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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6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 ％

26年3月期第1四半期 136,255 12.9 2,831 △12.3 2,738 △3.7 552 ―
25年3月期第1四半期 120,679 △9.3 3,226 △6.8 2,843 △5.5 △1,181 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 6,987百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △7,432百万円 （―％）

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

26年3月期第1四半期 1.63 ―
25年3月期第1四半期 △3.27 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 542,255 210,114 36.1
25年3月期 528,900 204,771 36.0
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  195,897百万円 25年3月期  190,624百万円

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

25年3月期 ― 2.50 ― 2.50 5.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 3.00 ― 3.00 6.00

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）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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) 270,000 12.7 5,000 14.1 3,000 8.9 2,000 ― 5.93
通期 570,000 16.1 16,000 146.2 12,000 837.7 7,500 145.9 22.26



(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 

(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
半期連結財務諸表に対する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され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「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測に関する
説明」をご覧ください。 

※  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   ：  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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期1Q 360,863,421 株 25年3月期 360,863,421 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 24,071,593 株 25年3月期 19,371,303 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 336,793,406 株 25年3月期1Q 360,518,490 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第１四半期連結累計期間のわが国経済は、新政権による金融政策、財政政策、成長戦略などに対する期待感か

ら、株価上昇、円安など好転の兆しが見え始めた中で推移しました。 

 このような状況のもと、当社グループの第１四半期連結累計期間の売上高は1,362億円（前年同期比12.9％

増）、営業利益は28億円（同12.3％減）、経常利益は27億円（同3.7％減）、四半期純利益は５億円（前年同期は

四半期純損失11億円）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。 

 なお、当第１四半期連結会計期間より、報告セグメントの区分を変更しており、以下の前年同期比較につきまし

ては、前年同期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。 

  

＜事業の種類別セグメント＞ 

 エネルギー・情報通信カンパニーにつきましては、国内マーケットの市況回復の遅れ、中国市場における日系会

社からの買い控え等の影響があったものの、北米市場はエンジニアリングを中心に依然好調を維持し、売上高は、

前年同期比5.5％増の810億円、営業利益は前年同期比5.1％増の29億円となりました。 

  

 エレクトロニクスカンパニーにつきましては、平成23年10月に発生したタイ王国の洪水の影響からＦＰＣ（フレ

キシブルプリント配線板）が回復基調にあることから大幅な増収となり、売上高は前年同期比21.7％増の220億

円、営業損失は20億円（前年同期は営業損失16億円）となりました。 

  

 自動車電装カンパニーにつきましては、円安の影響、及び新興国向けを中心とした需要の拡大により増収となり

ましたが、新興国向け新規車種の立上費用が発生したこともあり、売上高は前年同期比30.8％増の290億円、営業

利益は前年同期比0.4％増の11億円となりました。 

  

 不動産カンパニーにつきましては、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3.4％増の27億円、営業利益は前年同期比6.4％増の14億円となりました。 

   

（２）財政状態に関する説明 

 当第１四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、133億円増加の5,422億円となりました。

有形固定資産が48億円、たな卸資産が27億円増加しておりますが、これは主にタイ王国の生産拠点が洪水による被

害から復旧したことによるものです。また、投資有価証券が42億円増加しておりますが、これは主に上場株式の時

価上昇によるものです。 

 負債の部は、前連結会計年度末と比較し、80億円増加の3,321億円となりました。これは、短期借入金の106億円

の増加によるものです。 

 純資産の部は、前連結会計年度末と比較し、53億円増加の2,101億円となりました。これは、為替換算調整勘定

の41億円の増加、その他有価証券評価差額金の22億円の増加によるものです。  

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

  連結業績予想につきましては、平成25年５月９日の決算発表時に公表いたしました第２四半期連結累計期間及び

通期の業績予想に変更はありません。  

   

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１四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 

 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
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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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 43,178 43,925

受取手形及び売掛金 122,459 124,566

たな卸資産 60,400 63,113

その他 21,944 20,247

貸倒引当金 △720 △803

流動資産合計 247,262 251,049

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 86,907 90,248

その他（純額） 95,436 96,973

有形固定資産合計 182,343 187,221

無形固定資産   

のれん 6,934 6,980

その他 7,157 6,953

無形固定資産合計 14,091 13,934

投資その他の資産   

投資有価証券 48,776 52,990

その他 39,143 39,858

貸倒引当金 △1,888 △1,969

投資損失引当金 △829 △829

投資その他の資産合計 85,202 90,050

固定資産合計 281,637 291,205

資産合計 528,900 542,255

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 67,581 66,637

短期借入金 65,360 76,051

未払法人税等 1,172 1,567

その他 41,180 37,156

流動負債合計 175,295 181,412

固定負債   

社債 50,000 50,000

長期借入金 74,054 77,199

退職給付引当金 7,336 7,436

その他の引当金 107 77

その他 17,334 16,015

固定負債合計 148,833 150,729

負債合計 324,128 332,141
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６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 85,914 86,532

自己株式 △5,107 △6,551

株主資本合計 188,840 188,014

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 4,361 6,574

繰延ヘッジ損益 59 △196

為替換算調整勘定 △2,637 1,504

その他の包括利益累計額合計 1,783 7,883

少数株主持分 14,147 14,216

純資産合計 204,771 210,114

負債純資産合計 528,900 542,255

㈱フジクラ　（5803）　平成26年３月期　第１四半期決算短信

- 5 -



（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：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 120,679 136,255

売上原価 100,438 114,664

売上総利益 20,240 21,591

販売費及び一般管理費 17,014 18,760

営業利益 3,226 2,831

営業外収益   

受取利息 39 22

受取配当金 444 394

持分法による投資利益 128 719

為替差益 142 515

その他 185 296

営業外収益合計 940 1,949

営業外費用   

支払利息 750 788

その他 573 1,253

営業外費用合計 1,323 2,042

経常利益 2,843 2,738

特別利益   

投資有価証券売却益 2 93

固定資産売却益 － 304

受取保険金 604 －

その他 390 －

特別利益合計 997 397

特別損失   

災害による損失 3,254 248

その他 425 2

特別損失合計 3,679 250

税金等調整前四半期純利益 161 2,885

法人税等 1,205 2,364

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（△）

△1,044 520

少数株主利益又は少数株主損失（△） 137 △31

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,181 552
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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：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６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（△）

△1,044 520

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,148 2,210

繰延ヘッジ損益 250 △121

為替換算調整勘定 △5,464 4,266

持分法適用会社に対する持分相当額 △26 111

その他の包括利益合計 △6,388 6,466

四半期包括利益 △7,432 6,987

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △7,335 6,651

少数株主に係る四半期包括利益 △97 335
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 該当事項はありません。   

   

 該当事項はありません。   

   

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年６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）「その他」の区分は、報告セグメントに該当しない、事業化を検討している新規事業等を含んでおります。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年６月30日）  

 １．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）「その他」の区分は、報告セグメントに該当しない、事業化を検討している新規事業等を含んでおります。 

  

 ２．報告セグメントの変更等に関する事項 

    当第１四半期連結会計期間より、カンパニー制の導入に伴い、報告セグメントを「情報通信」、「電子電装」、

   「ケーブル・機器関連」、「不動産」、「その他」の５区分から「エネルギー・情報通信カンパニー」、「エレク

   トロニクスカンパニー」、「自動車電装カンパニー」、「不動産カンパニー」の４区分に変更しております。 

    なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の報告セグメントの区分に基づき作成したものを

   開示しております。 

  

（３）四半期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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

  （単位：百万円）

  報告セグメント 

その他

（注） 
合計 調整額 

四半期連結

損益計算書

計上額 

エネルギ

ー・情報通

信カンパニ

ー 

エレクトロ

ニクスカン

パニー 

自動車電装

カンパニー

不動産 

カンパニー

売上高                   

 外部顧客への売上高  76,850  18,110  22,217  2,707  794  120,679  120,679

 セグメント間の内部 

 売上高又は振替高 
 516  39  4  0  －  560  ( ) 560  －

計  77,366  18,149  22,221  2,707  794  121,240  ( ) 560  120,679

セグメント利益又は 

セグメント損失（△） 
 2,775  △1,636  1,099  1,326  △338  3,226  3,226

  （単位：百万円）

  報告セグメント 

その他

（注） 
合計 調整額 

四半期連結

損益計算書

計上額 

エネルギ

ー・情報通

信カンパニ

ー 

エレクトロ

ニクスカン

パニー 

自動車電装

カンパニー

不動産 

カンパニー

売上高                   

 外部顧客への売上高  81,091  22,034  29,061  2,798  1,269  136,255  136,255

 セグメント間の内部 

 売上高又は振替高 
 177  35  53  －  0  266  ( ) 266  －

計  81,268  22,069  29,115  2,798  1,269  136,522  ( ) 266  136,255

セグメント利益又は 

セグメント損失（△） 
 2,917  △2,032  1,104  1,411  △570  2,831  2,831
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