
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
   

   

   

 
   

   

   

 
     

   

 
 

(％表示は、対前期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第３四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24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 ％

25年３月期第３四半期 28,854 △7.7 △595 ― △610 ― △787 ―
24年３月期第３四半期 31,259 3.8 △41 ― △118 ― △151 ―

(注) 包括利益 25年３月期第３四半期 △490百万円( ―％) 24年３月期第３四半期 △1,008百万円( ―％)

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３四半期 △9,895.11 ―
24年３月期第３四半期 △2,138.98 ―

（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３四半期 32,067 △338 △1.1
24年３月期 31,268 153 0.5

(参考) 自己資本 25年３月期第３四半期 △338百万円 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

通期 40,300 △2.1 30 2.0 20 ― △170 ― △2,134.87

(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３Ｑ 79,630株 24年３月期 79,630株

② 期末自己株式数 25年３月期３Ｑ ―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３Ｑ 79,630株 24年３月期３Ｑ 71,042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4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３四半期連結累計期間における世界経済は、当初期待していた回復が遅れ、欧州経済の財政問題

の長期化、中国経済の減速等により先行き不透明感が長期化しております。一方、国内経済は、政権交

代に伴う景気浮上策への期待感を見越した円安、株高がありますが、相変わらずの世界経済の先行き不

透明の影響により、当社グループが属する電子部品業界におきましては、総じて弱含みで推移してお

り、特に海外市場において受注の回復が遅れております。 

このような経済環境のもと、お客様での過剰在庫の調整が進んできたこと、新製品の積極的投入によ

る拡販を行いましたが、第３四半期連結累計期間の連結売上高は28,854百万円(前年同期比7.7％減)に

留まりました。 

  

(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、世界経済停滞による通信・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12,690百万円(前年同期比15.7％減)となりました。 

(入出力デバイス部門) 

PC用及び医療機器用キーボード、車載用タッチパネルは需要が堅調に推移しておりますが、当第３

四半期連結累計期間も中国を中心とした景気の減速による決済端末・POS用サーマルプリンタの需要

減により売上高は11,904百万円(前年同期比2.8％減)となりました。 

(その他部門) 

車載用コントロール基板及び遊戯機器向け基板モジュールの需要増により売上高は4,258百万円(前

年同期比7.5％増)となりました。 

  

損益面につきましては、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、新製品の積

極的投入による売上高の拡大、品質の改善や発生費用の削減等による原価低減を継続的に実施してお

り、結果、第３四半期においては3百万円の純利益を確保しました。しかしながら、第１四半期での欧

州・中国を中心にした景気減速に伴う需要減による売上高が減少したことによる第２四半期連結累計期

間での営業損失534百万円、経常損失671百万円の計上があり、当第３四半期連結累計期間は595百万円

の営業損失(前年同期は41百万円の営業損失)となり、また、経常損失は円安に伴う為替差損戻しの計上

があり、610百万円(前年同期は118百万円の経常損失)となり、四半期純損失は787百万円(前年同期は

151百万円の四半期純損失)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)

 
  

1. 日本 

国内は、車載向けリレー及び医療機器用キーボード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16,303百万円(前年同期比7.4％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より、売上

高は8,584百万円(前年同期比2.2％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より、売上

高は1,761百万円(前年同期比3.6％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、車載・産業機器向けリレーを中心に需要が低迷

したことにより、売上高は2,205百万円(前年同期比27.5％減)となりました。 

  

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

前年同期比

日本 17,611 16,303 △1,307

アジア 8,777 8,584 △193

北米 1,827 1,761 △65

ヨーロッパ 3,043 2,205 △838

合計 31,259 28,854 △2,405

(海外売上比率) ( 43.7％) ( 43.5％) (△0.2％)
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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資産合計は、前連結会計年度末に比べ798百万円増加し、32,067百万

円となりました。流動資産は、前連結会計年度末に比べ1,199百万円増加し、20,004百万円となりま

した。主に受取手形及び売掛金が1,327百万円増加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400百万円減少し、12,063百万円となりました。減価償却費1,267百万円の計上や投資

有価証券の時価下落に伴う62百万円の減少と、設備投資797百万円による増加などによるものであり

ます。 

当第３四半期連結会計期間の負債合計は、前連結会計年度末に比べ1,289百万円増加し、32,405百

万円となりました。流動負債は、前連結会計年度末に比べ1,344百万円増加し、28,496百万円となり

ました。主に短期借入金が1,782百万円増加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54百万円減少し、3,909百万円となりました。 

当第３四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491百万円減少し、338百万円

の債務超過となりました。四半期純損失787百万円の計上と、当第３四半期末において外貨為替レー

トが円安に進行したことによる影響を受けて為替換算調整勘定が344百万円増加したことや、投資有

価証券の時価下落によりその他有価証券評価差額金が46百万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３四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205百万円

減少し、1,284百万円となりました。 

(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1,163百万円の支出(前年同期は1,085百万円の収入)となりま

した。主に税金等調整前四半期純損失685百万円、売上債権の増加額944百万円及び仕入債務の減少額

465百万円による支出、減価償却費1,267百万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805百万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804百万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1,702百万円の収入（前年同期は29百万円の支出）となりま

した。主に短期借入金の純増額1,785百万円によるものであります。 

  

第３四半期連結累計期間については、第２四半期連結累計期間の売上高18,991百万円（第１四半期

9,055百万円,第２四半期9,935百万円）と徐々にお客様での過剰在庫の調整が進んできたことと、新製

品の積極的投入による拡販により、第３四半期連結累計期間の売上高は28,854百万円となりました。 

また、純損益につきましても、第３四半期は、徹底した品質の改善や発生費用の削減等による原価低

減により3百万円の四半期純利益を確保できました。 

第４四半期以降についても、引き続きお客様サポート力の一層の強化を図り、海外生産品の積極的拡

販に努め、新製品のタイムリーな市場投入を加速して売上高を確保し、グループ一丸となって生産体制

の整備・強化を図り、更なる発生費用の徹底した圧縮による原価低減を推し進め、通期の連結業績予想

につきましては売上高40,300百万円、営業利益30百万円、経常利益20百万円、当期純損失170百万円を

予想しております。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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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、第１四半期での欧州・中国を中心とした景気減速に伴う需要減により売上が減少し

たことで、第２四半期連結累計期間において四半期純損失790百万円の計上により933百万円の債務超過

となっておりましたが、品質の改善や発生費用の削減等による原価低減を実施した結果、当第３四半期

においては、3百万円の四半期純利益を計上いたしました。また、当第３四半期末での円安により海外

子会社の純資産に対する為替換算調整勘定の戻りもあり債務超過額は338百万円と減少しましたが、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。 

第４四半期におきましても更なる徹底した費用圧縮による原価低減を推し進め第４四半期において四

半期純利益617百万円を予想しており債務超過を解消する見込みであり、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。 

  

(単位：百万円)

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

第１四半期 第２四半期 第３四半期
第４四半期 

予測
年間予測

売上高 9,055 9,935 9,863 11,447 40,300

営業利益又は 
営業損失(△)

△539 4 △60 625 30

経常利益又は 
経常損失(△)

△574 △97 61 630 20

当期純利益又は 
当期純損失(△)

△597 △193 3 617 △170
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,490 1,284

受取手形及び売掛金 11,167 12,495

商品及び製品 4,156 3,954

仕掛品 539 562

原材料及び貯蔵品 919 1,319

その他 559 414

貸倒引当金 △27 △27

流動資産合計 18,804 20,004

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,295 2,197

機械装置及び運搬具（純額） 3,586 3,356

工具、器具及び備品（純額） 967 931

土地 3,957 3,957

建設仮勘定 342 398

有形固定資産合計 11,149 10,841

無形固定資産 797 768

投資その他の資産   

その他 575 513

貸倒引当金 △57 △59

投資その他の資産合計 517 453

固定資産合計 12,463 12,063

資産合計 31,268 32,067
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,926 10,838

短期借入金 13,477 15,259

その他 2,749 2,398

流動負債合計 27,152 28,496

固定負債   

退職給付引当金 2,873 2,945

役員退職慰労引当金 176 152

障害対応費用引当金 56 31

その他 858 779

固定負債合計 3,963 3,909

負債合計 31,115 32,405

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 △13,684

株主資本合計 523 △265

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 29 △17

土地再評価差額金 917 917

為替換算調整勘定 △1,317 △973

その他の包括利益累計額合計 △370 △72

純資産合計 153 △338

負債純資産合計 31,268 32,067

富士通コンポーネント㈱(6719)平成25年３月期第３四半期決算短信

―7―



（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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 31,259 28,854

売上原価 25,074 23,537

売上総利益 6,185 5,317

販売費及び一般管理費 6,226 5,912

営業損失（△） △41 △595

営業外収益   

受取ロイヤリティー 53 35

助成金収入 2 30

その他 81 55

営業外収益合計 138 121

営業外費用   

支払利息 151 95

その他 64 41

営業外費用合計 215 137

経常損失（△） △118 △610

特別利益   

投資有価証券売却益 97 －

特別利益合計 97 －

特別損失   

和解金 － 75

特別損失合計 － 75

税金等調整前四半期純損失（△） △21 △685

法人税、住民税及び事業税 94 112

法人税等調整額 35 △9

法人税等合計 130 102

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △151 △787

四半期純損失（△） △151 △787
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △151 △787

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △439 △46

為替換算調整勘定 △416 344

その他の包括利益合計 △856 297

四半期包括利益 △1,008 △490

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,008 △490

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23年４月１日
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日
 至 平成24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損失（△） △21 △685

減価償却費 1,366 1,267

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11 △1

受取利息及び受取配当金 △1 △3

支払利息 151 95

売上債権の増減額（△は増加） △1,466 △944

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,255 △56

仕入債務の増減額（△は減少） 2,829 △465

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） △74 △23

退職給付引当金の増減額（△は減少） 48 72

障害対応費用引当金の増減額（△は減少） △77 △24

その他の流動資産の増減額（△は増加） △21 183

その他の流動負債の増減額（△は減少） △34 △418

その他の固定負債の増減額（△は減少） 1 △22

その他 △13 △0

小計 1,321 △1,027

利息及び配当金の受取額 1 3

利息の支払額 △154 △94

法人税等の支払額 △86 △49

法人税等の還付額 2 5

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,085 △1,163

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 △1,132 △804

有形固定資産の売却による収入 62 23

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 △60 △35

その他 11 10

投資活動によるキャッシュ・フロー △982 △805

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） 107 1,785

リース債務の返済による支出 △137 △83

財務活動によるキャッシュ・フロー △29 1,702

現金及び現金同等物に係る換算差額 △85 61

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △12 △205

現金及び現金同等物の期首残高 1,029 1,490

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 1,045 1,284
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当第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日） 

該当事項はありません。 

  

  

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24年４月１日 至 平成24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）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３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

前第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 12,231 13,853 17,783

入出力デバイス部門 12,681 12,284 15,916

その他 4,345 3,960 5,459

合計 29,258 30,098 39,159

（うち輸出） 12,663 13,248 17,030

比率 (43.3％) (44.0％) (43.5％)

事業部門
当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

前第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 12,690 15,045 19,537

入出力デバイス部門 11,904 12,251 16,274

その他 4,258 3,962 5,352

合計 28,854 31,259 41,164

（うち輸出） 12,551 13,648 18,164

比率 (43.5％) (43.7％) (44.1％)

事業部門
当第３四半期連結会計期間

(平成24年12月31日)
前第３四半期連結会計期間

(平成23年12月31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 3,777 4,548 4,140

入出力デバイス部門 3,842 3,977 3,464

その他 715 467 596

合計 8,335 8,992 8,201

（うち輸出） 4,587 4,817 4,269

比率 (55.0％) (53.6％) (52.1％)
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