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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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2四半期 239,669 △10.7 4,383 △30.8 2,755 △43.8 △4,080 ―

24年3月期第2四半期 268,286 5.6 6,332 △18.0 4,902 △39.8 1,016 △79.5

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △9,951百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △6,104百万円 （―％）

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2四半期 △11.40 ―

24年3月期第2四半期 2.81 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 488,614 171,242 32.5
24年3月期 489,479 184,235 35.2

（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  158,910百万円 24年3月期  172,354百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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 ― 2.50 ― 2.50 5.00

25年3月期 ― 2.50

25年3月期（予想） ― 2.50 5.00

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） 
 

（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
 

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 500,000 △1.8 8,000 △40.2 4,500 △50.9 2,000 ― 5.59



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。 
詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧下さい。 

(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ました。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成24年５月９日に公表いたしました業績予想のうち、通期の業績予想を本資料において修正しております。 
  詳細につきましては、本日（平成24年10月29日）公表いたしました、「第２四半期業績予想と実績の差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」 
  をご参照下さい。 
 
２．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されてい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当たっての注意事項等については、添付資料２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧 
  下さい。 
 
（決算説明会内容の入手方法について） 
当社は、平成24年10月29日（月）にアナリスト向け説明会を開催する予定です。この説明会のプレゼンテーション資料については、 
開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 360,863,421 株 24年3月期 360,863,421 株

② 期末自己株式数 25年3月期2Q 10,351,719 株 24年3月期 342,099 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 357,725,698 株 24年3月期2Q 360,530,252 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のわが国経済は、東日本大震災の復興需要等を背景として緩やかに持ち直しの動きが

みられましたが、欧州債務問題の深刻化や中国等の新興国の成長鈍化、円高の長期化等により、依然として先行き

の見えない状況で推移しました。 

 このような状況のもと、当社グループの第２四半期連結累計期間の売上高は、2,396億円（前年同期比10.7％ 

減）、営業利益は43億円（前年同期比30.8％減）、経常利益は27億円（前年同期比43.8％減）、四半期純損失は40

億円（前年同期は四半期純利益10億円）となりました。 

  

セグメント別の業績は次のとおりであります。 

  

＜事業の種類別セグメント＞ 

 情報通信事業につきましては、当第２四半期連結累計期間において、中国および北米市場向け需要を中心に光部

品が、また中国向けを中心に光融着接続機が好調に推移しましたが、国内マーケットにおける競争激化や、北米に

おけるエンジニアリングの需要停滞等により、売上高は前年同期比2.2％増の535億円、営業利益は前年同期比

44.6％減の24億円となりました。 

 電子電装事業の電子分野につきましては、昨年10月に発生したタイ王国洪水の影響からＦＰＣ（フレキシブルプ

リント配線板）は大幅な減収となりました。また、自動車電装分野につきましては、昨年度は日系顧客向けを中心

に東日本大震災の影響により減収となりましたが、当期は需要が回復したこと、及び、新興国向けの需要が拡大し

たことから、増収となりました。全体の売上高は、前年同期比20.3％減の801億円、営業損失25億円（前年同期は

営業利益11億円）となりました。 

   ケーブル・機器関連事業につきましては、米国での事業が好調であったことに加え、構造改革によるコスト削減

効果もあり、売上高は前年同期比6.9％減の977億円、営業利益は黒字化して15億円（前年同期は営業損失18億円）

となりました。 

 不動産事業につきましては、当社旧深川工場跡地再開発事業である「深川ギャザリア」の賃貸収入等により、売

上高は前年同期比1.1％減の54億円、営業利益は前年同期比1.3％減の26億円となりました。 

 その他事業につきましては貨物利用運送業、サービス業等により、売上高は前年同期比42.5%減の28億円、営業

利益は前年同期比410.4％増の４億円となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較し、８億円減少の4,886億円となりました。 

また、負債合計は前連結会計年度末と比較し、121億円増加の3,173億円となりました。有利子負債は197億円増加

しております。純資産は1,712億円となり、以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末の35.2％から32.5％と

なりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年５月９日に公表いたしました業績予想のうち、通期の業績予想を修正しております。具体的な内容につ

きましては、本日（平成24年10月29日）公表しております「第２四半期業績予想と実績の差異及び通期業績予想の

修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。 

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用の計算 

 一部の連結子会社は、税金費用について、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益 

に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算 

しております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

     

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（減価償却方法の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以降に 

取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これにより、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期 

純利益はそれぞれ108百万円増加しております。 

  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 59,688 53,173

受取手形及び売掛金 116,454 111,861

たな卸資産 53,121 57,495

その他 23,861 21,187

貸倒引当金 △1,377 △840

流動資産合計 251,748 242,878

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 75,404 79,514

その他（純額） 72,215 77,129

有形固定資産合計 147,620 156,644

無形固定資産 5,626 8,077

投資その他の資産   

投資有価証券 48,809 45,861

その他 38,111 37,715

貸倒引当金 △1,486 △1,516

投資損失引当金 △949 △1,047

投資その他の資産合計 84,484 81,013

固定資産合計 237,731 245,736

資産合計 489,479 488,614

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 74,647 66,288

短期借入金 48,223 49,755

1年内償還予定の社債 10,000 10,000

未払法人税等 1,936 1,197

独占禁止法関連損失引当金 1,680 －

その他 38,135 41,514

流動負債合計 174,623 168,755

固定負債   

社債 50,000 50,000

長期借入金 60,119 78,291

退職給付引当金 7,419 7,515

その他の引当金 165 284

その他 12,916 12,524

固定負債合計 130,620 148,615

負債合計 305,243 317,371
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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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 53,075 53,075

資本剰余金 54,957 54,957

利益剰余金 84,680 79,660

自己株式 △157 △2,583

株主資本合計 192,556 185,110

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 463 △233

繰延ヘッジ損益 △262 △22

為替換算調整勘定 △20,403 △25,942

その他の包括利益累計額合計 △20,202 △26,199

少数株主持分 11,881 12,331

純資産合計 184,235 171,242

負債純資産合計 489,479 488,614
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 268,286 239,669

売上原価 227,077 201,443

売上総利益 41,208 38,225

販売費及び一般管理費 34,876 33,842

営業利益 6,332 4,383

営業外収益   

受取利息 89 77

受取配当金 450 501

持分法による投資利益 398 127

為替差益 298 293

その他 412 333

営業外収益合計 1,648 1,332

営業外費用   

支払利息 1,598 1,536

その他 1,480 1,423

営業外費用合計 3,078 2,959

経常利益 4,902 2,755

特別利益   

受取保険金 － 4,570

その他 29 409

特別利益合計 29 4,980

特別損失   

課徴金引当金繰入額 1,180 －

災害による損失 － 5,925

損害賠償金 － 1,792

その他 556 2,057

特別損失合計 1,736 9,775

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（△）

3,194 △2,039

法人税等 2,011 1,634

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（△）

1,183 △3,674

少数株主利益 167 406

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,016 △4,080

㈱フジクラ (5803) 平成25年３月期　第２四半期決算短信

- 6 -



（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９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（△）

1,183 △3,674

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △352 △676

繰延ヘッジ損益 68 340

為替換算調整勘定 △6,507 △5,868

持分法適用会社に対する持分相当額 △496 △73

その他の包括利益合計 △7,288 △6,277

四半期包括利益 △6,104 △9,951

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △5,973 △10,084

少数株主に係る四半期包括利益 △131 132
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９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（△）

3,194 △2,039

減価償却費 11,496 10,665

のれん償却額 261 538

引当金の増減額（△は減少） 1,712 △1,763

受取保険金 － △4,570

受取利息及び受取配当金 △539 △578

支払利息 1,598 1,536

持分法による投資損益（△は益） △398 △127

投資有価証券評価損益（△は益） － 1,437

有形及び無形固定資産除却損 186 156

有形固定資産売却損益（△は益） △16 △1

売上債権の増減額（△は増加） △6,808 2,409

たな卸資産の増減額（△は増加） △8,865 △5,445

仕入債務の増減額（△は減少） 2,728 △7,211

その他 352 1,695

小計 4,901 △3,298

利息及び配当金の受取額 855 703

利息の支払額 △1,602 △1,265

保険金の受取額 － 4,570

独占禁止法関連損失引当金の支払額 － △1,680

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △2,128 △2,493

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,026 △3,462

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額（△は増加） △25,061 179

有形及び無形固定資産の取得による支出 △12,063 △16,950

有形及び無形固定資産の売却による収入 898 711

貸付けによる支出 △664 △577

貸付金の回収による収入 626 935

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△980 △2,146

関係会社出資金の払込による支出 △1,303 －

その他 △765 △567

投資活動によるキャッシュ・フロー △39,314 △18,415
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

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） △905 11,225

長期借入れによる収入 1,456 25,000

長期借入金の返済による支出 △6,467 △16,345

配当金の支払額 △1,262 △901

社債の発行による収入 39,820 －

自己株式の取得による支出 △3 △2,425

その他 △209 163

財務活動によるキャッシュ・フロー 32,428 16,715

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,832 △1,443

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6,693 △6,606

現金及び現金同等物の期首残高 49,216 59,083

連結子会社の会計期間変更による現金及び現金同等
物の減少額

△69 －

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 325 233

現金及び現金同等物の四半期末残高 42,779 52,710
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 該当事項はありません。   

   

 当社は、平成24年７月30日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される

同法第156条の規定に基づき、自己株式の取得を決議し、自己株式10,000,000株(取得価額2,423百万円）の取得を

行いました。これにより当第２四半期連結会計期間末において、前連結会計年度末と比較して、自己株式が2,425

百万円増加しております。 

   

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年９月30日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（注）１．セグメント利益又はセグメント損失（△）の調整額194百万円には、セグメント間取引消去194百万円が含まれ

     ております。 

   ２．セグメント利益又はセグメント損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年９月30日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（注）１．セグメント利益又はセグメント損失（△）の調整額89百万円には、セグメント間取引消去89百万円が含まれ 

     ております。 

   ２．セグメント利益又はセグメント損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等

  （単位：百万円）

  報告セグメント        

情報通信 電子電装 

ケーブ

ル・機器

関連 

不動産 その他 合計 
調整額

（注）１ 

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）２ 

売上高                   

 外部顧客への売上高  52,354  100,536  104,930  5,519  4,944  268,286   268,286

 セグメント間の内部 

 売上高又は振替高 
 101  88  659 －  3,831  4,680  (4,680) － 

計  52,456  100,624  105,589  5,519  8,775  272,966  (4,680)  268,286

セグメント利益又は 

セグメント損失（△） 
 4,497  1,166  △1,858  2,641  79  6,526  (194)  6,332

  （単位：百万円）

  報告セグメント        

情報通信 電子電装 

ケーブ

ル・機器

関連 

不動産 その他 合計 
調整額

（注）１ 

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）２ 

売上高                   

 外部顧客への売上高  53,527  80,120  97,718  5,457  2,845  239,669   239,669

 セグメント間の内部 

 売上高又は振替高 
 42  84  241  1  3,168  3,538  (3,538)  －

計  53,569  80,205  97,960  5,458  6,013  243,207  (3,538)  239,669

セグメント利益又は 

セグメント損失（△） 
 2,493  △2,597  1,560  2,608  407  4,472  (89)  4,383
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