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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
いる情報およ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。



2

目次

１．2022年度第２四半期の業績
連結損益　・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
セグメント・地域別の分析等　・・・・・・・・・ 4
セグメント別売上高　・・・・・・・・・・・・・ 5
空調機地域別売上高　・・・・・・・・・・・・・ 6
セグメント情報、研究開発費、設備投資、減価償却費 ・ 7
営業利益増減要因（２Ｑ累計 前年同期比） ・・・ 8
連結貸借対照表　・・・・・・・・・・・・・・・ 9
主な業績・財務データ　・・・・・・・・・・・・ 10

２．2022年度連結業績見通し
連結損益　・・・・・・・・・・・・・・・・・・　 11
セグメント・地域別の分析等　・・・・・・・・・ 12
セグメント別売上高　・・・・・・・・・・・・・ 13
空調機地域別売上高　・・・・・・・・・・・・・ 14
セグメント情報、研究開発費、設備投資、減価償却費 ・ 15
営業利益増減要因［2022年度下期］（前年同期比） 16
営業利益増減要因［2022年度通期］（前年度比）・ 17

〈参考資料〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18

Copyright 2022 FUJITSU GENERAL


Sheet1

		

				１．2022年度第２四半期の業績 ネンドダイシハンキギョウセキ

						連結損益　・・・・・・・・・・・・・・・・・・ レンケツソンエキ																		3

						セグメント・地域別の分析等　・・・・・・・・・ チイキベツブンセキトウ																		4

						セグメント別売上高　・・・・・・・・・・・・・ ベツウリアゲダカ																		5

						空調機地域別売上高　・・・・・・・・・・・・・ クウチョウキチイキベツウリアゲダカ																		6

						セグメント情報、研究開発費、設備投資、減価償却費 ・ ジョウホウケンキュウカイハツヒセツビトウシゲンカショウキャクヒ																		7

						営業利益増減要因（２Ｑ累計 前年同期比） ・・・ エイギョウリエキゾウゲンヨウインルイケイネンドウキ																		8

						連結貸借対照表　・・・・・・・・・・・・・・・ レンケツタイシャクタイショウヒョウ																		9

						主な業績・財務データ　・・・・・・・・・・・・ オモギョウセキザイム																		10

				２．2022年度連結業績見通し ネンドレンケツギョウセキミトオ

						連結損益　・・・・・・・・・・・・・・・・・・　 レンケツソンエキ																		11

						セグメント・地域別の分析等　・・・・・・・・・ チイキベツブンセキトウ																		12

						セグメント別売上高　・・・・・・・・・・・・・ ベツウリアゲダカ																		13

						空調機地域別売上高　・・・・・・・・・・・・・ クウチョウキチイキベツウリアゲダカ																		14

						セグメント情報、研究開発費、設備投資、減価償却費 ・ ジョウホウケンキュウカイハツヒセツビトウシゲンカショウキャクヒ																		15

						営業利益増減要因［2022年度下期］（前年同期比） エイギョウリエキゾウゲンヨウインシモゼンネンドウキヒ																		16

						営業利益増減要因［2022年度通期］（前年度比）・ エイギョウリエキゾウゲンヨウインツウキゼンネン																		17

				〈参考資料〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・																				18

						セグメント情報、研究開発費、設備投資、減価償却費 ・ ジョウホウケンキュウカイハツヒセツビトウシゲンカショウキャクヒ																		5







3

（単位：億円）

１．第２四半期の業績

連結損益

 素材価格 平均価格 平均価格 平均価格 平均価格

　　銅(USD/ｔ) 8,299 9,671 1,372 ▲23
  アルミ(USD/ｔ) 2,481 2,890 409 ▲45

為替レート 平均ﾚｰﾄ (2Q末ﾚｰﾄ) 平均ﾚｰﾄ (2Q末ﾚｰﾄ) 平均ﾚｰﾄ (2Q末ﾚｰﾄ) 平均ﾚｰﾄ

　　円/1USD 110 ( 112) 135 ( 145) 25 ( 33) 1
　　円/1EUR 131 ( 130) 139 ( 142) 8 ( 12) 3
　バーツ/1USD 31.8 ( 33.8) 35.2 ( 37.8) 3.4 ( 4.0) 0.1
　　元/1USD 6.48 ( 6.49) 6.74 ( 7.10) 0.26 ( 0.61) 0.06

連結損益計算書 （注）増減率添字は現地通貨ベース

2021年度 2022年度

２Q累計実績 ２Q累計実績

1,344  1,830  486  22% 36% 30  
316  383  67  21%

(23.5%) (20.9%) (▲2.6%) 
51  25  ▲26  5  

(3.8%) (1.4%) (▲2.4%) (0.3%) 
54  78  24  44% 23  

(4.0%) (4.3%) (0.3%) (1.2%) 
 -  ▲12  ▲12   -% -  

32  50  18  57% 20  
(2.4%) (2.7%) (0.3%) (1.0%) 

30円27銭 47円54銭 17円27銭 18円88銭

売上総利益

１株当たり当期純利益

（売上総利益率）

７月公表比

　※親会社株主に帰属する当期純利益

前年同期比

売　上　高

増減率

営 業 利 益

（当期純利益率※）

（営業利益率）

▲52%

経 常 利 益

当期純利益※

（経常利益率）

特 別 損 益
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		素材価格 ソザイカカク				平均価格				平均価格				平均価格						平均価格

		　　銅(USD/ｔ) ドウ				8,299				9,671				1,372						▲23						9694

		アルミ(USD/ｔ)				2,481				2,890				409						▲45						2935

		為替レート		平均ﾚｰﾄ		(2Q末ﾚｰﾄ)		平均ﾚｰﾄ		(2Q末ﾚｰﾄ)		平均ﾚｰﾄ		(2Q末ﾚｰﾄ)						平均ﾚｰﾄ		(2Q末ﾚｰﾄ)				前回計画 ゼンカイケイカク

		　　円/1USD		110		( 112)		135		( 145)		25		( 33)						1		( 8)				134		( 137)

		　　円/1EUR		131		( 130)		139		( 142)		8		( 12)						3		( 7)				136		( 135)

		　バーツ/1USD		31.8		( 33.8)		35.2		( 37.8)		3.4		( 4.0)						0.1		( 2.1)				35.1		( 35.7)

		　　元/1USD ゲン		6.48		( 6.49)		6.74		( 7.10)		0.26		( 0.61)						0.06		( 0.40)				6.68		( 6.70)






Sheet1

		

								2021年度 ネンド		2022年度 ネンド		前年同期比 ゼンネンドウキヒ								７月公表比 ガツコウヒョウヒ

								２Q累計実績 ルイケイ		２Q累計実績 ルイケイ				増減率 ゾウゲンリツ										前回 ゼンカイ

				売　上　高 バイジョウダカ				1,344		1,830		486		22%		36%				30				1800

				売上総利益				316		383		67				21%

				（売上総利益率）				(23.5%)		(20.9%)		(▲2.6%)

				営 業 利 益 エイギョウリエキ				51		25		▲26		▲52%						5				20

				（営業利益率） エイギョウリエキリツ				(3.8%)		(1.4%)		(▲2.4%)								(0.3%)				(1.1%)

				経 常 利 益 キョウツネリエキ				54		78		24				44%				23				55

				（経常利益率） ケイジョウリエキリツ				(4.0%)		(4.3%)		(0.3%)								(1.2%)				(3.1%)

				特 別 損 益 トクベツソンエキ				-		▲12		▲12				-'%'				-				-12

				当期純利益※ トウキジュンリエキ				32		50		18				57%				20				30

				（当期純利益率※） トウキジュンリエキリツ				(2.4%)		(2.7%)		(0.3%)								(1.0%)				(1.7%)

				１株当たり当期純利益 カブアトウキジュンリエキ				30円27銭 エンセン		47円54銭 エンセン		17円27銭 エンセン								18円88銭 エンセン				2866

				　※親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ







増　収      （1,464億円、＋555億円、＋61％、現地通貨ベースの前年同期比＋41％）

調達・生産・出荷オペレーションの正常化が着実に進展し、高水準となっていた受注残の出荷が

順調に進むとともに、円安に伴う円換算増もあり、売上増

【 米 州 】 増 収 ：

【 欧 州 】 増 収 ：

【 中 東 】 増 収 ：

【 ｵ ｾ ｱ ﾆ ｱ 】 増 収 ： 商品供給遅れの影響があるも、サービスメンテナンス業務が堅調に推移し、売上増

【 ア ジ ア 】 増 収 ： インドでルームエアコンの販売大幅増、ソリューション案件も堅調に推移し、売上増

【 中 華 圏 】 増 収 ： 中国でルームエアコンの販売が減少するも、台湾向けの販売増により、売上増

減  収      （221億円、▲85億円、▲28％）

減 益     （15億円、▲27億円、▲64％）

販売増もあるも、素材・部品価格・海上運賃の高騰、円安によるコスト増などの影響が大きく、減益

増  収      （132億円、＋15億円、＋13％）

【情報通信】 減 収 ：

【電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ】 増 収 ：

減  益      （3億円、▲1億円、▲35％）  　情報通信システムの減収影響が大きく、減益

ATWの販売好調、高水準となっていた受注残の商品出荷も進め、売上増

＜ 営 業 利 益 ＞

＜ 売 上 高 ＞

電子部品・ユニット製造、車載カメラの販売増により、売上増

＜ 営 業 利 益 ＞

空調機

＜海外売上高＞

情報通信・
電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ

北米で高水準となっていた受注残の商品出荷を進め、売上増

2Qの販売は前年同期を上回るも、1Qの上海市都市封鎖に伴う出荷大幅減により、売上減

市況が回復傾向、高水準となっていた受注残の商品出荷を進め、売上増

防災システムの納入案件減少が継続、民需システムも依然低迷し、売上減

＜国内売上高＞

セグメント・地域別の分析等
（ ）内％は前年同期比

１．第２四半期の業績
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				空調機 クウチョウキ				＜海外売上高＞ カイガイウリアゲダカ				増　収      （1,464億円、＋555億円、＋61％、現地通貨ベースの前年同期比＋41％） フシュウオクエンオクエンゲンチツウカゼンネンドウキヒ

												調達・生産・出荷オペレーションの正常化が着実に進展し、高水準となっていた受注残の出荷が

												順調に進むとともに、円安に伴う円換算増もあり、売上増 ゾウ

										【米州】 ベイシュウ		増収    ： ゾウシュウ		北米で高水準となっていた受注残の商品出荷を進め、売上増 ホクベイショウヒンシュッカススウリアゲゾウ

										【欧州】 オウシュウ		増収    ： ゾウシュウ		ATWの販売好調、高水準となっていた受注残の商品出荷も進め、売上増 ハンバイコウチョウコウスイジュンジュチュウザンショウヒンシュッカススゾウ

										【中東】 チュウトウ		増収    ： ゾウシュウ		市況が回復傾向、高水準となっていた受注残の商品出荷を進め、売上増 シキョウカイフクケイコウ

										【 ｵｾｱﾆｱ 】		増収    ： ゾウシュウ		商品供給遅れの影響があるも、サービスメンテナンス業務が堅調に推移し、売上増 ショウヒンキョウキュウオクギョウムケンチョウスイイゾウ

										【アジア】		増収    ： ゾウシュウ		インドでルームエアコンの販売大幅増、ソリューション案件も堅調に推移し、売上増 ハンバイオオハバゾウアンケンケンチョウスイイゾウ

										【中華圏】 チュウカケン		増収    ： フ		中国でルームエアコンの販売が減少するも、台湾向けの販売増により、売上増 チュウゴクタイワンムハンバイゾウ

								＜国内売上高＞ コクナイウリアゲダカ				減  収      （221億円、▲85億円、▲28％） ヘオサムオクエンオクエン

												2Qの販売は前年同期を上回るも、1Qの上海市都市封鎖に伴う出荷大幅減により、売上減 ハンバイゼンネンドウキウワマワシャンハイシトシフウサトモナシュッカオオハバゲンウリアゲゲン

								＜営業利益＞ エイギョウリエキ				減 益     （15億円、▲27億円、▲64％） オクエン

												販売増もあるも、素材・部品価格・海上運賃の高騰、円安によるコスト増などの影響が大きく、減益 ハンバイゾウソザイブヒンカカクカイジョウウンチンコウトウエンヤスゾウエイキョウオオゲンエキ

												もあり過去最高益 カコサイコウエキ

				情報通信・
電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ ジョウホウツウシンデンシ				＜売上高＞ ウリアゲダカ				増  収      （132億円、＋15億円、＋13％） フオサムオクエンオクエン

										【情報通信】 ジョウホウツウシン		減収    ： ゲンシュウ		防災システムの納入案件減少が継続、民需システムも依然低迷し、売上減 ボウサイノウニュウアンケンゲンショウケイゾクミンジュイゼンテイメイウリアゲゲン

										【電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ】 デンシ		増収    ： フ		電子部品・ユニット製造、車載カメラの販売増により、売上増 デンシブヒンセイゾウシャサイハンバイゾウウリアゲゾウ

								＜営業利益＞ エイギョウリエキ				減  益      （3億円、▲1億円、▲35％）  　情報通信システムの減収影響が大きく、減益 ヘオクエンジョウホウツウシンゲンシュウエイキョウオオヘ

				設備投資 セツビトウシ				投資額80億円（＋57億円、＋244％）
・「イノベーション＆コミュニケーションセンター」の建屋および試験設備等の投資約33億円
・タイの生産能力増強に向けた新工場稼働等に伴う投資約28億円 トウシガクオクエンオクエンタテヤシケンセツビトウトウシヤクオクエンセイサンノウリョクゾウキョウムシンコウジョウカドウナドトモナトウシヤクオクエン

				＜[経常利益] [当期純利益※]の分析＞ ケイジョウリエキトウキジュンリエキブンセキ

				経常利益 ケイジョウリエキ				急激な為替変動に伴う為替差損の計上
経常利益：減 益（▲18億円、▲23％）、当期純利益：減 益（▲14億円、▲26％） キュウゲキカワセヘンドウトモナカワセサソンケイジョウケイジョウリエキゲンエキオクエントウキジュンリエキゲンエキオクエン

				当期純利益※ トウキジュンリエキ

				　※親会社株主に帰属する当期純利益
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（単位：億円）

（注１）売上高添字は売上高構成比 （注２）増減率添字は現地通貨ベース

セグメント別売上高
１．第２四半期の業績

90% 1,215 92% 1,685 2% 470 24% 39% 

(306) (221) (▲85) (▲39)

(909) (1,464) (555) (41%) (61%) (64)

61 51 ▲10 

電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ 56 81 25 
9% 117 7% 132 ▲2% 15 13% 
1% 12 1% 13 -% 1 5% 

合　計
100% 1,344 100% 1,830 -% 486 22% 36% 

国　内
32% 428 19% 352 ▲13% ▲76 

海　外
68% 916 81% 1,478 13% 562 41% 61% 67 

25 

▲1 

3 

2 

3 

30 

前年同期比

２Q累計実績

情報通信ｼｽﾃﾑ

45% 

▲37 

空調機部門

７月公表比
2021年度 2022年度

(▲28%)

▲16% 

２Q累計実績

▲18% 

増減率

その他

情報通信・電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ部門

（国　内）

（海　外）
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										2021年度 ネンド				2022年度 ネンド				前年同期比 ゼンネンドウキヒ												７月公表比 ガツコウヒョウヒ				前回 ゼンカイ

										２Q累計実績 ルイケイジツツムギ				２Q累計実績 ルイケイジツツムギ								増減率 ゾウゲンリツ

				空調機部門 クウチョウキブモン						90%		1,215		92%		1,685		2%		470		24%		39%						25				91%		1,660

						（国　内） クニナイ						(306)				(221)				(▲85)		(▲28%)										(▲39)				(260)

						（海　外） ウミガイ						(909)				(1,464)				(555)		(41%)		(61%)								(64)				(1,400)

						情報通信ｼｽﾃﾑ ジョウホウツウシン						61				51				▲10		▲16%								▲1						52

						電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ デンシ						56				81				25		45%								3						78

				情報通信・電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ部門 ジョウホウツウシンデンシブモン						9%		117		7%		132		▲2%		15				13%						2				8%		130

						（国　内） クニナイ						(107)		-'%'		( -)				(▲107)		(▲50%)

						（海　外） ウミガイ						(5)		-'%'		( -)				(122)				(37%)

				その他 タ						1%		12		1%		13		-'%'		1				5%						3				1%		10

								合　計		100%		1,344		100%		1,830		-'%'		486		22%		36%						30				100%		1,800

								国　内 クニナイ		32%		428		19%		352		▲13%		▲76		▲18%								▲37				22%		389

								海　外 ウミガイ		68%		916		81%		1,478		13%		562		41%		61%						67				78%		1,411

								海外売上高チェック カイガイウリアゲタカ				▲2				▲14				115												▲3				▲11







日本 33% 361 30% 364 34% 384 25% 306 13% 221 
米州 12% 134 14% 162 14% 162 16% 198 23% 382 
欧州 23% 256 28% 334 22% 244 24% 289 23% 392 
中東・アフリカ 7% 75 5% 61 7% 76 10% 114 15% 259 
オセアニア 9% 100 11% 133 11% 129 10% 126 9% 150 
アジア 6% 67 4% 51 4% 50 8% 101 11% 182 
中華圏 10% 109 8% 94 8% 89 7% 81 6% 99 
計 100% 1,102 100% 1,199 100% 1,134 100% 1,215 100% 1,685 
（うち、海外計） (67%) (741) (70%) (835) (66%) (750) (75%) (909) (87%) (1,464)

2021年度

2Ｑ累計実績

2022年度

2Ｑ累計実績

2019年度

2Ｑ累計実績

2020年度

2Ｑ累計実績

2018年度

2Ｑ累計実績

<ご参考>第2四半期推移

（注１）売上高は外部顧客に対する売上高 （注２）添字は売上高構成比

空調機地域別売上高

6

増減率
現地通貨

ベース

306  221  ▲85  ▲28% ▲28% 
198  382  184  93% 60% 
289  392  103  35% 26% 
114  259  145  128% 95% 
126  150  24  19% 6% 
101  182  81  79% 56% 
81  99  18  22% 5% 

1,215  1,685  470  39% 24% 
(909) (1,464) (555) (61%) (41%)

15  
5  

25  
(64) 

7月公表比

▲39  
49  

▲8  
18  

▲15  

(うち、海外計)

米州

欧州

中東・アフリカ

オセアニア

中華圏

アジア

計

2021年度 2022年度

2Q累計実績

前年同期比

2Q累計実績

日本

（単位：億円）

１．第２四半期の業績
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Graph2

		2018年度
2Ｑ累計実績		2018年度
2Ｑ累計実績		2018年度
2Ｑ累計実績		2018年度
2Ｑ累計実績		2018年度
2Ｑ累計実績

		256		134		100		75		61

										0.25

										71



&A

Page &P

欧州

米州

オセアニア

中東・アフリカ

'海外エアコン (3)'!#REF!

0.23

0.12

0.09

0.07

0.23



海外エアコン (3)

				１．海外エアコンの売上高推移 カイガイウリアゲダカスイイ

				①年間 ネンカン

								04年度
上期 ネンドカミキ		07年度
1Ｑ実績 ネンドジッセキ				08年度
1Ｑ実績 ネンドジッセキ				09年度
1Ｑ実績 ネンドジッセキ				2018年度
2Ｑ累計実績 ネンドルイケイジッセキ				2019年度
2Ｑ累計実績 ネンドルイケイジッセキ				2020年度
2Ｑ累計実績 ネンドルイケイジッセキ				2021年度
2Ｑ累計実績 ネンドルイケイジッセキ				2022年度
2Ｑ累計実績 ネンドルイケイジッセキ				前年同期比 ゼンネンドウキヒ										7月公表比 ガツコウヒョウヒ

																																														増減率 ゾウゲンリツ		現地通貨
ベース ゲンチツウカ										前回計画 ゼンカイケイカク

				日本 ニホン				24		10%		37		9%		33		11%		22		33%		361		30%		364		34%		384		25%		306		13%		221		▲12%		▲85		-'%'		-'%'				4%		24				26%		340

				米州 ベイシュウ				24		10%		37		9%		33		11%		22		12%		134		14%		162		14%		162		16%		198		23%		382		7%		184		-'%'		-'%'				▲3%		▲57				17%		219

				欧州 オウシュウ				186		55%		207		40%		143		20%		41		23%		256		28%		334		22%		244		24%		289		23%		392		▲1%		103		-'%'		-'%'				5%		32				23%		302

				中東・アフリカ チュウトウ				53		12%		45		20%		70		27%		55		7%		75		5%		61		7%		76		10%		114		15%		259		5%		145		-'%'		-'%'				▲6%		▲79				11%		140

				オセアニア				53		9%		32		10%		37		15%		30		9%		100		11%		133		11%		129		10%		126		9%		150		▲1%		24		-'%'		-'%'				1%		▲1				10%		134

				アジア				5,339		-'%'				-'%'				-'%'				6%		67		4%		51		4%		50		8%		101		11%		182		3%		81		-'%'		-'%'				27%		▲36				6%		87

				中華圏 チュウカケン				3,368		-'%'				-'%'				-'%'				10%		109		8%		94		8%		89		7%		81		6%		99		▲1%		18		-'%'		-'%'				▲4%		6				7%		88

				計 ケイ				263		77%		289		69%		246		58%		118		100%		1,102		100%		1,199		100%		1,134		100%		1,215		100%		1,685		-'%'		470		-'%'		-'%'				-'%'		▲111				100%		1310

				（うち、海外計） カイガイケイ				292		76%		284		70%		250		62%		126		(67%)		(741)		(70%)		(835)		(66%)		(750)		(75%)		(909)		(87%)		(1,464)		(12%)		(555)		(-'%')		(-'%')				▲4%		▲135				74%		970






Sheet1

		

										2021年度 ネンド				2022年度 ネンド				前年同期比 ゼンネンドウキヒ										7月公表比 ガツコウヒョウヒ

										2Q累計実績 ルイケイ				2Q累計実績 ルイケイ								増減率 ゾウゲンリツ		現地通貨      ベース ゲンチツウカ										7月公表値 ガツコウヒョウチ

				日本 ニホン								306				221				▲85		▲28%		▲28%				▲39						260

				米州 ベイシュウ								198				382				184		93%		60%				49						333

				欧州 オウシュウ								289				392				103		35%		26%				▲8						400

				中東・アフリカ チュウトウ								114				259				145		128%		95%				18						241

				オセアニア								126				150				24		19%		6%				▲15						165

				アジア								101				182				81		79%		56%				15						167

						（国　内） クニナイ						( -)				( -)				-		-'%'		( -'%')

						（海　外） ウミガイ						( -)				( -)				-		-'%'		( -'%')

				中華圏 チュウカケン								81				99				18		22%		5%				5						94

				計								1,215				1,685				470		39%		24%				25						1,660

				(うち、海外計) カイガイケイ								(909)				(1,464)				(555)		(61%)		(41%)				(64)						1400

								海外売上高チェック カイガイウリアゲタカ				289				392				103
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（単位：億円）

2021年度 2022年度

2Q累計実績 2Q累計実績

売上高 1,215  1,685  470  24% 39% 
営業利益 42  15  ▲27  
(営業利益率) (3.4%) (0.9%) (▲2.5%) 
売上高 117  132  15  

営業利益 4  3  ▲1  
(営業利益率) (3.8%) (2.2%) (▲1.6%) 
売上高 12  13  1  5% 

営業利益 5  7  2  
(営業利益率) (44.6%) (53.6%) (9.0%) 
売上高 1,344  1,830  486  22% 36% 

営業利益 51  25  ▲26  
(営業利益率) (3.8%) (1.4%) (▲2.4%) 

(注1)売上高は外部顧客に対する売上高　(注2)増減率添字は現地通貨ベース

71  77  6  8% 
37  41  4  11% 
33  37  4  13% 

(注3)研究開発費添字は売上高比率

5  

▲1  

(0.3%) 

▲3  
▲14  
▲3  

(▲0.9%) 
3  

11  
(93.6%) 

30  

13% 

▲52% 

27% 

合計

情報通信・
電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ

７月公表比

25  
▲5  

(▲0.3%) 
2  

▲35% 

研究開発費

設備投資

減価償却費

前年同期比

空調機

その他

増減率

▲64% 

5.3% 4.2% ▲1.1%

セグメント情報、研究開発費、設備投資、減価償却費
１．第２四半期の業績

▲0.2%

Copyright 2022 FUJITSU GENERAL


Sheet1

		

								2021年度 ネンド		2022年度 ネンド		前年同期比 ゼンネンドウキヒ										７月公表比 ガツコウヒョウヒ

								2Q累計実績 ルイケイジッセキ		2Q累計実績 ルイケイジッセキ				増減率 ゾウゲンリツ														7月公表値 ガツコウヒョウチ

		空調機 クウチョウキ				売上高 ウリアゲダカ		1,215		1,685		470		24%		39%						25						1660

						営業利益 エイギョウリエキ		42		15		▲27		▲64%								▲5						20

						(営業利益率) エイギョウリエキリツ		(3.4%)		(0.9%)		(▲2.5%)										(▲0.3%)						1.2%

		情報通信・
電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ ジョウホウツウシンデンシ				売上高 ウリアゲダカ		117		132		15		13%								2						130

						営業利益 エイギョウリエキ		4		3		▲1		▲35%								▲1						4

						(営業利益率) エイギョウリエキリツ		(3.8%)		(2.2%)		(▲1.6%)										(▲0.9%)						3.1%

		その他 タ				売上高 ウリアゲダカ		12		13		1				5%						3						10

						営業利益 エイギョウリエキ		5		7		2		27%								11						-4

						(営業利益率) エイギョウリエキリツ		(44.6%)		(53.6%)		(9.0%)										(93.6%)						-40.0%

		合計 ゴウケイ				売上高 ウリアゲダカ		1,344		1,830		486		22%		36%						30						1800

						営業利益 エイギョウリエキ		51		25		▲26		▲52%								5						20

						(営業利益率) エイギョウリエキリツ		(3.8%)		(1.4%)		(▲2.4%)										(0.3%)						1.1%

		(注1)売上高は外部顧客に対する売上高　(注2)増減率添字は現地通貨ベース チュウウリアゲダカガイブコキャクタイウリアゲダカチュウゾウゲンリツソジゲンチツウカ

		研究開発費 ケンキュウカイハツヒ						71		77		6				8%						▲3						80

		設備投資 セツビトウシ						37		41		4				11%						▲14						55

		減価償却費 ゲンカショウキャクヒ						33		37		4				13%						▲3						40

		(注3)研究開発費添字は売上高比率 ウリアゲダカヒリツ
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51

92

29

▲68
▲39

▲17 ▲24 ▲1
2 25

▲80

▲60

▲40

▲20

-
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40

60

80

100

▲90 

▲60 

▲30 

0

30

60

90

2021年度

上期実績
物量・構成

原価低減

為替影響
経費増減他

情報通信・
電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ

その他

2022年度

上期実績

前年同期比

▲２６

空調機部門

▲２７

情報通信・
電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ

▲1 ＋２

その他

（億円）

海上運賃
高騰等

１．第２四半期の業績

営業利益増減要因（２Ｑ累計 前年同期比）

Copyright 2022 FUJITSU GENERAL

売価
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（単位：億円）

実　績 構成比 実　績 構成比

流動資産 1,859  69% 2,082  70% 223  
(142) (155) (13) 
(832) (992) (160) 
(730) (756) (26) 
(155) (179) (24) 

固定資産 827  31% 873  30% 46  
資産合計 2,686  100% 2,955  100% 269  
流動負債 1,161  43% 1,389  47% 228  

(581) (682) (101) 
(85) (127) (42) 

(495) (580) (85) 
固定負債 211  8% 201  7% ▲10  
負債合計 1,372  51% 1,590  54% 218  
株主資本 1,178  44% 1,212  41% 34  
その他の包括利益累計額 83  3% 94  3% 11  
非支配株主持分 53  2% 59  2% 6  
純資産合計 1,314  49% 1,365  46% 51  
負債純資産合計 2,686  100% 2,955  100% 269  

　（短期借入金）

　（その他）

2022年度２Q末
増　減

　（支払手形及び買掛金）

2021年度末

　（受取手形及び売掛金）

　（棚卸資産）

　（その他）

　（現金及び預金）

連結貸借対照表
１．第２四半期の業績

Copyright 2022 FUJITSU GENERAL


Sheet1

		

										2021年度末				2022年度２Q末 ネンドマツ				増　減 ゾウゲン

										実　績		構成比		実　績 ジツツムギ		構成比 コウセイヒ

						流動資産 リュウドウシサン				1,859		69%		2,082		70%		223

						　（現金及び預金） ゲンキンオヨヨキン				(142)				(155)				(13)

						　（受取手形及び売掛金） ウケトリテガタオヨウリカケキン				(832)				(992)				(160)

						　（棚卸資産） タナオロシシサン				(730)				(756)				(26)

						　（その他） タ				(155)				(179)				(24)

						固定資産 コテイシサン				827		31%		873		30%		46

						資産合計 シサンゴウケイ				2,686		100%		2,955		100%		269

						流動負債 リュウドウフサイ				1,161		43%		1,389		47%		228

						　（支払手形及び買掛金） シハライテガタオヨカイカケキン				(581)				(682)				(101)

						　（短期借入金） タンキカリイレキン				(85)				(127)				(42)

						　（その他） タ				(495)				(580)				(85)

						固定負債 コテイフサイ				211		8%		201		7%		▲10

						負債合計 フサイゴウケイ				1,372		51%		1,590		54%		218

						株主資本 カブヌシシホン				1,178		44%		1,212		41%		34

						その他の包括利益累計額 タホウカツリエキルイケイガク				83		3%		94		3%		11

						非支配株主持分 ヒシハイカブヌシモチブン				53		2%		59		2%		6

						純資産合計 ジュンシサンゴウケイ				1,314		49%		1,365		46%		51

						負債純資産合計 フサイジュンシサンゴウケイ				2,686		100%		2,955		100%		269







主な業績・財務データ

（単位：億円）
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121  35  ▲86  ▲149  
▲37  ▲43  ▲6  

84  ▲8  ▲92  ▲228  

50.7%  44.2%  47.0%  

474  756  282  730  

※CCC(ｷｬｯｼｭ･ｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝ･ｻｲｸﾙ) :売上債権回転日数＋棚卸資産回転日数－買掛債務回転日数

11.1日  CCC※ 99.3日  
15.2日  

ネットD/Eレシオ ▲0.32倍  ▲0.02倍  0.30倍  ▲0.04倍  

70.6日  71.9日  棚卸資産回転日数

▲79  

前年同期比
2022年度 （ご参考）

2021年度

▲6.5%  自己資本比率

2Q累計実績

99.2日  
56.7日  
88.1日  

2Q累計実績

棚卸資産残高

2021年度

ﾌﾘｰ･ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ

営業ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ

投資ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ

１．第2四半期の業績１．第２四半期の業績

Copyright 2022 FUJITSU GENERAL


Sheet1

		

								2021年度 ネンド				2022年度 ネンド				前年同期比 ゼンネンドウキヒヒ								（ご参考） サンコウ

								2Q累計実績 ルイケイ				2Q累計実績 ルイケイジッセキ								増減率				2021年度 ネンド

				営業ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ エイギョウ						121				35				▲86		29%						▲149

				投資ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ トウシ						▲37				▲43				▲6		86%				▲79

				ﾌﾘｰ･ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ						84				▲8				▲92		19%						▲228

				自己資本比率 ジオノレシホンヒリツ						50.7%				44.2%		▲6.5%										47.0%

				棚卸資産残高 タナオロシシサンザンダカ						474				756				282								730

				棚卸資産回転日数 タナオロシシサンカイテンニッスウ				56.7日				71.9日				15.2日								70.6日

				CCC※				88.1日				99.2日				11.1日								99.3日

				ネットD/Eレシオ				▲0.32倍				▲0.02倍				0.30倍								▲0.04倍

				※CCC(ｷｬｯｼｭ･ｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝ･ｻｲｸﾙ) :売上債権回転日数＋棚卸資産回転日数－買掛債務回転日数
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２．連結業績見通し
連結損益

（単位：億円）（注１）増減率添字は現地通貨ベース

上期 下期

（実績） （計画）

1,344 1,497 2,841 1,830 2,070 3,900 1,059 24% 37% 200 
51 33 84 25 155 180 96 10 

(3.8%) (2.2%) (3.0%) (1.4%) (7.5%) (4.6%) (1.6%) ( -%)
54 60 114 78 142 220 106 20 

(4.0%) (4.0%) (4.0%) (4.3%) (6.9%) (5.6%) (1.6%) (0.2%)
- ▲8 ▲8 ▲12 - ▲12 ▲4 - 

32 5 37 50 80 130 93 10 
(2.4%) (0.4%) (1.3%) (2.7%) (3.9%) (3.3%) (2.0%) (0.1%)

　※親会社株主に帰属する当期純利益

16円 16円 32円 17円 17円 34円 2円 -円1株当たり配当額（円）

93%

249%

（営業利益率）

下期上期

営 業 利 益

特 別 損 益 -%

113%

通期 通期

2022年度（計画）

通期

前年度比

増減率

売　上　高

（当期純利益率※）

（経常利益率）

2021年度（実績）

通期

経 常 利 益

当期純利益※

７月公表比

素材価格(平均価格)
　　銅(USD/t) 8,299 9,639 9,001 9,671 9,105 9,374 373 98
　アルミ(USD/t) 2,481 3,034 2,805 2,890 3,000 2,948 143 176
 為替レート（平均レート）

　　円/1USD 110 115 113 135 145 140 27 5
　　円/1EUR 131 130 131 139 140 139 8 4
　バーツ/1USD 31.8 33.0 32.5 35.2 36.5 35.9 3.4 0.5
　　元/1USD 6.48 6.38 6.43 6.74 6.90 6.82 0.39 0.13

90.0％ 27.4％

（注２）1株当たり配当額添字は配当性向

Copyright 2022 FUJITSU GENERAL


Sheet1

		

								2021年度（実績） ネンドジッセキ						2022年度（計画） ネンドケイカク								前年度比 ゼンネンドヒ								７月公表比 ガツコウヒョウヒ

								上期 カミキ		下期 シモキ		通期 ツウキ		上期 カミキ		下期 シモキ		通期 ツウキ				通期 ツウキ		増減率 ゾウゲンリツ						通期 ツウキ		増減率 ゾウゲンリツ				前回計画 ゼンカイケイカク

														（実績） ジッセキ		（計画） ケイカク

				売　上　高 バイジョウダカ				1,344		1,497		2,841		1,830		2,070		3,900				1,059		24%		37%				200						3,700

				営 業 利 益 エイギョウリエキ				51		33		84		25		155		180				96		113%						10						170

				（営業利益率） エイギョウリエキリツ				(3.8%)		(2.2%)		(3.0%)		(1.4%)		(7.5%)		(4.6%)				(1.6%)								( -'%')						(4.6%)

				経 常 利 益 キョウツネリエキ				54		60		114		78		142		220				106		93%						20						200

				（経常利益率） ケイジョウリエキリツ				(4.0%)		(4.0%)		(4.0%)		(4.3%)		(6.9%)		(5.6%)				(1.6%)								(0.2%)						(5.4%)

				特 別 損 益 トクベツソンエキ				-		▲8		▲8		▲12		-		▲12				▲4		-'%'						-						▲12

				当期純利益※ トウキジュンリエキ				32		5		37		50		80		130				93		249%						10						120

				（当期純利益率※） トウキジュンリエキリツ				(2.4%)		(0.4%)		(1.3%)		(2.7%)		(3.9%)		(3.3%)				(2.0%)								(0.1%)						(3.2%)

				　※親会社株主に帰属する当期純利益　 オヤガイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ

				1株当たり配当額（円） カブアハイトウガクエン				16円		16円		32円		17円		17円		34円		1円		2円								-円		1円				34		(21.8%)						20円		11.9%






Sheet1

		素材価格(平均価格) ソザイカカクヘイキンカカク

		　　銅(USD/t) ドウ		8,299				9,639				9,001		( 120)		9,671		( -)		9,105		-		9,374		( -)				373						98						9,276

		　アルミ(USD/t)		2,481				3,034				2,805		( 120)		2,890		( -)		3,000		-		2,948		( -)				143						176						2,772

																										0

		為替レート（平均レート）																								0

		為替レート
（平均レート） ヘイキン		2014年度（実績） ネンドジッセキ												0														前年度比 ゼンネンドヒ						前回計画比 ゼンカイケイカクヒ				前回計画 ゼンカイケイカク

				上期 カミキ				下期 シモキ				通期 ツウキ				0				0				0						通期 ツウキ						通期 ツウキ				上期（実績） カミキジッセキ		通期 ツウキ

																0		0		0		0		0		0

				平均ﾚｰﾄ		(期末ﾚｰﾄ)		平均ﾚｰﾄ		(期末ﾚｰﾄ)		平均ﾚｰﾄ		(期末ﾚｰﾄ)		0		0		0		0		-		0				平均ﾚｰﾄ		(期末ﾚｰﾄ)				平均ﾚｰﾄ				平均ﾚｰﾄ ヘイキン		平均ﾚｰﾄ ヘイキン

		　　円/1USD		110				115				113		( 120)		135		( -)		145		-		140		( -)				27						5						135

		　　円/1EUR		131				130				131		( 130)		139		( -)		140		-		139		( -)				8						4						135

		　バーツ/1USD		31.8				33.0				32.5		( 32.4)		35.2		( -)		36.5		-		35.9		( -)				3.4						0.5						35.4

		　　元/1USD ゲン		6.48				6.38				6.43		( 6.14)		6.74		( -)		6.90		-		6.82		( -)				0.39						0.13						6.69







増 収　　（1,895億円、＋586億円、＋45%、現地通貨ベースの前年同期比＋30％）

増 収　　（3,580億円、＋1,056億円、＋42%、現地通貨ベースの前年度比＋27％）

・ 調達・生産・出荷オペレーションの正常化が着実に進展しており、北米・インド向け等を中心に

海外で販売上積みを見込むとともに、円安に伴う円換算増もあり、増収を計画

【北米】(下期売上)＋102%、現地通貨ベース＋72% (年間)＋98%、現地通貨ベース＋67%
　省エネ機種の訴求および新規代理店開拓による拡販

【インド】(下期売上)＋63%、現地通貨ベース＋48% (年間)＋68%、現地通貨ベース＋50%
　サービス体制の強化によるディーラー網拡充および現地生産機種の拡販

増 益　　（148億円、＋138億円、14.7倍）

増 益　　（163億円、＋111億円、＋216％）

・ 海外向けの拡販や売価改善が進展するとともに、海上運賃の高騰が落ち着いていることや
生産地国通貨が想定より対ドル安で推移するなど為替の好転もあり、増益を計画

増 収　　（300億円、＋7億円、＋3％）

【情報通信】 減 収 　 ： 前年度の防災システム売上大幅増の反動減により減収

【電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ】 増 収 　 ： 電子部品・ユニット製造の需要拡大などにより増収

増 益　　（24億円、＋3億円、＋11％）＜年間営業利益＞

情報通信・
電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ

＜年間営業利益＞

＜下期売上高＞

＜下期営業利益＞

空調機

＜年間売上高＞

＜年間売上高＞

12

（ ）内％は前年度比

セグメント・地域別の分析等
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２．連結業績見通し


Sheet1

		

				空調機 クウチョウキ				＜下期売上高＞				増 収　　（1,895億円、＋586億円、＋45%、現地通貨ベースの前年同期比＋30％）　 ゾウオサムオクエンオクエンゲンチツウカゼンネンドウキヒヒ

								＜年間売上高＞				増 収　　（3,580億円、＋1,056億円、＋42%、現地通貨ベースの前年度比＋27％）　

										・		調達・生産・出荷オペレーションの正常化が着実に進展しており、北米・インド向け等を中心に トウ

												海外で販売上積みを見込むとともに、円安に伴う円換算増もあり、増収を計画 ハンバイウワヅ

												【北米】(下期売上)＋102%、現地通貨ベース＋72% (年間)＋98%、現地通貨ベース＋67%

												　省エネ機種の訴求および新規代理店開拓による拡販

												【インド】(下期売上)＋63%、現地通貨ベース＋48% (年間)＋68%、現地通貨ベース＋50%

												　サービス体制の強化によるディーラー網拡充および現地生産機種の拡販

								＜下期営業利益＞				増 益　　（148億円、＋138億円、14.7倍） ゾウエキオクエンオクエンバイ

								＜年間営業利益＞ ネンカン				増 益　　（163億円、＋111億円、＋216％）

										・		海外向けの拡販や売価改善が進展するとともに、海上運賃の高騰が落ち着いていることや カイガイムカクハンバイカカイゼンシンテンカイジョウウンチンコウトウオツ

												生産地国通貨が想定より対ドル安で推移するなど為替の好転もあり、増益を計画 セイサンチコクツウカソウテイタイヤススイイカワセコウテン

				情報通信・
電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ ジョウホウツウシンデンシ				＜年間売上高＞				増 収　　（300億円、＋7億円、＋3％） ゾウオサムオクエンオクエン

										【情報通信】 ジョウホウツウシン		減 収 　 ： ゲンオサム		前年度の防災システム売上大幅増の反動減により減収

										【電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ】 デンシ		増 収 　 ： ゾウ		電子部品・ユニット製造の需要拡大などにより増収

								＜年間営業利益＞				増 益　　（24億円、＋3億円、＋11％） ゾウオクエン

												情報通信システムの減収により減益見込み ジョウホウツウシンゲンシュウゲンエキミコ

				設備投資 セツビトウシ				投資額160億円（＋76億円、＋91％）　
・「イノベーション＆コミュニケーションセンター」の建屋および試験設備等の投資約5億円
・タイの生産能力増強に向けた新工場稼働等に伴う投資約20億円 トウシガクオクエンオクエンタテヤシケンセツビトウトウシオクエンセイサンノウリョクゾウキョウムシンコウジョウカドウトウトモナトウシヤクオクエン
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セグメント別売上高
（単位：億円）

（注１）売上高添字は売上高構成比 （注２）増減率添字は現地通貨ベース

７月公表比

上期 下期
上期

（実績）
下期

（計画）
通期 通期

1,215 1,309 89% 2,524 1,685 1,895 92% 3,580 1,056 27% 42% 200 

(306) (226) (532) (221) (234) (455) (▲77) (▲61)

(909) (1,083) (1,464) (1,661) (1,133)
(38%)

(57%) (261)

61 96 157 51 89 140 ▲17 ▲10 

56 80 136 81 79 160 24 10 

117 176 10% 293 132 168 7% 300 7 3% - 

12 12 1% 24 13 7 1% 20 ▲4 - 

合　計 1,344 1,497 100% 2,841 1,830 2,070 
100%

3,900 1,059 24% 37% 200 

国　内 428 403 29% 831 352 398 19% 750 ▲81 ▲64 

海　外 916 1,094 71% 2,010 1,478 1,672 81% 3,150 1,140 38% 57% 264 

通期 増減率通期

情報通信・電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ部門

（国　内）

（海　外）

(▲15%)

▲11%

前年度比2022年度（計画）2021年度（実績）

(1,992)

空調機部門

その他

▲10%

18% 

(3,125)

情報通信ｼｽﾃﾑ

電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ

▲19%
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２．連結業績見通し


Sheet1

		

										2021年度（実績） ネンドジッセキ								2022年度（計画） ネンドケイカク								前年度比 ゼンネンドヒ										７月公表比 ガツコウヒョウヒ

										上期 カミキ		下期 シモキ		通期 ツウキ				上期
（実績） カミキジッセキ		下期
（計画） シモキケイカク		通期 ツウキ				通期 ツウキ		増減率 ゾウゲンリツ								通期 ツウキ		増減率 ゾウゲンリツ				前回計画 ゼンカイケイカク

				空調機部門 クウチョウキブモン						1,215		1,309		89%		2,524		1,685		1,895		92%		3,580		1,056		27%		42%						200		6%				3,380

						（国　内） クニナイ				(306)		(226)				(532)		(221)		(234)				(455)		(▲77)		(▲15%)								(▲61)		(▲12%)				(516)

						（海　外） ウミガイ				(909)		(1,083)		(1,992)				(1,464)		(1,661)		(3,125)				(1,133)		(38%)		(57%)						(261)		(9%)				(2,864)

						情報通信ｼｽﾃﾑ ジョウホウツウシン				61		96				157		51		89				140		▲17		▲11%								▲10		▲7%				150

						電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ デンシ				56		80				136		81		79				160		24		18%								10		7%				150

				情報通信・電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ部門 ジョウホウツウシンデンシブモン						117		176		10%		293		132		168		7%		300		7				3%						-		-'%'				300

						（国　内） クニナイ				(116)		(392)				(508)		( -)		( -)				(508)		( -)		-'%'		( -'%')						(60)		(13%)				(448)

						（海　外） ウミガイ				(1)		(▲219)				(▲218)		( -)		( -)				(▲208)		(10)		-'%'		( -'%')						(▲209)		(▲20,900%)				(1)

				その他 タ						12		12		1%		24		13		7		1%		20		▲4		▲19%								-		-'%'				20

								合　計		1,344		1,497		100%		2,841		1,830		2,070		100%		3,900		1,059		24%		37%						200		5%				3,700

								国　内 クニナイ		428		403		29%		831		352		398		19%		750		▲81		▲10%								▲64		▲8%				814

								海　外 ウミガイ		916		1,094		71%		2,010		1,478		1,672		81%		3,150		1,140		38%		57%						264		9%				2,886

				＜補足資料＞海外空調機地域別売上高

										2011年度（実績） ネンドジッセキ								2012年度（計画） ネンドケイカク								前年度比 ゼンネンドヒ										前年度比 ゼンネンドヒ

										上期 カミキ		下期 シモキ		通期 ツウキ				上期 カミキ		下期 シモキ		通期 ツウキ								増減率 ゾウゲンリツ								増減率 ゾウゲンリツ

				欧州						196		173				369		119		194				313		▲56				▲15%						▲313		▲15%				-

				米州						86		99				185		93		105				198		13				7%						▲198		7%				-

				オセアニア						86		91				177		91		111				202		25				14%						▲202		14%				-

				中東・アフリカ						129		162				291		132		177				309		18				6%						▲309		6%				-

				その他地域						114		97				211		114		123				237		26				12%						▲237		12%				-

				海外売上高						611		622				1,233		549		710				1,259		26				2%						▲1,259		2%				-







14

空調機地域別売上高
（単位：億円）

日本 26% 593 25% 573 27% 621 21% 532 13% 455 
米州 16% 363 16% 365 15% 356 17% 422 23% 824 
欧州 23% 516 27% 621 24% 556 27% 692 24% 854 
中東・アフリカ 8% 170 9% 201 8% 179 8% 195 13% 464 
オセアニア 11% 253 12% 290 13% 312 12% 296 11% 385 
アジア 7% 162 4% 96 6% 147 9% 237 11% 401 
中華圏 9% 192 7% 155 7% 161 6% 150 5% 197 
計 100% 2,249 100% 2,301 100% 2,332 100% 2,524 100% 3,580 

(74%) (1,656) (75%) (1,728) (73%) (1,711) (79%) (1,992) (87%) (3,125)

2018年度

(実績)
2020年度

(実績)

（うち、海外計）

2019年度

(実績)
2021年度

(実績)
2022年度

(計画)

<ご参考>年度推移

（注１）売上高は外部顧客に対する売上高 （注２）添字は売上高構成比

通期 増減率
現地通貨

ベース 通期

306 226 532 221 234 455 ▲77 ▲15% ▲15% ▲61 
198 224 422 382 442 824 402 95% 65% 106 
289 403 692 392 462 854 162 24% 14% ▲1 
114 81 195 259 205 464 269 138% 101% 50 
126 170 296 150 235 385 89 30% 19% 14 
101 136 237 182 219 401 164 69% 50% 76 
81 69 150 99 98 197 47 32% 15% 16 

1,215 1,309 2,524 1,685 1,895 3,580 1,056 42% 27% 200 
(909) (1,083) (1,992) (1,464) (1,661) (3,125) (1,133) (57%) (38%) (261)

米州

中東・アフリカ

欧州

オセアニア

計

下期
（計画）

2021年度（実績） ７月公表比

上期

(うち、海外計)

2022年度（計画）

アジア

前年度比
上期

（実績）

中華圏

通期通期下期

日本
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２．連結業績見通し


Graph2

		2018年度
(実績)		2018年度
(実績)		2018年度
(実績)		2018年度
(実績)		2018年度
(実績)

		516		363		253		170		192

		2019年度
(実績)		2019年度
(実績)		2019年度
(実績)		2019年度
(実績)		2019年度
(実績)

		621		365		290		201		155

		2020年度
(実績)		2020年度
(実績)		2020年度
(実績)		2020年度
(実績)		2020年度
(実績)

		556		356		312		179		161

		2021年度
(実績)		2021年度
(実績)		2021年度
(実績)		2021年度
(実績)		2021年度
(実績)

		692		422		296		195		150

		2022年度
(計画)		2022年度
(計画)		2022年度
(計画)		2022年度
(計画)		2022年度
(計画)

		854		824		385		464		197



&A

Page &P

欧州

米州

オセアニア

中東・アフリカ

中華圏

0.23

0.16

0.11

0.08

0.09

0.27

0.16

0.12

0.09

0.07

0.24

0.15

0.13

0.08

0.07

0.27

0.17

0.12

0.08

0.06

0.24

0.23

0.11

0.13

0.05



海外エアコン (3)

		

								04年度
上期 ネンドカミキ		07年度 ネンド				2009年度 ネンド		2018年度
(実績) ネンドジッセキ				2019年度
(実績) ネンドジッセキ				2020年度
(実績) ネンドジッセキ				2021年度
(実績) ネンドジッセキ				2022年度
(計画) ネンドケイカク				前年同期比 ゼンネンドウキヒ

																																								増減率 ゾウゲンリツ		現地通貨
ベース ゲンチツウカ

				日本 ニホン				24		10%		37		14%		26%		593		25%		573		27%		621		21%		532		13%		455		▲6%		▲89		▲10%		-'%'

				米州 ベイシュウ				24		10%		37		14%		16%		363		16%		365		15%		356		17%		422		23%		824		2%		66		40%		35%

				欧州 オウシュウ				186		55%		207		22%		23%		516		27%		621		24%		556		27%		692		24%		854		3%		136		22%		16%

				中東・アフリカ チュウトウ				53		12%		45		26%		8%		170		9%		201		8%		179		8%		195		13%		464		-'%'		16		68%		63%

				オセアニア				53		9%		32		15%		11%		253		12%		290		13%		312		12%		296		11%		385		▲1%		▲16		10%		5%

				アジア												7%		162		4%		96		6%		147		9%		237		11%		401		3%		90		66%		61%

				中華圏 チュウカケン				38		14%		53		23%		9%		192		7%		155		7%		161		6%		150		5%		197		▲1%		▲11		3%		▲3%

								8,707		-'%'		-		-'%'																						-'%'		-

				アジア				5,339		-'%'				-'%'																						-'%'		-

				中華圏 チュウカケン				3,368		-'%'				-'%'																						-'%'		-

				計 ケイ				316		100%		1,530		100%		100%		2,249		100%		2,301		100%		2,332		100%		2,524		100%		3,580		-'%'		192		20%		-'%'

				（うち、海外計） カイガイケイ				330		100%		1,530		100%		(74%)		(1,656)		(75%)		(1,728)		(73%)		(1,711)		(79%)		(1,992)		(87%)		(3,125)		(6%)		(281)		(30%)		(25%)






Sheet1

		

										2021年度（実績） ネンド												2022年度（計画） ネンドケイカク												前年度比 ゼンネンドヒ												７月公表比 ガツコウヒョウヒ

										上期 カミキ				下期 シモキ				通期 ツウキ				上期
（実績） カミキジッセキ				下期
（計画） シモキケイカク				通期 ツウキ								通期 ツウキ		増減率 ゾウゲンリツ		現地通貨
ベース ゲンチツウカ				上期 カミキ		通期 ツウキ				計画 ケイカク

				日本 ニホン						19%		306		-'%'		226				532		-'%'		221		-'%'		234		-'%'		455		-'%'		-'%'		▲77		▲15%		▲15%						▲61				516

				米州						19%		198		-'%'		224				422		-'%'		382		-'%'		442		-'%'		824		-'%'		-'%'		402		95%		65%						106				718

				欧州						28%		289		-'%'		403				692		-'%'		392		-'%'		462		-'%'		854		-'%'		-'%'		162		24%		14%						▲1				855

				中東・アフリカ						15%		114		-'%'		81				195		-'%'		259		-'%'		205		-'%'		464		-'%'		-'%'		269		138%		101%						50				414

				オセアニア						14%		126		-'%'		170				296		-'%'		150		-'%'		235		-'%'		385		-'%'		-'%'		89		30%		19%						14				371

				アジア						24%		101		-'%'		136				237		-'%'		182		-'%'		219		-'%'		401		-'%'		-'%'		164		69%		50%						76				325

				中華圏 チュウカケン						24%		81		-'%'		69				150		-'%'		99		-'%'		98		-'%'		197		-'%'		-'%'		47		32%		15%						16				181

				計 ケイ						100%		1,215		-'%'		1,309		-'%'		2,524		-'%'		1,685		-'%'		1,895		-'%'		3,580		-'%'		-'%'		1,056		42%		27%				-		200				3380

				(うち、海外計) ケイ						100%		(909)		-'%'		(1,083)		-'%'		(1,992)		-'%'		(1,464)		-'%'		(1,661)		-'%'		(3,125)		-'%'		-'%'		(1,133)		(57%)		(38%)				-		(261)				2864

																								2012年度（計画） ネンドケイカク										前年度比 ゼンネンドヒ

														通期 ツウキ				通期 ツウキ						上期 カミキ				上期 カミキ		通期 ツウキ										増減率 ゾウゲンリツ		増減率 ゾウゲンリツ						増減率 ゾウゲンリツ

				研究開発費						4.2%		85		4.2%		85		4.2%		85		4.7%		4.8%		4.7%		4.8%		4.7%		100		0.5%		4.7%		15		17%		17%				-		17%

				設備投資								31				31				31												60						29		92%		92%				-		92%

				減価償却費								32				32				32												35						3		8%		8%				-		8%







（注３）研究開発費添字は売上高比率
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セグメント情報、研究開発費、設備投資、減価償却費

（単位：億円）

７月公表比

上期 下期

（実績） （計画）

売上高 1,215 1,309 2,524 1,685 1,895 3,580 1,056 27% 42% 200 
営業利益 42 10 52 15 148 163 111 4 

(営業利益率) (3.4%) (0.8%) (2.0%) (0.9%) (7.8%) (4.6%) (2.6%) (▲0.1%)
売上高 117 176 293 132 168 300 7 - 

営業利益 4 17 21 3 21 24 3 ▲4 
(営業利益率) (3.8%) (9.8%) (7.4%) (2.2%) (12.6%) (8.0%) (0.6%) (▲1.3%)

売上高 12 12 24 13 7 20 ▲4 - 
営業利益 5 6 11 7 ▲14 ▲7 ▲18 10 

(営業利益率) (44.6%) (46.5%) (45.6%) (53.6%) (▲199.8%) (▲35.0%) (▲80.6%) (50.0%)
売上高 1,344 1,497 2,841 1,830 2,070 3,900 1,059 24% 37% 200 

営業利益 51 33 84 25 155 180 96 10 
(営業利益率) (3.8%) (2.2%) (3.0%) (1.4%) (7.5%) (4.6%) (1.6%) ( -%)

71 75 146 77 83 160 14 10% - 
37 45 82 41 79 120 38 ▲10 
33 35 68 37 43 80 12 17% - 減 価 償 却 費

合計

情報通信・
電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ

空調機

その他

研 究 開 発 費
設  備  投  資

上期 下期 通期

2022年度（計画）2021年度（実績）

通期 通期 通期

216%

前年度比

増減率

46%

▲19%
 -%

113%

3%
11%

5.3％ 5.1％ 4.2％

（注１）売上高は外部顧客に対する売上高 （注２）増減率添字は現地通貨ベース

4.1％4.0％5.0％ ▲1.0％ ▲0.2％
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２．連結業績見通し


Sheet1

		

										2021年度（実績） ネンドジッセキ						2022年度（計画） ネンドケイカク						前年度比 ゼンネンドヒ										７月公表比

										上期 カミキ		下期 シモキ		通期 ツウキ		上期 カミキ		下期 シモキ		通期 ツウキ		通期 ツウキ		増減率 ゾウゲンリツ								通期 ツウキ		増減率 ゾウゲンリツ				前回計画 ゼンカイケイカク

																（実績） ジッセキ		（計画） ケイカク

				空調機 クウチョウキ				売上高 ウリアゲダカ		1,215		1,309		2,524		1,685		1,895		3,580		1,056		27%		42%						200		6%				3,380

								営業利益 エイギョウリエキ		42		10		52		15		148		163		111		216%								4		3%				159

								(営業利益率) エイギョウリエキリツ		(3.4%)		(0.8%)		(2.0%)		(0.9%)		(7.8%)		(4.6%)		(2.6%)										(▲0.1%)						(4.7%)

				情報通信・
電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ ジョウホウツウシンデンシ				売上高 ウリアゲダカ		117		176		293		132		168		300		7		3%								-		-'%'				300

								営業利益 エイギョウリエキ		4		17		21		3		21		24		3		11%								▲4		▲14%				28

								(営業利益率) エイギョウリエキリツ		(3.8%)		(9.8%)		(7.4%)		(2.2%)		(12.6%)		(8.0%)		(0.6%)										(▲1.3%)		▲14%				(9.3%)

				その他 タ				売上高 ウリアゲダカ		12		12		24		13		7		20		▲4		▲19%								-		-'%'				20

								営業利益 エイギョウリエキ		5		6		11		7		▲14		▲7		▲18		-'%'								10		▲59%				▲ 17

								(営業利益率) エイギョウリエキリツ		(44.6%)		(46.5%)		(45.6%)		(53.6%)		(▲199.8%)		(▲35.0%)		(▲80.6%)										(50.0%)		▲59%				(▲85.0%)

				合計 ゴウケイ				売上高 ウリアゲダカ		1,344		1,497		2,841		1,830		2,070		3,900		1,059		24%		37%						200		5%				3,700

								営業利益 エイギョウリエキ		51		33		84		25		155		180		96		113%								10		6%				170

								(営業利益率) エイギョウリエキリツ		(3.8%)		(2.2%)		(3.0%)		(1.4%)		(7.5%)		(4.6%)		(1.6%)										( -'%')						(4.6%)

				研 究 開 発 費 ケンキワムヒラハツヒ						71		75		146		77		83		160		14				10%						-						160

				設  備  投  資 セツソナエトウシ						37		45		82		41		79		120		38		46%								▲10						130

				減 価 償 却 費 ゲンアタイショウキャクヒ						33		35		68		37		43		80		12				17%						-						80
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経費増減他

2022年度

下期計画
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（億円）

情報通信・
電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ その他空調機部門
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営業利益増減要因[2022年度下期] （前年同期比）

海上運賃
高騰等
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２．連結業績見通し

2021年度

下期実績

売価

前年同期比

＋１２２



（億円）
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＋９６
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物量・構成

為替影響

情報通信・
電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ

経費増減他

2022年度

計画

2021年度
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▲１８＋１１１ ＋３

情報通信・
電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ その他空調機部門

営業利益増減要因［2022年度通期］（前年度比）

海上運賃
高騰等
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２．連結業績見通し

売価
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（単位：億円）

１Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 計 １Ｑ ２Ｑ

690 525 560 749 2,524 769 916 

(160) (146) (81) (145) (532) (47) (174)

(530) (379) (479) (604) (1,992) (722) (742)

26 35 34 62 157 21 30 

25 31 36 44 136 32 49 

51 66 70 106 293 53 79 

6 6 7 5 24 7 6 

合　計 747 597 637 860 2,841 829 1,001 

国　内 215 213 153 250 831 105 247 

海　外 532 384 484 610 2,010 724 754 

2021年度（実績）

空調機部門

情報通信ｼｽﾃﾑ

（海　外）

（国　内）

2022年度（実績）

電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ

その他

情報通信・電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ部門

セグメント別売上高（四半期推移）

Copyright 2022 FUJITSU GENERAL

＜参考資料＞


Sheet1

		

										2021年度（実績） ネンドジッセキ										2022年度（実績） ネンド								前年同期比 ゼンネンドウキヒ

										１Ｑ		２Ｑ		３Ｑ		４Ｑ		計 ケイ		１Ｑ		２Ｑ		３Ｑ				２Ｑ		増減率 ゾウゲンリツ

				空調機部門 クウチョウキブモン						690		525		560		749		2,524		769		916		473				391		67%		70%

						（国　内） クニナイ				(160)		(146)		(81)		(145)		(532)		(47)		(174)		(90)				(28)				(46%)

						（海　外） ウミガイ				(530)		(379)		(479)		(604)		(1,992)		(722)		(742)		(383)				(363)		(75%)		(78%)

						情報通信ｼｽﾃﾑ ジョウホウツウシン				26		35		34		62		157		21		30		86				▲5		▲11%

						電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ デンシ				25		31		36		44		136		32		49		24				18		47%

				情報通信・電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ部門 ジョウホウツウシンデンシブモン						51		66		70		106		293		53		79		110				13				17%

						（国　内） クニナイ				(88)		(124)		(124)		(▲336)		( -)		(88)		(88)		(124)				(▲36)

						（海　外） ウミガイ				(2)		(1)		(1)		(▲4)		( -)		(2)		(2)		(1)				(1)

				その他 タ						6		6		7		5		24		7		6		3				-		▲54%

								合　計		747		597		637		860		2,841		829		1,001		586				404		60%		62%

								国　内 クニナイ		215		213		153		250		831		105		247		202				34				33%

								海　外 ウミガイ		532		384		484		610		2,010		724		754		384				370		76%		79%
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連結損益計算書（四半期推移）
＜参考資料＞

（単位：億円）

１Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 計 １Ｑ ２Ｑ

747 597 637 860 2,841 829 1,001 
55 ▲4 1 32 84 16 9 

(7.3%) (▲0.6%) (0.1%) (3.8%) (3.0%) (1.9%) (0.9%)
58 ▲4 3 57 114 58 20 

(7.7%) (▲0.6%) (0.4%) (6.6%) (4.0%) (7.0%) (2.0%)
37 ▲5 ▲1 6 37 33 17 

(4.9%) (▲0.8%) (▲0.2%) (0.8%) (1.3%) (4.0%) (1.7%)

（営業利益率）

売　上　高
営 業 利 益

　※親会社株主に帰属する当期純利益

2021年度(実績)

（経常利益率）

当期純利益※

（当期純利益率※）

経 常 利 益

2022年度(実績)

＜補足資料＞空調機地域別売上高（四半期推移）

１Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 計 １Ｑ ２Ｑ
160 146 81 145 532 47 174 
124 74 102 122 422 220 162 
168 121 190 213 692 134 258 
69 45 34 47 195 136 123 
69 57 76 94 296 72 78 
50 51 45 91 237 110 72 
50 31 32 37 150 50 49 

690 525 560 749 2,524 769 916 
(530) (379) (479) (604) (1,992) (722) (742)

米州

オセアニア
アジア

(うち、海外計)

中華圏
計

2021年度(実績) 2022年度(実績)

中東・アフリカ
欧州

日本

（注）売上高は外部顧客に対する売上高

Copyright 2022 FUJITSU GENERAL


Sheet1

		

								2021年度(実績) ジッセキ										2022年度(実績)						前年同期比 ゼンネンドウキヒ

								１Ｑ		２Ｑ		３Ｑ		４Ｑ		計		１Ｑ		２Ｑ				２Ｑ		増減率 ゾウゲンリツ

				売　上　高 バイジョウダカ				747		597		637		860		2,841		829		1,001				404		60%		62%

				営 業 利 益 エイギョウリエキ				55		▲4		1		32		84		16		9				13				-'%'

				（営業利益率） エイギョウリエキリツ				(7.3%)		(▲0.6%)		(0.1%)		(3.8%)		(3.0%)		(1.9%)		(0.9%)				(1.5%)

				経 常 利 益 キョウツネリエキ				58		▲4		3		57		114		58		20				24		-'%'

				（経常利益率） ケイジョウリエキリツ				(7.7%)		(▲0.6%)		(0.4%)		(6.6%)		(4.0%)		(7.0%)		(2.0%)				(2.6%)

				当期純利益※ トウキジュンリエキ				37		▲5		▲1		6		37		33		17				22				-'%'

				（当期純利益率※） トウキジュンリエキリツ				(4.9%)		(▲0.8%)		(▲0.2%)		(0.8%)		(1.3%)		(4.0%)		(1.7%)				(2.5%)

				　※親会社株主に帰属する当期純利益

				＜補足資料＞空調機地域別売上高（四半期推移） ホソクシリョウクウチョウキチイキベツウリアゲダカシハンキスイイ

								2020年度（実績） ジッセキ										2021年度（実績） ジッセキ						前年同期比 ゼンネンドウキヒ

								１Ｑ		２Ｑ		３Ｑ		４Ｑ		計		１Ｑ		２Ｑ				２Ｑ		増減率 ゾウゲンリツ				現地通貨
ベース ゲンチツウカ

				米州 ベイシュウ				64		98		63		140		365		-						▲98

				欧州 オウシュウ				185		149		115		172		621		-						▲149

				中東・アフリカ チュウトウ				21		40		27		113		201		-						▲40

				オセアニア				53		80		75		82		290		-						▲80

				アジア				26		25		13		32		96		-						▲25

				中華圏 チュウカケン				53		41		32		29		155		-						▲41

				海外売上高 カイガイウリアゲダカ				402		433		325		568		1,728		-		-				▲433



（注）売上高は外部顧客に対する売上高




Sheet1

		

								2015年度（実績） ジッセキ										2016年度（実績） ジッセキ						前年同期比 ゼンネンドウキヒ

								１Ｑ		２Ｑ		３Ｑ		４Ｑ		計		１Ｑ		２Ｑ				２Ｑ		増減率 ゾウゲンリツ

				売　上　高 バイジョウダカ				690		693		586		841		2,810		624						▲693

				営 業 利 益 エイギョウリエキ				66		37		63		109		275		92						▲37

				（営業利益率） エイギョウリエキリツ				(9.6%)		(5.3%)		(10.8%)		(13.0%)		(9.8%)		(14.8%)						(▲5.3%)

				経 常 利 益 キョウツネリエキ				80		18		67		94		259		62						▲18

				（経常利益率） ケイジョウリエキリツ				(11.6%)		(2.6%)		(11.4%)		(11.2%)		(9.2%)		(9.9%)						(▲2.6%)

				当期純利益※ トウキジュンリエキ				55		12		46		62		175		41						▲12

				（当期純利益率※） トウキジュンリエキリツ				(8.1%)		(1.6%)		(7.9%)		(7.4%)		(6.2%)		(6.6%)						(▲1.6%)

				　※親会社株主に帰属する当期純利益　　（注）増減率添字は現地通貨ベース チュウゾウゲンリツソジゲンチツウカ

				＜補足資料＞空調機地域別売上高（四半期推移） ホソクシリョウクウチョウキチイキベツウリアゲダカシハンキスイイ

								2021年度(実績) ジッセキ										2022年度(実績)						前年同期比 ゼンネンドウキヒ

								１Ｑ		２Ｑ		３Ｑ		４Ｑ		計		１Ｑ		２Ｑ				２Ｑ		増減率 ゾウゲンリツ				現地通貨
ベース ゲンチツウカ

				日本 ニホン				160		146		81		145		532		47		174				28		46%				46%

				米州 ベイシュウ				124		74		102		122		422		220		162				88		53%				47%

				欧州 オウシュウ				168		121		190		213		692		134		258				137		120%				119%

				中東・アフリカ チュウトウ				69		45		34		47		195		136		123				78		133%				125%

				オセアニア				69		57		76		94		296		72		78				21		63%				66%

				アジア				50		51		45		91		237		110		72				21		11%				10%

				中華圏 チュウカケン				50		31		32		37		150		50		49				18		38%				28%

				計 ケイ				690		525		560		749		2,524		769		916				391		70%				67%

				(うち、海外計) カイガイケイ				(530)		(379)		(479)		(604)		(1,992)		(722)		(742)				(363)		(78%)				(75%)



（注）売上高は外部顧客に対する売上高





▲4

50 53

▲25 ▲22 ▲19 ▲24 ▲1
1 9

▲50

-

50

100

150

200

250

300

350

▲40 

▲20 

0

20

40

60

80

その他

物量・構成

為替影響

2022年度

2Q実績

（億円）

情報通信・
電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ その他空調機部門

20

海上運賃
高騰等

Copyright 2022 FUJITSU GENERAL

2021年度

2Q実績

売価

前年同期比

＋１３

＜参考資料＞

営業利益増減要因[第２四半期(３ヵ月)] （前年同期比）

情報通信・
電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ

原価低減 経費増減他

▲１ ＋１＋１３




	2022年度（2023年３月期）�第２四半期決算説明資料
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21

