742 17,611 868

アジア 8,410 8,777 367

北米 2,052 1,827 △225

ヨーロッパ 2,909 3,043 134

合計 30,115 31,259 1,144

(海外売上比率) ( 44.4％) ( 43.7％) (△0.7％)
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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の総資産は31,093百万円となり、前連結会計年度末に比べ906百万円増

加いたしました。流動資産は18,649百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,027百万円増加いたし

ました。主な要因は、売上増加に伴う受取手形及び売掛金の増加(1,015百万円)、商品及び製品の増

加(726百万円)等によるものであります。有形固定資産は11,183百万円となり、前連結会計年度末に

比べ190百万円減少いたしました。主に為替換算による影響(209百万円)であります。無形固定資産は

777百万円となり、前連結会計年度末に比べ76百万円減少いたしました。投資その他の資産は483百万

円となり、前連結会計年度末に比べ854百万円減少いたしました。投資有価証券の時価下落に伴う減

少によるものであります。 

当第３四半期連結会計期間の負債合計は31,258百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,760百万

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(2,195百万円)、短期借入金の増加(108

百万円)等により、前連結会計年度末に比べ2,208百万円増加の27,287百万円となりました。固定負債

は3,971百万円となり、前連結会計年度末に比べ447百万円減少いたしました。各種引当金、リース負

債等の減少によるものであります。 

当第３四半期連結会計期間の純資産合計は164百万円の債務超過となりました。主にマレーシアリ

ンギットを中心とした外貨の急激な円高に伴うFUJITSU COMPONENT(MALAYSIA)SDN.BHD.他海外子会社

の純資産に対する為替換算調整勘定の減少(416百万円)と、投資有価証券の時価評価に伴うその他有

価証券評価差額金の減少(439百万円)によるものであります。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結会計期間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16百万円増加

の1,045百万円となりました。 

(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1,085百万円の収入(前年同期比1,701百万円の減少)となりま

した。主に支払い増による仕入債務の減少(前年同期比965百万円の減少)、その他流動負債の減少(前

年同期比293百万円の減少)等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982百万円の支出(前年同期比627百万円の減少)となりまし

た。主に有形固定資産の取得による支出の減少(前年同期比423百万円の減少)、投資有価証券の売却

による収入の増加(前年同期比115百万円の増加)等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29百万円の支出(前年同期比1,522百万円の減少)となりまし

た。主に短期借入金の純減額(前年同期比1,478百万円の減少)によるものであります。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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第４四半期につきましても、欧州の財政問題や中国経済の減速による海外景気の後退や円高の定着等

厳しい状況にありますが、グループ一丸となってのコストダウンを推し進め、また素材価格の値下がり

もあり、通期の業績は売上高41,500百万円、営業利益165百万円、経常利益80百万円、当期純利益30百

万円を予測しております。 

(単位：百万円)

 
  
  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

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３四半期連結累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。 

  

当社グループは、当第３四半期連結累計期間において、主にマレーシアリンギットを中心とした急激

な円高に伴う海外子会社の純資産に対する為替換算調整勘定の減少により債務超過となり、継続企業の

前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。 

しかしながら、現在はマレーシアリンギットも落ち着いてきており、「１．当四半期決算に関する定

性的情報」に記載のとおりの純利益を計上いたし、年度末には債務超過を回避できるものと考えており

ます。従いまして、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報

上期 下期 年間計

売上高 20,815 20,685 41,500

営業利益 74 91 165

経常利益 △62 142 80

当期純利益 △63 93 30

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

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表
（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３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,029 1,045

受取手形及び売掛金 11,045 12,061

商品及び製品 2,925 3,651

仕掛品 454 514

原材料及び貯蔵品 701 932

その他 501 470

貸倒引当金 △35 △26

流動資産合計 16,621 18,649

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,427 2,314

機械装置及び運搬具（純額） 3,583 3,550

工具、器具及び備品（純額） 1,011 933

土地 3,957 3,957

建設仮勘定 393 427

有形固定資産合計 11,373 11,183

無形固定資産 853 777

投資その他の資産

その他 1,399 536

貸倒引当金 △61 △53

投資その他の資産合計 1,338 483

固定資産合計 13,566 12,444

資産合計 30,187 31,093
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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３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,860 11,055

短期借入金 13,680 13,789

その他 2,537 2,441

流動負債合計 25,078 27,287

固定負債

長期借入金 4 －

退職給付引当金 2,793 2,842

役員退職慰労引当金 230 155

障害対応費用引当金 100 22

その他 1,289 950

固定負債合計 4,419 3,971

負債合計 29,497 31,258

純資産の部

株主資本

資本金 6,764 6,764

資本剰余金 6,680 6,654

利益剰余金 △12,794 △12,864

自己株式 △25 －

株主資本合計 624 554

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 439 △0

土地再評価差額金 845 917

為替換算調整勘定 △1,219 △1,636

その他の包括利益累計額合計 65 △719

純資産合計 689 △164

負債純資産合計 30,187 31,093
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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３四半期連結累計期間

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年12月31日)

売上高 30,115 31,259

売上原価 23,676 25,074

売上総利益 6,438 6,185

販売費及び一般管理費 6,186 6,226

営業利益又は営業損失（△） 252 △41

営業外収益

受取ロイヤリティー 60 53

受取補償金 25 －

その他 75 84

営業外収益合計 161 138

営業外費用

支払利息 152 151

為替差損 164 －

その他 106 64

営業外費用合計 423 215

経常損失（△） △9 △118

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（△）

27 △21

法人税、住民税及び事業税 88 94

法人税等調整額 3 35

法人税等合計 91 130

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △63 △151

四半期純損失（△） △63 △151
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四半期連結包括利益計算書
第３四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △63 △151

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 － △439

為替換算調整勘定 △487 △416

その他の包括利益合計 △487 △856

四半期包括利益 △550 △1,008

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △550 △1,008

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３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

27 △21

減価償却費 1,424 1,366

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2 △11

受取利息及び受取配当金 △3 △1

支払利息 152 151

持分法による投資損益（△は益） 32 －

売上債権の増減額（△は増加） △1,454 △1,466

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,115 △1,255

仕入債務の増減額（△は減少） 3,795 2,829

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） △0 △74

退職給付引当金の増減額（△は減少） △91 48

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） △3 △21

その他の流動負債の増減額（△は減少） 259 △34

その他の固定負債の増減額（△は減少） 4 △76

その他 △11 △13

小計 2,980 1,321

利息及び配当金の受取額 3 1

利息の支払額 △152 △154

法人税等の支払額 △45 △86

法人税等の還付額 0 2

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,786 1,085

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 △1,555 △1,132

有形固定資産の売却による収入 35 62

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 △108 △60

その他 △1 11

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,609 △982

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） △1,370 107

リース債務の返済による支出 △181 △137

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,552 △29

現金及び現金同等物に係る換算差額 △118 △85

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △494 △12

現金及び現金同等物の期首残高 1,565 1,029

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 29

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,070 1,045
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当第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日） 

該当事項はありません。 

  

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日） 

（法人税率の変更による影響） 

平成23年12月２日に「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部

を改正する法律」（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施する

ために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が公布され、平成24年４月

１日以降開始する事業年度より法人税率が変更されることとなりました。 

この税率の変更により、固定負債のその他に含まれている再評価に係る繰延税金負債が71百万円減

少し、純資産の部の土地再評価差額金が71百万円増加しております。 

  

【セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間及び当第３四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３四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31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）追加情報

（６）セグメント情報等

（７）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３四半期連

結累計期間、前第３四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。 

３．従来、事業部門をリレー部門、コネクタ部門、入出力デバイス部門、その他に区分しておりましたが、第２

四半期連結会計期間における組織変更により、リレー部門とコネクタ部門を統合し、ディスクリートデバイ

ス部門としました。これに伴い事業部門をディスクリートデバイス部門、入出力デバイス部門、その他の区

分に変更し、従来のリレー部門とコネクタ部門の金額を合算して、ディスクリートデバイス部門として表示

をしております。 

５．補足情報

（１）受注及び販売の状況

事業部門
当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31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)

ディスクリートデバイス部門 13,853 15,223 19,864

入出力デバイス部門 12,284 13,119 17,012

その他 3,960 2,959 3,931

合計 30,098 31,303 40,809

（うち輸出） 13,248 14,456 18,665

比率 (44.0％) (46.2％) (45.7％)

事業部門
当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31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)

ディスクリートデバイス部門 15,045 14,279 19,284

入出力デバイス部門 12,251 12,995 17,107

その他 3,962 2,841 3,738

合計 31,259 30,115 40,130

（うち輸出） 13,648 13,373 17,939

比率 (43.7％) (44.4％) (44.7％)

事業部門
当第３四半期連結会計期間

(平成23年12月31日)
前第３四半期連結会計期間

(平成22年12月31日)
前連結会計年度

(平成23年３月31日)

ディスクリートデバイス部門 4,548 6,331 6,127

入出力デバイス部門 3,977 4,176 3,932

その他 467 394 488

合計 8,992 10,902 10,548

（うち輸出） 4,817 5,884 5,718

比率 (53.6％) (54.0％) (54.2％)
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