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（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 ％

26年2月期第１四半期 10,866 5.2 393 △30.7 776 14.4 622 66.6

25年2月期第１四半期 10,333 2.8 568 △19.2 678 △17.8 373 △25.1

（注）包括利益 26年2月期第１四半期 781百万円（ ％）105.5 25年2月期第１四半期 380百万円（ ％）△13.2

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

26年2月期第１四半期 44.49 －

25年2月期第１四半期 26.09 －

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

26年2月期第１四半期 35,764 22,368 62.5 1,597.55

25年2月期 33,955 22,290 65.6 1,591.95

（参考）自己資本 26年2月期第１四半期 22,342百万円 25年2月期 22,264百万円

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

25年2月期 － 0.00 － 50.00 50.00

26年2月期 －

26年2月期（予想） 0.00 － 50.00 50.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

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

第２四半期（累計） 20,100 △4.2 1,080 △16.4 1,240 △15.5 800 △4.6 57.20

通期 42,000 3.6 2,600 22.8 2,920 5.9 1,810 7.1 129.42

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項

新規 ― 社 （社名） 、除外 ― 社 （社名）

（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、四半期決算短信（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」をご覧ください。

（４）発行済株式数（普通株式）

(注）株式付与ESOP信託口が所有する当社株式数については、25年２月期の「期末自己株式数」及び26年２月期１Ｑ

の「期末自己株式数」に326,500株を含めており、26年２月期１Ｑの「期中平均株式数（四半期累計）」から

326,500株を控除しております。

※  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： 無

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） 26年2月期１Ｑ 16,320,828株 25年2月期 16,320,828株

②  期末自己株式数 26年2月期１Ｑ 2,335,433株 25年2月期 2,335,433株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年2月期１Ｑ 13,985,395株 25年2月期１Ｑ 14,311,974株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年末からの円安・株高の進行に伴い輸出と企業収益の改善が見

られますが、企業の設備投資は弱含みで本格的な生産増にはまだ至らない状況とされております。海外では、米国は緩

やかな回復傾向が見られ、中国は減速しつつも緩やかな成長を維持しており、全体的には低調な水準ではあるものの落

ち着いた推移となりました。

一方、半導体市場は、WSTS（世界半導体市場統計）の2013年春季予測によれば、世界全体で2012年は前年比2.7％減

のマイナス成長から今年は同2.1％増と緩やかな増加に転じる予測となっています。日本市場は、2012年は同4.2％減、

今年は同0.3％減のマイナス成長予測となっています。

このような状況下、業績の大宗を占める単体においては、メモリ大口先である情報機器向けが大幅に増加したほ

か、主力のFA製造装置など産業機器向け、医療機器向け、宇宙関連向けが順調に推移しました。一方、民生機器向けや

事務用機器向けが減少しましたが、全体の売上では前年同期比7.7％増となりました。

連結子会社は、海外は米国が宇宙関連向けで好調でしたが、アジアは民生機器向けや事務用機器向けが低調でし

た。国内は産業機器向けが順調な推移で利益も回復し、子会社合計では売上、利益とも前年同期を上回りました。

その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は108億66百万円（前年同期比5.2％増）、営業利益は３億93百万円

（同30.7％減）、経常利益は７億76百万円（同14.4％増）、四半期純利益は６億22百万円（同66.6％増）となりまし

た。

品目別売上高につきましては、個別半導体は産業機器向けの増加により３億97百万円（前年同期比0.8％増）、集積

回路は情報機器向けの大幅増などにより97億81百万円（同4.9％増）、機器機構品は３億43百万円（同29.2％増）、シ

ステム製品は１億20百万円（同25.9％減）、その他が２億24百万円（同20.6％増）となりました。

なお、当社グループは、電子部品等販売事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しておりま

す。

(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 前四半期比

売上 前年同期比  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１四半期連結会計期間末の資産は357億64百万円となり、前連結会計年度末と比較して18億９百万円の増加とな

りました。これは主に、受取手形及び売掛金、商品、未収入金、投資有価証券の増加並びに現金及び預金の減少による

ものであります。

当第１四半期連結会計期間末の負債は133億96百万円となり、前連結会計年度末と比較して17億32百万円の増加とな

りました。これは主に、長期借入金の減少並びに１年内返済予定の長期借入金、支払手形及び買掛金の増加によるもの

であります。

当第１四半期連結会計期間末の純資産は223億68百万円となり、前連結会計年度末と比較して77百万円の増加となり

ました。これは主に、四半期純利益の計上による利益剰余金の増加及び剰余金の配当による利益剰余金の減少によるも

のであります。

１．当四半期決算に関する定性的情報

前第1四半期(平成24年3～5月) 百万円10,083 ％77.8 ％105.5

前第2四半期(平成24年6～8月) 百万円9,476 ％101.0 ％94.0

前第3四半期(平成24年9～11月) 百万円8,162 ％97.0 ％86.1

前第4四半期(平成24年12～平成25年2月) 百万円9,145 ％95.7 ％112.0

当第1四半期(平成25年3～5月) 百万円10,954 ％108.6 ％119.8

前第1四半期(平成24年3～5月) 百万円9,557 ％105.9 ％97.1

前第2四半期(平成24年6～8月) 百万円10,092 ％96.5 ％105.6

前第3四半期(平成24年9～11月) 百万円8,991 ％96.8 ％89.1

前第4四半期(平成24年12～平成25年2月) 百万円9,200 ％93.5 ％102.3

当第1四半期(平成25年3～5月) 百万円10,290 ％107.7 ％111.8
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②キャッシュ・フロ－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の残高は、前連結会計年度末比３億90百万円減少の124億

17百万円となりました。

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９億91百万円に対し、仕入債務の増加による収入

15億45百万円並びに未収入金の増加による支出６億５百万円、法人税等の支払５億92百万円、たな卸資産の増加による

支出５億91百万円、売上債権の増加による支出５億64百万円を主因として、３億22百万円の収入となりました（前年同

期は58百万円の支出）。

投資活動によるキャッシュ・フロ－は、有価証券・投資有価証券の取得による支出25億84百万円、有価証券・投資有

価証券の償還及び売却による収入25億91百万円を主因として、０百万円の収入となりました（前年同期は２億円の支

出）。

財務活動によるキャッシュ・フロ－は、配当金の支払５億29百万円、長期借入金の返済による支出４億16百万円並び

に短期借入金の純増加による収入１億24百万円を主因として、８億27百万円の支出となりました（前年同期は15億33百

万円の支出）。

（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、世界の景気は米国や中国の緩やかな景気上昇が、また国内では経済政策の本格的

な効果が今後期待されるところですが、不安定な為替水準や欧州の金融リスクなどもあり、先行きは不透明な状況が続

くものと考えられます。

半導体市場は、世界全体では2013年から2015年にかけて成長率は一桁台の緩やかな上昇ペースを維持するものと予

想されております。

このような環境下、当社グループの業績見通しとしましては、単体および連結子会社において当第１四半期は売

上、経常利益とも計画を上回り順調なペースであり、第２四半期連結累計期間および通期の連結業績予想に変更はござ

いません。

（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

該当事項はありません

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成25年３月１日以後に

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

なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。

該当事項はありません。

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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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：千円）

前連結会計年度
(平成25年２月28日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 13,057,490 12,667,356

受取手形及び売掛金 11,233,872 11,918,103

有価証券 600,004 699,995

商品 5,040,829 5,711,483

未収入金 915,145 1,480,827

繰延税金資産 248,124 259,226

その他 358,243 254,849

貸倒引当金 △908 △983

流動資産合計 31,452,801 32,990,859

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 29,854 28,956

車両運搬具（純額） 784 706

工具、器具及び備品（純額） 18,403 20,428

リース資産（純額） 17,481 16,391

有形固定資産合計 66,524 66,483

無形固定資産

ソフトウエア 100,015 80,294

その他 3,471 4,311

無形固定資産合計 103,486 84,606

投資その他の資産

投資有価証券 1,858,554 2,173,187

繰延税金資産 256,874 236,241

その他 217,899 214,315

貸倒引当金 △1,003 △1,003

投資その他の資産合計 2,332,325 2,622,741

固定資産合計 2,502,335 2,773,830

資産合計 33,955,137 35,764,690
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年２月28日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年５月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,603,031 4,225,750

短期借入金 1,128,428 1,331,607

1年内返済予定の長期借入金 2,234,909 3,879,814

リース債務 4,509 4,527

未払法人税等 608,306 398,284

繰延税金負債 25,742 18,779

賞与引当金 219,828 99,015

その他 248,634 912,761

流動負債合計 7,073,390 10,870,539

固定負債

長期借入金 3,496,401 1,431,775

リース債務 14,024 12,885

長期未払金 565,551 565,551

繰延税金負債 2,410 1,386

退職給付引当金 421,921 426,224

その他 90,909 88,293

固定負債合計 4,591,218 2,526,116

負債合計 11,664,609 13,396,656

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 15,754,252 15,677,178

自己株式 △2,877,772 △2,877,772

株主資本合計 22,437,439 22,360,365

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 95,547 143,169

為替換算調整勘定 △268,951 △161,114

その他の包括利益累計額合計 △173,403 △17,944

少数株主持分 26,492 25,613

純資産合計 22,290,528 22,368,034

負債純資産合計 33,955,137 35,764,690
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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：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年３月１日
至 平成24年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年３月１日
至 平成25年５月31日)

売上高 10,333,210 10,866,957

売上原価 8,436,158 9,157,559

売上総利益 1,897,051 1,709,397

販売費及び一般管理費 1,328,744 1,315,813

営業利益 568,307 393,584

営業外収益

受取利息 8,030 12,233

受取配当金 2,640 8,747

為替差益 113,426 365,282

その他 9,764 12,467

営業外収益合計 133,861 398,731

営業外費用

支払利息 11,639 12,767

売上債権売却損 3,939 2,616

複合金融商品評価損 7,869 －

その他 252 562

営業外費用合計 23,700 15,946

経常利益 678,468 776,369

特別利益

投資有価証券売却益 4,496 216,794

投資有価証券償還益 5,000 －

特別利益合計 9,496 216,794

特別損失

固定資産除却損 406 －

投資有価証券売却損 410 1,383

投資有価証券評価損 29,408 －

特別損失合計 30,226 1,383

税金等調整前四半期純利益 657,738 991,779

法人税、住民税及び事業税 351,433 389,352

法人税等調整額 △68,742 △21,108

法人税等合計 282,690 368,243

少数株主損益調整前四半期純利益 375,047 623,536

少数株主利益 1,610 1,340

四半期純利益 373,437 622,195
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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：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年３月１日
至 平成24年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年３月１日
至 平成25年５月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 375,047 623,536

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △24,432 47,621

為替換算調整勘定 29,722 110,618

その他の包括利益合計 5,290 158,239

四半期包括利益 380,337 781,776

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 377,971 777,654

少数株主に係る四半期包括利益 2,366 4,121

富士エレクトロニクス㈱ (9883) 平成26年2月期 第1四半期決算短信

－7－



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年３月１日
至 平成24年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年３月１日
至 平成25年５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 657,738 991,779

減価償却費 30,731 27,025

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,934 74

賞与引当金の増減額（△は減少） △102,384 △120,813

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,518 4,761

受取利息及び受取配当金 △10,670 △20,981

支払利息 11,639 12,767

為替差損益（△は益） 16,487 △51,652

固定資産除却損 406 －

投資有価証券売却損益（△は益） △4,085 △215,410

投資有価証券償還損益（△は益） △5,000 －

投資有価証券評価損益（△は益） 29,408 －

複合金融商品評価損益（△は益） 7,869 －

売上債権の増減額（△は増加） 143,815 △564,905

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,520,769 △591,725

仕入債務の増減額（△は減少） 1,068,698 1,545,783

未収入金の増減額（△は増加） 79,986 △605,143

その他 85,193 494,359

小計 495,648 905,918

利息及び配当金の受取額 13,060 20,677

利息の支払額 △16,411 △11,612

法人税等の支払額 △550,333 △592,767

営業活動によるキャッシュ・フロー △58,034 322,215

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 △3,184 △3,498

無形固定資産の取得による支出 △9,030 △3,540

有価証券の取得による支出 △1,300,255 △999,907

有価証券の償還による収入 799,726 900,000

投資有価証券の取得による支出 △177,165 △1,584,727

投資有価証券の償還による収入 300,000 100,000

投資有価証券の売却による収入 190,233 1,591,166

その他 △998 1,357

投資活動によるキャッシュ・フロー △200,674 851

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） △527,774 124,454

長期借入金の返済による支出 △458,546 △416,138

自己株式の取得による支出 △39 －

配当金の支払額 △541,295 △529,746

少数株主への配当金の支払額 △5,000 △5,000

その他 △1,236 △1,120

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,533,891 △827,551

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,267 114,349

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,791,333 △390,134

現金及び現金同等物の期首残高 12,061,184 12,807,490

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,269,851 12,417,356
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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。

（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）重要な後発事象
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