
 
 
 
 
 

 

 
 
   

 

 

 
   

 
   

   

 
   

   

   

   

   

   

   

 
 

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期の連結業績（平成24年４月１日～平成25年３月31日）
（１）連結経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年３月期 39,561 △3.9 △516 ― △352 ― △555 ―
24年３月期 41,164 2.6 29 △86.6 △129 ― △183 ―

(注) 包括利益 25年３月期 238百万円( ―％) 24年３月期 △619百万円( ―％)

１株当たり 
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

25年３月期 △6,973.40 ― △204.3 △1.1 △1.3
24年３月期 △2,512.66 ― △43.6 △0.4 0.1

(参考) 持分法投資損益 25年３月期 ―百万円 24年３月期 ―百万円

（２）連結財政状態

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

25年３月期 32,289 390 1.2 △20,212.77
24年３月期 31,268 153 0.5 △23,193.68

(参考) 自己資本 25年３月期 390百万円 24年３月期 153百万円

（３）連結キャッシュ・フローの状況
営業活動による 

キャッシュ・フロー
投資活動による

キャッシュ・フロー
財務活動による

キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物

期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

25年３月期 △47 △853 466 1,222
24年３月期 2,030 △1,199 △369 1,490

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額 
(合計)

配当性向 
(連結)

純資産
配当率 
(連結)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 百万円 ％ ％

24年３月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―
25年３月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―

26年３月期(予想) ― ― ― 0.00 0.00 ―

(注)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」をご覧下さい。

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26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) 21,300 12.2 0 ― 0 ― 0 ― 0.00
通 期 44,800 13.2 800 ― 800 ― 700 ― 8,790.66



  

 

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

（２）個別財政状態 

 
   

   

   

 

   

 

 
  

※ 注記事項

（１）期中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

  新規 ―社 (社名) 、除外 ―社 (社名)

（２）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

（３）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 79,630株 24年３月期 79,630株

② 期末自己株式数 25年３月期 ―株 24年３月期 ―株

③ 期中平均株式数 25年３月期 79,630株 24年３月期 73,177株

(参考) 個別業績の概要
１．平成25年３月期の個別業績（平成24年４月１日～平成25年３月31日）
（１）個別経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年３月期 32,778 △5.1 △718 ― 572 ― 88 ―
24年３月期 34,542 △0.8 △595 ― △367 ― △317 ―

１株当たり 
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

25年３月期 1,114.72 525.53
24年３月期 △4,342.52 ―

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

25年３月期 28,333 166 0.6 △23,031.16
24年３月期 27,072 47 0.2 △24,518.77

(参考) 自己資本 25年３月期 166百万円 24年３月期 47百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、連結財務
諸表に対する監査手続が実施中です。

※ 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、実際の実績
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2ページ「経営成績に関する分析」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 ― ― ― 0.00 0.00

26年３月期(予想) ― ― ― 0.00 0.00
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当連結会計年度における世界経済は、当初期待していた回復が大幅に遅れ、欧州経済の財政問題の長

期化、中国・韓国との外交問題による経済への悪影響等もあ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、昨年末の政権交代を契機に新政権の経済政策の期待感から円高の是正、株高基調に

なるなど厳しい状況の中にもようやく変化の兆しがみられるようになりました。然し乍ら、当社グルー

プが属する電子部品業界におきましては、お客様での過剰在庫の調整が徐々に進んできたものの依然と

して総じて弱含みで推移しており、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、新製品の積極的投入による拡販を行いましたが、特に欧州及び日本市場

での需要減により当連結会計年度の連結売上高は39,561百万円(前期比3.9％減)に留まりました。 

  

(ディスクリートデバイス部門) 

車載向けは比較的堅調であるものの、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17,187百万円(前期比12.0％減)となりました。

(入出力デバイス部門) 

医療機器用・ノートPC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、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等があり売上高は

16,607百万円(前期比2.0％増)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5,767百万円(前

期比7.7％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、円安

の効果もあり、結果、第４四半期連結会計期間においては232百万円の四半期純利益を確保しました。

しかしながら、第１四半期連結会計期間での欧州・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営業損失539百万円、経常損失574百万円を計上したことで、第２四半期以降一

層の発生費用削減等積極的に原価低減に努めましたが、当連結会計年度は516百万円の営業損失(前期は

29百万円の営業利益)となり、また、経常損失は円安に伴う為替差益の計上があり、352百万円(前期は

129百万円の経常損失)となり、当期純損失は555百万円(前期は183百万円の当期純損失)となりました。

  

１．経営成績・財政状態に関する分析

（１）経営成績に関する分析
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[地域別の売上] 

(単位：百万円)

 
  

1. 日本 

国内は、医療機器用キーボードは堅調でありましたが、リレーの需要減により、売上高は22,074百

万円(前期比4.0％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、中国でのキーボードの増もありましたが、お客

様の発注手控えもあり、家電・産業機器・通信向けリレーの需要減により、売上高は11,750百万円

(前期比0.0％増)に留まりました。 

3. 北米 

北米は、車載向けリレーは堅調に推移し、サーマルプリンタ、タッチパネルの増もありましたが、

情報機器向けコネクタの需要減により、売上高は2,538百万円(前期比1.4％増)に留まりました。 

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3,197百万円(前期比18.3％減)となりました。 

  

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)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

前期比

日本 22,999 22,074 △925

アジア 11,747 11,750 3

北米 2,503 2,538 35

ヨーロッパ 3,914 3,197 △716

合計 41,164 39,561 △1,602

(海外売上比率) ( 44.1％) ( 44.2％) (  0.1％)
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＜次期の見通し＞ 

(単位：百万円)

 
次期の業績見通しにつきましては、欧州経済の下振れや原材料高騰など、先行きに関する様々な懸念

材料は払拭されておりませんが、当第４四半期連結会計期間での原価水準を維持しながら平成26年３月

期通期は、円高局面が是正されてきたこと、少なくとも市場の調整局面は終了に近づいてきたことを踏

まえ、成長への路線切り替えをし、通期では売上高44,800百万円、営業利益800百万円、経常利益800百

万円、当期純利益700百万円を見込んでおります。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度の資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,021百万円増加し、32,289百万円となり

ました。流動資産は、前連結会計年度末に比べ1,498百万円増加し、20,303百万円となりました。主

に前第４四半期連結会計期間に比べ当第４四半期連結会計期間の売上増及び外貨建て債権の為替換算

差額により、受取手形及び売掛金が1,878百万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477百万円減少し、11,986百万円となりました。減価償却費1,694百万円の計上や、

設備投資851百万円と為替換算影響による増加が328百万円発生したことなどによるものであります。

当連結会計年度の負債合計は、前連結会計年度末に比べ783百万円増加し、31,899百万円となりま

した。流動負債は、前連結会計年度末に比べ783百万円増加し、27,936百万円となりました。主に短

期借入金が567百万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0百万円減少し、3,963百万円となりました。 

当連結会計年度の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ237百万円増加し、390百万円となりまし

た。当期純損失555百万円の計上と、円高是正による為替換算調整勘定が764百万円増加したことによ

るものであります。 

  

平成26年３月期
上期

平成26年３月期
下期

平成26年３月期
通期

売上高 21,300 23,500 44,800

営業利益 0 800 800

経常利益 0 800 800

当期純利益 0 700 700

（２）財政状態に関する分析
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②キャッシュ・フローの状況 

当第連結会計年度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268百万円減少し、

1,222百万円となりました。 

(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47百万円の支出(前期は2,030百万円の収入)となりました。

主に税金等調整前当期純損失427百万円、売上債権の増加額937百万円及び仕入債務の減少額525百万

円による支出、減価償却費1,694百万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853百万円の支出(前期は1,199百万円の支出)となりました。

主に有形固定資産の取得による支出866百万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466百万円の収入（前期は369百万円の支出）となりました。

主に短期借入金の純増額571百万円によるものであります。 

  

当社は、配当については、収益状況に対応した配当を行うことを基本としつつ、配当性向及び財務体

質の強化等を勘案して決定することを基本方針といたします。配当の決定機関は株主総会であり、中間

配当制度は採用しておりません。 

なお、配当の状況につきましては、サマリー情報「２．配当の状況」をご覧下さい。 

  

  

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社及び当社グループの事業その他に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可

能性があると考えられる主な事項を記載しております。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当し

ない事項についても、投資者の投資判断上、重要であると考えられる事項については、投資者に対する

積極的な情報開示の観点から以下に開示しております。なお、当社は、これらのリスク発生の可能性を

認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存であります。 

本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は本決算短信提出日現在におい

て判断したものであります。 

  

①為替変動の影響について 

当社グループの前連結会計年度、及び当連結会計年度における海外売上高比率は、44.1％及び

44.2％となっており、主要通貨である米ドル・ユーロの為替レートの変動による影響を受け易くなっ

ております。一方、当社グループでは約３割の製品をマレーシア・中国を中心としたアジア地域で生

産し、マレーシアとはリンギット建て、中国とは中国元建てを中心に取引を行っております。また米

ドル建て借入金、ユーロ建て借入金を行うことにより為替の変動による悪影響を 小限に止める努力

をしております。以上のとおり、当社グループは為替変動による業績への影響を小さくするよう努力

しておりますが、大幅な為替変動等により当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性が

あります。 

  

②金利の変動による影響について 

当連結会計年度末における連結有利子負債は14,183百万円となっております。このため、金利の変

動によって当社の業績は影響を受ける可能性があります。 

  

③製品の陳腐化について 

当社グループの主要な市場である情報通信関連機器市場では、技術革新が速く、製品のライフサイ

クルは比較的短いものとなりつつあります。また、当社が製造・販売する製品は、販売市場の動向に

より著しく需要が増減する可能性があります。これに伴う製品の陳腐化等で、当社の業績及び財務状

況に影響を及ぼす可能性があります。 

  

④固定資産の減損会計について 

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であります。当社グループでは主に子会社でこれらの製品

の製造設備を保有しております。 

このため、地価の動向及び対象となる固定資産の収益状況等によりましては、当社グループの業績

及び財務状況に影響を与える可能性があります。 

  

（４）事業等のリスク
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⑤退職給付債務について 

当社グループの従業員の退職給付債務及び退職給付費用は、割引率等の数理計算上の前提条件や年

金資産の期待運用収益率に基づいて算出されております。実際の結果が前提条件と異なった場合、新

たな数理計算上の差異が発生し、これらの数理計算上の差異が当社グループの業績及び財務状況に影

響を与える可能性があります。 

  

⑥訴訟について 

㈱高見澤電機製作所関連の労働紛争等につきましては、東京地方裁判所に国（中央労働委員会）を

相手取り訴訟を提起しておりましたが組合側の要求全面棄却となりました。 

将来直面する訴訟等において、当事者双方が訴訟費用・訴訟期間等を勘案し、和解による解決も想

定されますが、この場合、訴訟費用、和解費用等の発生により、当社グループの業績に影響を及ぼす

可能性があります。 

  

⑦製品の欠陥や瑕疵について 

当社グループでは、開発・製造・品質保証体制を子会社まで含め一貫して管理する組織体制とし、

製造段階だけではなく開発設計を含めた品質の向上や、外部購入部材の品質管理強化を進めておりま

すが、欠陥や瑕疵等が発生する可能性は排除できません。欠陥や瑕疵等が発生した場合、製品回収や

補修、お客様への補償、機会損失等が発生し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

  

⑧公的規制、政策、租税等について 

当社グループは、事業展開する各国において、事業や投資の許可、輸出入に関する制限や規制等、

さまざまな規制や、独占禁止、知的財産権、消費者、環境・リサイクル、租税等に関する法令の適用

を受けております。これらの規制を遵守できなかった場合、事業許可の取り消しや入札停止などによ

り、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。また、これらの規制の強化や変更は、対

応コストの増加により、損益に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑨株式価値の希薄化 

当社は、財務体質の毀損の事前解消及び財務基盤の強化を図るため、提出日現在で第三者割当増資

による第２種優先株式を2,000株発行しております。当該優先株式には、普通株式への転換請求権が

付与されております。当該優先株式が普通株式へ転換された場合には株式の希薄化が起こり、株価に

影響を及ぼす可能性があります。 
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当社グループは、第１四半期連結会計期間より欧州・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、債務超過となっておりましたが、第２四半期よりの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を実施し、第３四半期及び第４四半期での純利益計上と、円高是正に伴う

海外子会社の純資産に対する為替換算調整勘定の戻りにより当連結会計年度末には債務超過額が解消さ

れました。 

  

(単位：百万円)

 
  

（５）継続企業の前提に関する重要事象等

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 通期

売上高 9,055 9,935 9,863 10,707 39,561

営業利益又は 
営業損失(△)

△539 4 △60 78 △516

経常利益又は 
経常損失(△)

△574 △97 61 258 △352

当期純利益又は 
当期純損失(△)

△597 △193 3 232 △555

純資産 △753 △933 △338 390 390
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＜経営理念＞ 

当社グループは、お客様のタイムリーな商品価値向上にお役に立つビジネスパートナーとして「高

信頼高品質」、「技術提案力」、「コスト競争力」の継続的提供と環境・社会への貢献を図り、利益

と成長を実現してまいります。 

  

＜経営方針＞ 

当社グループは、信頼に応えられるオンリーワン企業を目指すため、お客様へ差別化商品の提供に

よる信頼と支持を獲得し、オープンでフェアな環境を整備し、チームワークと自己実現の徹底を図

り、株主様の利益を守り、企業価値を高めてまいります。 

  

当社は、企業の基礎力である収益性の改善を通じて、売上変動の想定される環境下においても着実に

収益を確保できる企業体質に転換し、さらにその収益により着実に事業の規模を維持・拡大していくこ

とで、お客様、株主、従業員の皆様といったステークホルダーに報いてまいりたいと考えております。

この実現に向けて当社は、次の２点に注力し当社の維持、成長に努めてまいります。 

①既存製品の強化 

現在投入している既存製品について、今後の成長性、収益性に照らしながら将来の成長分野へ振り

向けるべきものについて、積極的な資本投下とともにリソースのシフトを推進してまいります。ま

た、収益基盤となる既存製品については各製造拠点の企業基礎力の強化及び生産性のさらなる改善を

通じて、収益力の一層の強化を図ってまいります。 

  

②成長市場への開発・製造リソースの転換・強化 

近年、省エネや環境負荷の低減といったテーマは、太陽光発電、電気自動車、スマートメーター、

直流給電といった新たな成長市場を生み、当社の提供する製品もこうしたお客様のグリーンソリュー

ションの実現を支え、これまで以上にその用途を拡大しております。当社は、今後こうしたアプリケ

ーション拡大が見込める市場に対しタイムリーに開発・製造リソースの転換強化を推進してまいりま

す。 

また、近年の傾向としてお客様の戦略として日本、アメリカ、ヨーロッパにおけるデザインインと

アジアにおけるプロダクトインといった傾向が顕著となっているほか、アジア地域の経済成長に伴い

アジア自体にも新興市場が拡大しており、海外のお客様への拡販の重要性が高まっています。こうし

た中、当社は、強みである設計から製造・販売が可能な体制を強化し、お客様の成長戦略や地域の発

展状況に照らしながら市場成長を上回る拡販体制を構築・推進してまいります。 

  

２．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

（２）中長期的な会社の経営戦略
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新技術による市場ニーズの変化・多様化への迅速な対応、グローバルな企業競争による価格競争の激

化など、当社グループを取り巻く経営環境は、ますます厳しさを増しております。 

当社グループは、以下を重点課題として取組んでおります。 

  

①市場ニーズに合った製品の開発・設計・製造 

当社グループの組織は、開発・製造・品質保証体制を子会社を含め、一貫して管理する組織として

おり、コンポーネント事業に必要なスピードと柔軟性がより一層発揮できる体制となっております。

これにより、新製品の開発と顧客へのサービスのきめ細やかな対応が図れ、グループ全体での競争力

の強化、資本効率等のメリットをさらに追求してまいります。 

  

②内部統制の強化 

当社グループの企業価値の持続的向上を図り、経営の効率性を追求するため、事業活動より生じる

リスクをコントロールすることが必要であります。このため、コーポレート・ガバナンスの強化が不

可欠であるとの基本認識のもと、内部統制を強化してまいります。 

  

③環境に配慮した製品の開発・製造と社会との協業 

当社グループは「環境を大切に、より良い企業活動を行うこと」を理念として、環境に配慮した製

品の開発・製造に取組んでまいります。また、生物多様性など社会・環境課題の解決に取組む活動を

推進し、良き企業市民としての社会貢献活動を支援してまいります。 

  

当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を特に定めてお

りません。 

なお、当社は、法令・定款遵守を含むコンプライアンスの基本理念として、富士通グループ及び当社

グループで定められた共通の行動の原理・原則「FUJITSU Way」及び「富士通コンポーネントグループ

ミッション」に基づく企業運営が株主の皆様の利益に資するものと判断しております。 

また、会社の支配に関する基本方針の在り方については、重要な経営課題のひとつであると認識して

おり、今後も「FUJITSU Way」及び「富士通コンポーネントグループミッション」を基本に、その具体

的な取組み内容について、関係当局の見解や判断、社会動向を注視しつつ継続して検討を行ってまいり

ます。 

  

（３）会社の対処すべき課題
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４．連結財務諸表 
（１）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) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,490 1,222

受取手形及び売掛金 11,167 13,045

商品及び製品 4,156 3,880

仕掛品 539 641

原材料及び貯蔵品 919 1,148

その他 559 405

貸倒引当金 △27 △41

流動資産合計 18,804 20,303

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※1  10,163 ※1  10,461

減価償却累計額 △7,860 △8,278

減損損失累計額 △7 △7

建物及び構築物（純額） 2,295 2,175

機械装置及び運搬具 14,972 16,005

減価償却累計額 △11,177 △12,473

減損損失累計額 △208 △197

機械装置及び運搬具（純額） 3,586 3,333

工具、器具及び備品 9,850 10,892

減価償却累計額 △8,535 △9,673

減損損失累計額 △347 △344

工具、器具及び備品（純額） 967 874

土地 ※1, ※2  3,957 ※1, ※2  3,957

建設仮勘定 342 299

有形固定資産合計 11,149 10,641

無形固定資産   

ソフトウエア 474 456

その他 322 312

無形固定資産合計 797 769

投資その他の資産   

投資有価証券 370 416

その他 204 221

貸倒引当金 △57 △61

投資その他の資産合計 517 575

固定資産合計 12,463 11,986

資産合計 31,268 32,289
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,926 11,430

短期借入金 13,477 14,044

リース債務 105 61

未払法人税等 76 99

未払金 511 330

未払費用 1,431 1,463

その他 624 506

流動負債合計 27,152 27,936

固定負債   

リース債務 139 78

繰延税金負債 17 33

退職給付引当金 2,873 2,945

役員退職慰労引当金 176 160

障害対応費用引当金 56 66

再評価に係る繰延税金負債 ※2  503 ※2  503

その他 197 175

固定負債合計 3,963 3,963

負債合計 31,115 31,899

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 △13,452

株主資本合計 523 △32

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 29 58

土地再評価差額金 ※2  917 ※2  917

為替換算調整勘定 △1,317 △553

その他の包括利益累計額合計 △370 423

純資産合計 153 390

負債純資産合計 31,268 32,289
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
 連結損益計算書 

(単位：百万円)

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) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 41,164 39,561

売上原価 ※1, ※3  33,178 ※1, ※3  32,168

売上総利益 7,985 7,393

販売費及び一般管理費 ※2, ※3  7,956 ※2, ※3  7,910

営業利益又は営業損失（△） 29 △516

営業外収益   

受取利息及び配当金 2 4

為替差益 － 171

受取ロイヤリティー 70 50

助成金収入 4 41

その他 89 72

営業外収益合計 166 341

営業外費用   

支払利息 186 124

為替差損 58 －

その他 81 52

営業外費用合計 325 176

経常損失（△） △129 △352

特別利益   

投資有価証券売却益 ※4  100 －

特別利益合計 100 －

特別損失   

和解金 － ※5  75

特別損失合計 － 75

税金等調整前当期純損失（△） △29 △427

法人税、住民税及び事業税 118 144

法人税等調整額 36 △16

法人税等合計 154 128

少数株主損益調整前当期純損失（△） △183 △555

当期純損失（△） △183 △555
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 連結包括利益計算書 
(単位：百万円)

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) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純損失（△） △183 △555

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △410 29

土地再評価差額金 71 －

為替換算調整勘定 △97 764

その他の包括利益合計 △435 793

包括利益 △619 238

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 △619 238

少数株主に係る包括利益 － －
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（３）連結株主資本等変動計算書 
(単位：百万円)

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) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 6,764 6,764

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,764 6,764

資本剰余金   

当期首残高 6,680 6,654

当期変動額   

自己株式の処分 △25 －

当期変動額合計 △25 －

当期末残高 6,654 6,654

利益剰余金   

当期首残高 △12,794 △12,895

当期変動額   

当期純損失（△） △183 △555

連結範囲の変動 82 －

その他 － △1

当期変動額合計 △100 △556

当期末残高 △12,895 △13,452

自己株式   

当期首残高 △25 －

当期変動額   

自己株式の処分 25 －

当期変動額合計 25 －

当期末残高 － －

株主資本合計   

当期首残高 624 523

当期変動額   

当期純損失（△） △183 △555

連結範囲の変動 82 －

自己株式の処分 － －

その他 － △1

当期変動額合計 △100 △556

当期末残高 523 △32
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(単位：百万円)

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) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 439 29

当期変動額   

純資産の部に直接計上されたその他有価証
券評価差額金の増減

△410 29

当期変動額合計 △410 29

当期末残高 29 58

土地再評価差額金   

当期首残高 845 917

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 71 －

当期変動額合計 71 －

当期末残高 917 917

為替換算調整勘定   

当期首残高 △1,219 △1,317

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △97 764

当期変動額合計 △97 764

当期末残高 △1,317 △553

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 65 △370

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △25 764

純資産の部に直接計上されたその他有価証
券評価差額金の増減

△410 29

当期変動額合計 △435 793

当期末残高 △370 423

純資産合計   

当期首残高 689 153

当期変動額   

当期純損失（△） △183 △555

自己株式の処分 － －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △25 764

連結範囲の変動 82 －

純資産の部に直接計上されたその他有価証券
評価差額金の増減

△410 29

その他 － △1

当期変動額合計 △536 237

当期末残高 153 390
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 
(単位：百万円)

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) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日
 至 平成25年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純損失（△） △29 △427

減価償却費 1,820 1,694

貸倒引当金の増減額（△は減少） △9 11

受取利息及び受取配当金 △2 △4

支払利息 186 124

売上債権の増減額（△は増加） △172 △937

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,574 393

仕入債務の増減額（△は減少） 2,211 △525

投資有価証券売却損益（△は益） △100 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △54 △15

退職給付引当金の増減額（△は減少） 79 72

障害対応費用引当金の増減額（△は減少） △44 10

その他の流動資産の増減額（△は増加） △75 211

その他の流動負債の増減額（△は減少） 104 △437

その他の固定負債の増減額（△は減少） △22 △48

その他 △5 2

小計 2,312 124

利息及び配当金の受取額 2 4

利息の支払額 △188 △124

法人税等の支払額 △98 △59

法人税等の還付額 2 7

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,030 △47

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 △1,345 △866

有形固定資産の売却による収入 62 44

投資有価証券の売却による収入 147 －

無形固定資産の取得による支出 △77 △38

その他 12 6

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,199 △853

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △3,000 －

短期借入金の純増減額（△は減少） 2,799 571

リース債務の返済による支出 △169 △105

財務活動によるキャッシュ・フロー △369 466

現金及び現金同等物に係る換算差額 △28 166

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 432 △268

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期末残高 1,490 1,222
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該当事項はありません。 

  

 ・連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社のうち、以下の会社を除き、決算日は３月31日であります。  

富士通電子零件(常州)有限公司 

青島光和精工有限公司 

富士通電子零件(上海)有限公司 

上記の会社の決算日は12月31日であります。 

連結財務諸表の作成にあたっては、富士通電子零件（常州）有限公司と富士通電子零件（上海）有限

公司については、連結決算日に正規の手続きに準ずる手続きによる決算を行い連結しております。 

青島光和精工有限公司については、従来、連結決算日との差異期間における重要な取引の調整を行い

連結しておりましたが、より適切な連結財務諸表の開示を行うため、当連結会計年度より、連結決算日

に正規の手続きに準ずる手続きによる決算を行い連結する方法に変更しております。 

  

上記以外は、 近の有価証券報告書(平成24年６月27日提出)における記載から重要な変更がないため開

示を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（５）連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

(会計方針の変更)

(会計上の見積りの変更)
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※１ 担保に供している資産 

 
  

※２ 土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公布法律第34号)及び土地の再評価に関する法律の一部

を改正する法律(平成13年３月31日公布法律第19号)に基づき、一部国内連結子会社において事業用土

地の再評価を行い、再評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税

金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に

計上しております。 

同法律第３条第３項に定める再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３月31日公布政令第119号)第２条第４号に定める路線

価に合理的な調整を行って算出しております。 

 
  

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当連結会計年度 
(平成25年３月31日)

 建物及び構築物 665百万円 620百万円

 土地 1,594百万円 1,594百万円

 計 2,259百万円 2,215百万円

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当連結会計年度 
(平成25年３月31日)

再評価を行った年月日 平成14年３月31日 平成14年３月31日

再評価を行った土地の当期末に
おける時価と再評価後の帳簿価
額との差額

△756百万円 △796百万円
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※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損(△は戻入益)が

売上原価に含まれております。 

 
  

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目は次のとおりであります。 

 
  

※３ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は、次のとおりであります。 

 
  

※４ 投資有価証券売却益の内容は、次のとおりであります。 

 
※富晶通科技股份有限公司株式の売却によるものであります。 

  

※５ 和解金の内容は、次のとおりであります。 

 
※当社製品に関し当社特約店が受けた訴訟に対する和解金の支払によるものであります。 

  

(連結損益計算書関係)

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)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

42百万円 △30百万円

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)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

 給与手当 1,892百万円 1,933百万円

 賞与手当 218 218

 商品修理費 178 288

 物流費 858 711

 退職給付費用 154 153

 役員退職慰労引当金繰入額 62 34

 研究開発費 2,068 1,977

 その他 2,523 2,591

 計 7,956 7,910

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)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

2,078百万円 1,988百万円

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)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

100百万円 ―百万円

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)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

―百万円 75百万円
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前連結会計年度及び当連結会計年度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。 

  

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) 

１  製品及びサービスごとの情報 

 
  

２  地域ごとの情報 

(1) 売上高 

 
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 

  

(2) 有形固定資産 

 
  

３  主要な顧客ごとの情報 

 
  

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

(関連情報)

(単位：百万円)

ディスクリート 
デバイス部門

入出力デバイス
部門

その他部門 合計

外部顧客への売上高 19,537 16,274 5,352 41,164

(単位：百万円)

日本 アジア 北米 ヨーロッパ 合計

22,999 11,747 2,503 3,914 41,164

(単位：百万円)

日本 アジア 北米 ヨーロッパ 合計

8,877 2,257 5 8 11,149

(単位：百万円)

顧客の名称又は氏名 売上高

富士通グループ 17,788
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当連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日) 

１  製品及びサービスごとの情報 

 
  

２  地域ごとの情報 

(1) 売上高 

 
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 

  

(2) 有形固定資産 

 
  

３  主要な顧客ごとの情報 

 
  

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。 

  

(単位：百万円)

ディスクリート 
デバイス部門

入出力デバイス
部門

その他部門 合計

外部顧客への売上高 17,187 16,607 5,767 39,561

(単位：百万円)

日本 アジア 北米 ヨーロッパ 合計

22,074 11,750 2,538 3,197 39,561

(単位：百万円)

日本 アジア 北米 ヨーロッパ 合計

8,355 2,268 4 13 10,641

(単位：百万円)

顧客の名称又は氏名 売上高

富士通グループ 17,779

(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)

(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)

(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
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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) 

  

１ 関連当事者との取引 

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引 

(ア) 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等 

 
(注) １ 上記金額のうち、取引金額については消費税等を含まず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２ 富士通㈱との取引 

(1) 取引条件ないし取引条件の決定方針については、一般取引条件と同様に決定しております。 

  

(イ) 連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の

子会社等 

 
(注) １ 上記金額のうち、取引金額については消費税等を含まず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２ 富士通エレクトロニクス㈱との取引 

(1) 取引条件ないし取引条件の決定方針については、一般取引条件と同様に決定しております。 

３ 富士通キャピタル㈱との取引 

(1) 取引条件ないし取引条件の決定方針については、一般取引条件と同様に決定しております。 

(2) 資金の借入については、借入利率は市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。 

(3) 買掛金については、当社、当社の仕入先、富士通キャピタル㈱の三社間で基本契約を締結し、ファクタ

リング方式による決済を行っております。 

  

(関連当事者情報)

種類
会社等の名称 
又は氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容 
又は職業

議決権等
の所有 
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高 
(百万円)

親会社 富士通㈱
川崎市 
中原区

324,625

ソフトウェ
ア・サービ
ス、情報処
理および通
信分野の製
品の開発、
製造、販売
およびサー
ビスの提供

(被所有)
直接56.95

当社製品の
販売

当社製品の
販売

2,546 売掛金 667

種類
会社等の名称 
又は氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容 
又は職業

議決権等
の所有 
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高 
(百万円)

同一の
親会社
を持つ
会社

富士通エレク
トロニクス㈱

横浜市 
港北区

3,695

半導体及び
関連ソフト
ウェアの開
発・設 計・
販売並びに
一般電子部
品の販売

―
当社製品の
販売

当社製品の
販売

9,042 売掛金 2,795

同一の
親会社
を持つ
会社

富士通キャピ
タル㈱

東京都 
港区

100

富士通㈱の
国内グルー
プ会社に対
する金銭の
貸付及び運
用

―

資 金 の 調
達・運用委
託他

売掛債権の
売却

1,825 未収入金 11

資金の借入 3,700 短期借入金 9,200

ファクタリ
ング取引

ファクタリ
ング取引

3,036 買掛金 888
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(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引 

連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の

子会社等 

  

 
(注) １ 上記金額のうち、取引金額については消費税等を含まず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２ 富士通オプティカルコンポーネンツ㈱との取引 

(1) 取引条件ないし取引条件の決定方針については、一般取引条件と同様に決定しております。 

３ ㈱トランストロンとの取引 

(1) 取引条件ないし取引条件の決定方針については、一般取引条件と同様に決定しております。 

  

２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

(1) 親会社情報 

富士通㈱（上場証券取引所…東京、大阪、名古屋、ロンドン） 

  

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表 

該当事項はありません。 

  

種類
会社等の名称 
又は氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容 
又は職業

議決権等
の所有 
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高 
(百万円)

同一の
親会社
を持つ
会社

富士通オプテ
ィカルコンポ
ーネンツ㈱

川崎市 
中原区

100

光コンポー
ネント製品
の開発・製
造・販売

―
製品の購入 製品の購入 12,289 買掛金 3,103

同一の
親会社
を持つ
会社

㈱トランスト
ロン

横浜市 
港北区

1,000

自動車、産
業機械など
の移動体に
関わるエレ
クトロニク
ス製品の開
発・設 計・
製造・販売

―
製 品 の 販
売・部品の
購入

製品の販売 4,127 売掛金 408

部品の購入 1,160 買掛金 474
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当連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日) 

  

１ 関連当事者との取引 

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引 

(ア) 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等 

 
(注) １ 上記金額のうち、取引金額については消費税等を含まず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２ 富士通㈱との取引 

(1) 取引条件ないし取引条件の決定方針については、一般取引条件と同様に決定しております。 

  

(イ) 連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の

子会社等 

 
(注) １ 上記金額のうち、取引金額については消費税等を含まず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２ 富士通エレクトロニクス㈱との取引 

(1) 取引条件ないし取引条件の決定方針については、一般取引条件と同様に決定しております。 

３ 富士通キャピタル㈱との取引 

(1) 資金の借入については、借入利率は市場金利等を勘案して合理的に決定しており、返済期限等は都度決

定しております。 

(2) 買掛金については、当社、当社の仕入先、富士通キャピタル㈱の三社間で基本契約を締結し、ファクタ

リング方式による決済を行っております。 

４ 富士通マイクロデバイス㈱との取引 

(1) 取引条件ないし取引条件の決定方針については、一般取引条件と同様に決定しております。 

  

種類
会社等の名称 
又は氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容 
又は職業

議決権等
の所有 
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高 
(百万円)

親会社 富士通㈱
川崎市 
中原区

324,625

ソフトウェ
ア・サービ
ス、情報処
理および通
信分野の製
品の開発、
製造および
販売並びに
サービスの
提供

(被所有)
直接56.95

当社製品の
販売

当社製品の
販売

2,710 売掛金 913

種類
会社等の名称 
又は氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容 
又は職業

議決権等
の所有 
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高 
(百万円)

同一の
親会社
を持つ
会社

富士通エレク
トロニクス㈱

横浜市 
港北区

3,695

電子デバイ
ス製品の設
計・開発お
よび販売

―
当社製品の
販売

当社製品の
販売

8,641 売掛金 3,152

同一の
親会社
を持つ
会社

富士通キャピ
タル㈱

東京都 
港区

100

富士通の国
内グループ
会社に対す
る金銭の貸
付およびこ
れに付帯関
連する一切
の業務

―

資 金 の 調
達・運用委
託他

売掛債権の
売却

1,612 未収入金 14

資金の借入 4,300 短期借入金 9,810

ファクタリ
ング取引

ファクタリ
ング取引

2,878 買掛金 976

同一の
親会社
を持つ
会社

富士通マイク
ロデバイス㈱

横浜市 
港北区

30

電子デバイ
ス、電子機
器、半導体
製造関連設
備、システ
ム、ソフト
ウェア等の
販売

― 部品の購入 部品の購入 849 買掛金 340
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(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引 

連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の

子会社等 

  

 
(注) １ 上記金額のうち、取引金額については消費税等を含まず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２ 富士通オプティカルコンポーネンツ㈱との取引 

(1) 取引条件ないし取引条件の決定方針については、一般取引条件と同様に決定しております。 

３ ㈱トランストロンとの取引 

(1) 取引条件ないし取引条件の決定方針については、一般取引条件と同様に決定しております。 

  

２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

(1) 親会社情報 

富士通㈱（上場証券取引所…東京、大阪、名古屋、ロンドン） 

  

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表 

該当事項はありません。 

  

種類
会社等の名称 
又は氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容 
又は職業

議決権等
の所有 
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高 
(百万円)

同一の
親会社
を持つ
会社

富士通オプテ
ィカルコンポ
ーネンツ㈱

川崎市 
中原区

100

光コンポー
ネント製品
の開発、製
造、販売

―
製品の購入 製品の購入 13,547 買掛金 3,979

同一の
親会社
を持つ
会社

㈱トランスト
ロン

横浜市 
港北区

1,000

自動車、産
業機械など
の移動体に
関わるエレ
クトロニク
ス製品の開
発・設 計・
製造・販売

―
製 品 の 販
売・部品の
購入

製品の販売 4,052 売掛金 471

部品の購入 972 買掛金 308
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(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純損失

であるため記載しておりません。 

２．１株当たり当期純損失金額(△)の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

   
３．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 
  

(１株当たり情報)

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)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

１株当たり純資産額 △23,193.68円 △20,212.77円

１株当たり当期純損失金額(△) △2,512.66円 △6,973.40円

項目
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)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

１株当たり当期純損失金額

 当期純損失(△)(百万円) △183 △555

 普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

 普通株式に係る当期純損失(△)(百万円) △183 △555

 普通株式の期中平均株式数(株) 73,177.44 79,630

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た
り当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の
概要

(優先株式)
第１回第２種優先株式 
(発行価額2,000百万円)

(優先株式) 
第１回第２種優先株式 
(発行価額2,000百万円)

項目
前連結会計年度

(平成24年３月31日)
当連結会計年度

(平成25年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 153 390

純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)

 (第２種優先株式) (  2,000) (  2,000)

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) △1,846 △1,609

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株
式の数(株)

79,630 79,630
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該当事項はありません。 

  

未適用の会計基準等、表示方法の変更、連結包括利益計算書関係、連結株主資本変動計算書関係、

連結キャッシュ・フロー計算書関係、リース取引関係、金融商品関係、有価証券関係、デリバティブ

取引関係、退職給付関係、ストック・オプション等関係、税効果会計関係、企業結合等関係、資産除

去債務関係、賃貸等不動産関係については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられ

るため開示を省略します。 

  

(重要な後発事象)

(開示の省略)
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(単位：百万円) 

 
  

(単位：百万円) 

 
  

(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。 

  

４．その他

（１）受注及び販売の状況

① 受注高

事業部門
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)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

前期比

ディスクリートデバイス部門 17,783 16,779 △1,004

入出力デバイス部門 15,916 16,454 538

その他 5,459 5,669 209

合計 39,159 38,903 △256

うち輸出 17,030 17,254 223

(比率) ( 43.5％) ( 44.4％) (  0.9％)

② 売上高

事業部門
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)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

前期比

ディスクリートデバイス部門 19,537 17,187 △2,349

入出力デバイス部門 16,274 16,607 333

その他 5,352 5,767 414

合計 41,164 39,561 △1,602

うち輸出 18,164 17,487 △676

(比率) ( 44.1％) ( 44.2％) (  0.1％)

③ 受注残高

事業部門
前連結会計年度末

(平成24年３月31日)
当連結会計年度末

(平成25年３月31日)
前期比

ディスクリートデバイス部門 4,140 3,994 △146

入出力デバイス部門 3,464 3,079 △384

その他 596 618 22

合計 8,201 7,692 △509

うち輸出 4,269 4,550 281

(比率) ( 52.1％) ( 59.2％) (  7.1％)
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