
 

 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
   

   

   

 
   

   

   

 
     

   

 
 (％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 

 
   

平成25年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成24年７月26日

上 場 会 社 名 富士通コンポーネント株式会社 上場取引所 東

コ ー ド 番 号 6719 URL http://www.fcl.fujitsu.com

代  表  者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 石坂 宏一
問合せ先責任者 (役職名) 取締役 (氏名) 倉本 雅晴 (TEL) 03-5449-7000

四半期報告書提出予定日 平成24年８月14日 配当支払開始予定日 ―
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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第１四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24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 ％

25年３月期第１四半期 9,055 △10.0 △539 ― △574 ― △597 ―
24年３月期第１四半期 10,058 2.2 33 62.0 △21 ― 13 ―

(注) 包括利益 25年３月期第１四半期 △905百万円( ―％) 24年３月期第１四半期 △122百万円( ―％)

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

25年３月期第１四半期 △7,501.93 ―
24年３月期第１四半期 195.56 97.55

（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 ％

25年３月期第１四半期 30,035 △753 △2.5
24年３月期 31,268 153 0.5

(参考) 自己資本 25年３月期第１四半期 △753百万円 24年３月期 153百万円

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

24年３月期 ― ― ― 0.00 0.00
25年３月期 ―

25年３月期(予想) ― ― 0.00 0.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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。

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

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) 19,000 △8.7 △600 ― △660 ― △700 ― △8,790.66
通期 41,700 1.3 180 512.3 80 ― 20 ― 251.16

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



  

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
 

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 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 ： 無

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) 25年３月期１Ｑ 79,630株 24年３月期 79,630株

② 期末自己株式数 25年３月期１Ｑ ―株 24年３月期 ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 79,630株 24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
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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。

※ 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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5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。



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

24年３月期 ― ― ― 0.00 0.00

25年３月期 ―

25年３月期(予想) ― ― 0.00 0.00
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当第１四半期連結累計期間における世界経済は、欧州政府債務問題に起因する金融不安は根本的な問

題解決が進まない中、欧州経済の不振により、中国をはじめとするアジア経済も景気の減速感が強ま

り、それに伴う円高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りますが、お客様

の在庫調整は徐々に終わってきているものの経済状況認識の厳しさを反映した発注の手控え等が継続し

ており、国内、海外共に受注の回復が遅れております。 

このような経営環境のもと、既存の当社海外製造拠点への製造製品シフトによる為替リスクの軽減と

現地化によるお客様サポート力の強化を進めてまいりましたが、受注の回復が遅れていることから、当

第１四半期連結累計期間の連結売上高は9,055百万円(前年同期比10.0％減)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、通信・家電向けや産業機器向けを中心にお客様の発注手控え等によ

る需要減があり、売上高は4,216百万円(前年同期比18.7％減)となりました。 

(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、中国を中心とした景気の減速により決済端

末・POS向けサーマルプリンタの需要減により売上高は3,462百万円(前年同期比11.7％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1,376百万円(前年同期比45.3％増)となりまし

た。 

  

損益面につきましては、お客様サポート力の強化や生産体制の整備・強化による売上高の拡大、生産

性向上による収益改善や品質コストの削減による収益性改善の取組を実施してきましたが、欧州・中国

を中心とした景気減速に伴う需要減により売上高が減少したことから、当第１四半期連結累計期間は

539百万円の営業損失(前年同期は営業利益33百万円)となり、経常損失は574百万円(前年同期は21百万

円の経常損失)、四半期純損失は597百万円(前年同期は13百万円の四半期純利益)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)

 
  

1. 日本 

国内は、車載向けは堅調でありましたが、家電・産業機器向け需要減により、売上高は4,951百

万円(前年同期比7.3％減)となりました。 

2. アジア 

アジアは、韓国向け車載用リレーは堅調に推移しましたが、中国及び新興国の景気減速やお客様

の発注手控えもあり、家電・産業機器・通信向けリレー、サーマルプリンタの需要減に加え、為替

影響による減が51百万円あり、売上高は2,687百万円(前年同期比7.1％減)となりました。 

3. 北米 

北米は、車載向けリレーは堅調に推移しましたが、情報機器向けコネクタの需要減に加え、為替

影響による減が11百万円あり、売上高は595百万円(前年同期比8.9％減)となりました。 

4. ヨーロッパ 

ヨーロッパは、経済情勢の悪化が継続しており、産業機器向けリレーを中心に需要が低迷したこ

とと、為替影響による減が116百万円あり、売上高は821百万円(前年同期比29.9％減)となりまし

た。 

  

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

前年同期比

日本 5,338 4,951 △387

アジア 2,893 2,687 △206

北米 653 595 △58

ヨーロッパ 1,172 821 △350

合計 10,058 9,055 △1,002

(海外売上比率) ( 46.9％) ( 45.3％) (△1.6％)
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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資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,233百万円減少し、30,035百

万円となりました。流動資産は、前連結会計年度末に比べ767百万円減少し、18,037百万円となりま

した。主に現金及び預金が334百万円、受取手形及び売掛金が385百万円それぞれ減少したことなどに

よります。固定資産は、前連結会計年度末に比べ465百万円減少し、11,998百万円となりました。主

に減価償却費の計上437百万円や投資有価証券の時価下落に伴う87百万円の減少等によるものであり

ます。 

当第１四半期連結会計期間の負債合計は、前連結会計年度末に比べ326百万円減少し、30,789百万

円となりました。流動負債は、前連結会計年度末に比べ311百万円減少し、26,841百万円となりまし

た。主に支払手形及び買掛金が369百万円減少したことなどによるものであります。固定負債は、前

連結会計年度末に比べ15百万円減少し、3,948百万円となりました。 

当第１四半期連結会計期間の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ906百万円減少し、753百万円

の債務超過となりました。四半期純損失597百万円の計上と、主にマレーシアリンギット等の円高の

進行による影響を受けて為替換算調整勘定が237百万円減少したことや投資有価証券の時価下落によ

る投資有価証券評価差額金が71百万円減少したこと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334百万円

減少し、1,156百万円となりました。 

(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259百万円の支出(前年同期は269百万円の収入)となりまし

た。主に税金等調整前四半期純損失574百万円及びたな卸資産の増加額224百万円による支出、減価償

却費437百万円の収入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311百万円の支出となりました。主に有形固定資産の取得に

よる支出312百万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287百万円の収入（前年同期比106百万円の減少）となりまし

た。主に短期借入金の純増額322百万円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２四半期以降につきましても、欧州の財政問題の再燃や中国・アジア経済の減速による海外景気の

後退、円高の定着等厳しい状況にありますが、お客様の在庫調整は徐々に終わってきていることから受

注高は回復基調にあり、お客様サポート力の強化を図り、新製品のタイムリーな市場投入を加速し、グ

ループ一丸となって更なる生産体制の整備・強化及び発生費用の徹底した圧縮を推し進め、また素材価

格の値下がりもあり、通期の業績予想につきましては売上高41,700百万円、営業利益180百万円、経常

利益80百万円、当期純利益20百万円を予想しており、前回公表値と変更ありません。 

  
  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

当社グループは、当第１四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や投資有価証券の時価下落による投

資有価証券評価差額金の減少と四半期純損失の計上により債務超過となっており、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。 

ただし、「１．当四半期決算に関する定性的情報」の「（３）連結業績予想に関する定性的情報」に

記載のとおりの純利益の計上を予想しており、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

２．サマリー情報(注記事項)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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,490 1,156

受取手形及び売掛金 11,167 10,782

商品及び製品 4,156 4,039

仕掛品 539 573

原材料及び貯蔵品 919 1,066

その他 559 443

貸倒引当金 △27 △25

流動資産合計 18,804 18,037

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,295 2,218

機械装置及び運搬具（純額） 3,586 3,336

工具、器具及び備品（純額） 967 921

土地 3,957 3,957

建設仮勘定 342 359

有形固定資産合計 11,149 10,794

無形固定資産 797 781

投資その他の資産   

その他 575 479

貸倒引当金 △57 △56

投資その他の資産合計 517 422

固定資産合計 12,463 11,998

資産合計 31,268 30,035
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,926 10,557

短期借入金 13,477 13,797

その他 2,749 2,486

流動負債合計 27,152 26,841

固定負債   

退職給付引当金 2,873 2,896

役員退職慰労引当金 176 185

障害対応費用引当金 56 44

その他 858 822

固定負債合計 3,963 3,948

負債合計 31,115 30,789

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,764 6,764

資本剰余金 6,654 6,654

利益剰余金 △12,895 △13,494

株主資本合計 523 △74

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 29 △41

土地再評価差額金 917 917

為替換算調整勘定 △1,317 △1,554

その他の包括利益累計額合計 △370 △679

純資産合計 153 △753

負債純資産合計 31,268 30,035
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 10,058 9,055

売上原価 7,999 7,456

売上総利益 2,058 1,599

販売費及び一般管理費 2,025 2,138

営業利益又は営業損失（△） 33 △539

営業外収益   

受取ロイヤリティー 16 10

その他 21 23

営業外収益合計 38 33

営業外費用   

支払利息 50 29

為替差損 19 31

その他 23 7

営業外費用合計 92 69

経常損失（△） △21 △574

特別利益   

投資有価証券売却益 97 －

特別利益合計 97 －

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（△）

75 △574

法人税、住民税及び事業税 26 22

法人税等調整額 35 －

法人税等合計 61 22

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（△）

13 △597

四半期純利益又は四半期純損失（△） 13 △597
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 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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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（△）

13 △597

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △22 △71

為替換算調整勘定 △113 △237

その他の包括利益合計 △135 △308

四半期包括利益 △122 △905

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △122 △905

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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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（△）

75 △574

減価償却費 462 437

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5 －

受取利息及び受取配当金 △1 △0

支払利息 50 29

売上債権の増減額（△は増加） △273 31

たな卸資産の増減額（△は増加） △697 △224

仕入債務の増減額（△は減少） 915 57

投資有価証券売却損益（△は益） △97 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11 9

退職給付引当金の増減額（△は減少） 25 22

障害対応費用引当金の増減額（△は減少） △11 △12

その他の流動資産の増減額（△は増加） △81 115

その他の流動負債の増減額（△は減少） △34 △103

その他の固定負債の増減額（△は減少） 2 3

その他 △11 △8

小計 330 △215

利息及び配当金の受取額 1 0

利息の支払額 △50 △30

法人税等の支払額 △12 △14

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 269 △259

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 △417 △312

有形固定資産の売却による収入 27 16

投資有価証券の売却による収入 136 －

無形固定資産の取得による支出 △47 △21

その他 △0 6

投資活動によるキャッシュ・フロー △300 △311

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） 445 322

リース債務の返済による支出 △50 △34

財務活動によるキャッシュ・フロー 394 287

現金及び現金同等物に係る換算差額 △19 △51

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 343 △334

現金及び現金同等物の期首残高 1,029 1,490

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,373 1,156
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当第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日） 

該当事項はありません。 

  

  

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24年４月１日 至 平成24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）セグメント情報等

（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) 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。 

  

５．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24年４月１日
至 平成24年６月30日)

前第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)

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

ディスクリートデバイス部門 4,263 5,778 17,783

入出力デバイス部門 3,991 4,596 15,916

その他 1,591 1,174 5,459

合計 9,846 11,549 39,159

（うち輸出） 4,367 5,442 17,030

比率 (44.4％) (47.1％) (43.5％)

事業部門
当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

前第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)

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

ディスクリートデバイス部門 4,216 5,188 19,537

入出力デバイス部門 3,462 3,921 16,274

その他 1,376 947 5,352

合計 9,055 10,058 41,164

（うち輸出） 4,104 4,719 18,164

比率 (45.3％) (46.9％) (44.1％)

事業部門
当第１四半期連結会計期間

(平成24年６月30日)
前第１四半期連結会計期間

(平成23年６月30日)
前連結会計年度

(平成24年３月31日)

ディスクリートデバイス部門 4,050 6,602 4,140

入出力デバイス部門 3,912 4,723 3,464

その他 651 698 596

合計 8,615 12,024 8,201

（うち輸出） 4,311 6,287 4,269

比率 (50.0％) (52.3％) (52.1％)
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