
Fuji Electric Report 2016 42

企
業
情
報

財務情報

連結貸借対照表

（百万円）
2014年度

（2015年3月31日）
2015年度

（2016年3月31日）

資産の部
流動資産
現金及び預金 31,953 31,000
受取手形及び売掛金 237,631 258,378
商品及び製品 54,495 56,290
仕掛品 48,787 52,410
原材料及び貯蔵品 34,330 36,437
繰延税金資産 17,246 17,091
その他 39,301 43,490
貸倒引当金 △ 777 △ 1,167
流動資産合計 462,969 493,932

固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額） 79,195 83,200
機械装置及び運搬具（純額） 20,473 18,959
工具、器具及び備品（純額） 5,521 5,816
土地 35,080 34,918
リース資産（純額） 27,081 29,291
建設仮勘定 7,601 4,290
有形固定資産合計 174,953 176,476

無形固定資産 15,295 20,369
投資その他の資産
投資有価証券 195,393 125,265
長期貸付金 1,407 812
退職給付に係る資産 44,103 17,623
繰延税金資産 2,518 2,617
その他 8,955 9,074
貸倒引当金 △ 1,175 △ 911
投資その他の資産合計 251,201 154,481
固定資産合計 441,451 351,327
繰延資産 102 117
資産合計 904,522 845,378

（百万円）
2014年度

（2015年3月31日）
2015年度

（2016年3月31日）

負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 150,648 160,416
短期借入金 68,095 53,795
コマーシャル・ペーパー 19,000 22,000
1年内償還予定の社債 15,000 20,500
リース債務 12,988 11,970
未払費用 38,309 39,285
未払法人税等 5,905 6,390
前受金 38,303 40,247
その他 56,498 63,213
流動負債合計 404,748 417,819
固定負債
社債 45,500 40,000
長期借入金 43,629 48,449
リース債務 22,260 23,498
繰延税金負債 32,576 797
役員退職慰労引当金 236 195
退職給付に係る負債 32,518 50,729
その他 3,416 2,908
固定負債合計 180,137 166,578
負債合計 584,885 584,397
純資産の部
株主資本
資本金 47,586 47,586
資本剰余金 46,735 46,736
利益剰余金 109,543 132,111
自己株式 △ 7,184 △ 7,212
株主資本合計 196,680 219,221
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 69,528 30,254
繰延ヘッジ損益 △ 513 △ 1,132
為替換算調整勘定 10,978 3,377
退職給付に係る調整累計額 13,665 △ 21,321
その他の包括利益累計額合計 93,659 11,177
非支配株主持分 29,296 30,581
純資産合計 319,636 260,980
負債純資産合計 904,522 845,378
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連結損益計算書 連結キャッシュ・フロー計算書

連結包括利益計算書

（百万円）
2014年度

（自2014年4月  1 日 
   至2015年3月31日）

2015年度
（自2015年4月  1 日 
   至2016年3月31日）

売上高 810,678 813,550
売上原価 609,376 603,235
売上総利益 201,302 210,314
販売費及び一般管理費 161,985 165,308
営業利益 39,316 45,006
営業外収益
受取利息 234 251
受取配当金 2,291 2,786
持分法による投資利益 1,031 1,279
為替差益 3,666 ̶
その他 1,097 591
営業外収益合計 8,321 4,908
営業外費用
支払利息 2,551 2,136
為替差損 ̶ 860
関係会社貸倒引当金繰入額 530 ̶
その他 1,417 1,304
営業外費用合計 4,499 4,301
経常利益 43,139 45,614
特別利益
固定資産売却益 81 989
投資有価証券売却益 2,778 2,351
持分変動利益 4,843 ̶
特別利益合計 7,703 3,340

特別損失
固定資産処分損 880 775
投資有価証券評価損 447 167
減損損失 2,830 282
和解金 810 640
子会社整理損 ̶ 470
その他 154 51
特別損失合計 5,123 2,387
税金等調整前当期純利益 45,719 46,566
法人税、住民税及び事業税 9,612 9,600
法人税等調整額 5,305 3,096
法人税等合計 14,918 12,697
当期純利益 30,800 33,868
非支配株主に帰属する当期純利益 2,822 3,224
親会社株主に帰属する当期純利益 27,978 30,644

（百万円）
2014年度

（自2014年4月  1 日 
   至2015年3月31日）

2015年度
（自2015年4月  1 日 
   至2016年3月31日）

当期純利益 30,800 33,868
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 24,731 △ 39,295
繰延ヘッジ損益 △ 531 △ 622
為替換算調整勘定 8,785 △ 8,300
退職給付に係る調整額 24,141 △ 34,914
持分法適用会社に対する持分相当額 517 △ 520
その他の包括利益合計 57,644 △ 83,652
包括利益 88,445 △ 49,783
（内訳）
親会社株主に係る包括利益 84,260 △ 51,837
非支配株主に係る包括利益 4,184 2,053

（百万円）
2014年度

（自2014年4月  1 日 
   至2015年3月31日）

2015年度
（自2015年4月  1 日 
   至2016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利益 45,719 46,566
減価償却費 33,615 29,723
貸倒引当金の増減額（△は減少） 657 △ 527
受取利息及び受取配当金 △ 2,526 △ 3,037
支払利息 2,551 2,136
為替差損益（△は益） 610 6
固定資産売却損益（△は益） △ 81 △ 989
投資有価証券売却損益（△は益） △ 2,778 △ 2,351
持分変動損益（△は益） △ 4,843 ̶
固定資産処分損益（△は益） 880 775
投資有価証券評価損益（△は益） 447 167
減損損失 2,830 282
子会社整理損 ̶ 470
売上債権の増減額（△は増加） △ 8,646 △ 22,609
たな卸資産の増減額（△は増加） △ 12,572 △ 7,811
仕入債務の増減額（△は減少） 3,410 12,513
前受金の増減額（△は減少） 3,958 1,750
その他 △ 4,457 △ 1,439
小計 58,775 55,627
利息及び配当金の受取額 2,572 3,035
利息の支払額 △ 2,536 △ 2,186
法人税等の支払額 △ 7,352 △ 8,026
営業活動によるキャッシュ・フロー 51,459 48,450
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 △ 15,248 △ 17,843
有形固定資産の売却による収入 868 1,994
投資有価証券の取得による支出 △ 10,253 △ 4,657
投資有価証券の売却による収入 6,233 5,878
貸付けによる支出 △ 6,530 △ 6,888
貸付金の回収による収入 5,578 6,242
その他 △ 3,397 △ 4,134
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 22,750 △ 19,410
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） △ 7,926 △ 11,245
コマーシャル・ペーパーの増減額 
（△は減少） 19,000 3,000
長期借入れによる収入 751 19,520
長期借入金の返済による支出 △ 24,357 △ 20,106
社債の発行による収入 － 15,000
社債の償還による支出 － △ 15,000
リース債務の返済による支出 △ 14,562 △ 14,490
自己株式の売却による収入 1 1
自己株式の取得による支出 △ 37 △ 28
配当金の支払額 △ 5,715 △ 7,144
非支配株主への配当金の支払額 △ 982 △ 1,002
その他 － △ 70
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 33,828 △ 31,566
現金及び現金同等物に係る換算差額 1,718 △ 2,099
現金及び現金同等物の増減額 
（△は減少） △ 3,401 △ 4,625
現金及び現金同等物の期首残高 33,412 31,895
連結の範囲の変更に伴う現金及び 
現金同等物の増減額（△は減少） 1,883 3,552
非連結子会社との合併に伴う 
現金及び現金同等物の増加額 ̶ 17
現金及び現金同等物の期末残高 31,895 30,838
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連結株主資本等変動計算書

2014年度
（自2014年4月1日　至2015年3月31日）

（百万円）
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 47,586 46,734 102,631 △ 7,148 189,804
会計方針の変更による累積的影響額 △ 16,026 △ 16,026
会計方針の変更を反映した当期首残高 47,586 46,734 86,605 △ 7,148 173,778
当期変動額
剰余金の配当 △ 5,715 △ 5,715
親会社株主に帰属する当期純利益 27,978 27,978
自己株式の取得 △ 37 △ 37
自己株式の処分 0 0 1
連結範囲の変動 675 675
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計 ̶ 0 22,938 △ 36 22,902
当期末残高 47,586 46,735 109,543 △ 7,184 196,680

（百万円）
その他の包括利益累計額

その他有価証券 
評価差額金 繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定

退職給付に係る 
調整累計額

その他の包括利益 
累計額合計 非支配株主持分 純資産合計

当期首残高 44,768 20 3,202 △ 10,614 37,376 24,043 251,225
会計方針の変更による累積的影響額 △ 179 △ 16,206
会計方針の変更を反映した当期首残高 44,768 20 3,202 △ 10,614 37,376 23,864 235,019
当期変動額
剰余金の配当 ̶ △ 5,715
親会社株主に帰属する当期純利益 ̶ 27,978
自己株式の取得 ̶ △ 37
自己株式の処分 ̶ 1
連結範囲の変動 ̶ 675
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 24,760 △ 533 7,776 24,280 56,282 5,432 61,714
当期変動額合計 24,760 △ 533 7,776 24,280 56,282 5,432 84,617
当期末残高 69,528 △ 513 10,978 13,665 93,659 29,296 319,636

2015年度
（自2015年4月1日　至2016年3月31日）

（百万円）
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 47,586 46,735 109,543 △ 7,184 196,680
会計方針の変更による累積的影響額 ̶
会計方針の変更を反映した当期首残高 47,586 46,735 109,543 △ 7,184 196,680
当期変動額
剰余金の配当 △ 7,144 △ 7,144
親会社株主に帰属する当期純利益 30,644 30,644
自己株式の取得 △ 28 △ 28
自己株式の処分 0 0 1
連結範囲の変動 △ 931 △ 931
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計 ̶ 0 22,568 △ 28 22,541
当期末残高 47,586 46,736 132,111 △ 7,212 219,221

（百万円）
その他の包括利益累計額

その他有価証券 
評価差額金 繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定

退職給付に係る 
調整累計額

その他の包括利益 
累計額合計 非支配株主持分 純資産合計

当期首残高 69,528 △  513 10,978 13,665 93,659 29,296 319,636
会計方針の変更による累積的影響額 ー
会計方針の変更を反映した当期首残高 69,528 △ 513 10,978 13,665 93,659 29,296 319,636
当期変動額
剰余金の配当 ー △ 7,144
親会社株主に帰属する当期純利益 ー 30,644
自己株式の取得 ー △ 28
自己株式の処分 ー 1
連結範囲の変動 ー △ 931
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）△ 39,274 △ 618 △ 7,601 △ 34,986 △ 82,482 1,284 △ 81,197
当期変動額合計 △ 39,274 △ 618 △ 7,601 △ 34,986 △ 82,482 1,284 △ 58,655
当期末残高 30,254 △ 1,132 3,377 △ 21,321 11,177 30,581 260,980
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役員一覧
（2016年7月1日現在）

取締役

代表取締役社長
北澤　通宏

代表取締役
菅井　賢三

社外取締役
鈴木　基之
東京大学 名誉教授

社外取締役
丹波　俊人
東京センチュリーリース（株）
代表取締役会長

社外取締役
立川　直臣
東京特殊電線（株）
取締役会長

監査役

常勤監査役
石原　敏彦

常勤監査役
奥野　嘉夫

社外監査役
佐藤　美樹
朝日生命保険（相）
代表取締役社長

社外監査役
木村　明子
アンダーソン・毛利・
友常法律事務所顧問

社外監査役
平松　哲郎
日本土地建物（株） 
代表取締役社長

執行役員
（2016年4月1日現在）

執行役員社長 北澤　通宏 経営統括

執行役員副社長 菅井　賢三 社長補佐、営業本部長

執行役員専務 安部　道雄 生産・調達本部長

柳澤　邦昭 電子デバイス事業本部長

執行役員常務 朝日　秀彦 食品流通事業本部長

荒井　順一 経営企画本部長、輸出管理室長、コンプライアンス担当、危機管理担当

友高　正嗣 パワエレ機器事業本部長

執行役員 江口　直也 技術開発本部長

日下　高  産業インフラ事業本部長

松本　淳一 経営企画本部 財務室長

角島　猛  人事・総務室長

藤原　正洋 発電・社会インフラ事業本部長

五嶋　賢二 営業本部 副本部長

高橋　康宏 食品流通事業本部 副本部長

新村　進  営業本部 副本部長、関西支社長

森本　正博 富士電機機器制御（株） 代表取締役社長

※役員略歴等は、当社ウェブサイト「役員紹介」を参照

取締役
安部　道雄

取締役
松本　淳一

取締役
荒井　順一

取締役
友高　正嗣
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企業データ

会社概要 （2016年3月31日現在）

商号 富士電機株式会社
英文社名 FUJI ELECTRIC CO., LTD.
設立 1923年8月29日
本店 〒210-9530 神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号
本社事務所 〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11番2号 ゲートシティ大崎イーストタワー
資本金 476億円
従業員数（連結） 26,508名（国内17,635名、海外8,873名）
売上高（連結） 8,136億円（2015年度）
証券コード 6504

株式・株主構成 （2016年3月31日現在）

発行済株式総数 746,484,957株
株主数 41,492名
大株主
株主名 持株数（千株） 持株比率（%）

富士通株式会社 74,333 10.41

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 38,934 5.45

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 37,951 5.31

株式会社みずほ銀行 22,254 3.12

朝日生命保険相互会社 19,775 2.77

ファナック株式会社 13,421 1.88

古河機械金属株式会社 11,025 1.54

THE BANK OF NEW YORK, NON-TREATY JASDEC ACCOUNT 10,011 1.40

古河電気工業株式会社 8,738 1.22

CBNY-GOVERNMENT OF NORWAY 8,054 1.13
（注） 1. 当社は自己株式 32,109,374株を所有していますが、上記の表には記載していません。
 2. 持株比率は、会社法施行規則の規定に基づき、発行済株式の総数から自己株式を控除して算出しています。

所有者別株式分布状況
区分 株主数（名） 株式数（株） 出資比率（%）

金融機関・証券会社 127 256,804,614 34.40

その他国内法人 497 126,160,326 16.90

外国法人等 486 226,616,284 30.36

個人・その他 40,382 136,903,733 18.34

合計 41,492 746,484,957 100.00
（注）「個人・その他」には、自己株式を含んでいます。

株価・売買高推移（東京証券取引所）
（円）

（百万株）
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*   製造機能あり

■1■2

■13■15
■14

■29
■28

■8

■5■30

■25

■9 ■10

■6

■11 ■12■7

■17 ■19

■27

■24 ■26

■18 ■20 ■21

■4

■3

■22■23

■16

■31■32

■33

■34

1 北海道支社
2 北海道富士電機株式会社

3 東北支社
4  富士電機津軽セミコンダクタ 
株式会社 *

24 松本工場 *
25 山梨製作所 *
26 富士電機パワーセミコンダクタ株式会社*
27 信州富士電機株式会社 *

中国支社

九州支社

沖縄
沖縄支社

四国支社

16 中部支社
17 富士電機FAサービス株式会社
18 三重工場 *
19 鈴鹿工場 *
20 株式会社三重富士 *
21 宝永プラスチックス株式会社

 東京
本社
東京工場 *
富士電機機器制御株式会社
富士電機テクニカ株式会社
富士電機フィアス株式会社
富士オフィス&ライフサービス株式会社
富士アイティ株式会社
富士電機 ITセンター株式会社
富士電機 ITソリューション株式会社
GE富士電機メーター株式会社 *
株式会社フェステック
富士電機リテイルサービス株式会社

13 東関東支店
14 北関東支店
15 富士古河E&C株式会社
5 川崎工場 *
6 千葉工場 *
7 吹上工場 *
8 大田原工場 *
9 株式会社秩父富士 *
10 株式会社茨城富士 *
11 設備技術センター
12 富士電機エフテック株式会社 *

22 北陸支社
23 発紘電機株式会社 *

28 関西支社
29 宝永電機株式会社
30 神戸工場 *

連結子会社・持分法適用会社
（2016年7月1日現在）

グローバルネットワーク
（2016年7月1日現在）

富士電機機器制御株式会社

富士古河E&C株式会社

富士電機テクニカ株式会社

富士電機フィアス株式会社

宝永電機株式会社

北海道富士電機株式会社

富士オフィス&ライフサービス 
株式会社

株式会社秩父富士

株式会社茨城富士

宝永プラスチックス株式会社

富士アイティ株式会社

信州富士電機株式会社

富士電機パワーセミコンダクタ 
株式会社

富士電機 ITセンター株式会社

富士電機エフテック株式会社

発紘電機株式会社

富士電機 ITソリューション株式会社

株式会社三重富士

富士電機FAサービス株式会社

GE富士電機メーター株式会社

株式会社フェステック

富士電機津軽セミコンダクタ 
株式会社

富士電機リテイルサービス株式会社

※ 富士古河E＆C株式会社は東証二部に上場しています。

連結子会社（国内）23社

メタウォーター株式会社

メタウォーターサービス株式会社

富士ファーマナイト株式会社

※ メタウォーター株式会社は東証一部に上場しています。

持分法適用会社（国内）3社

富士電機アジアパシフィック社

富士SMBE社

富士電機（タイランド）社

富士電機マニュファクチャリング
（タイランド）社

富士タスコ社

フィリピン富士電機社

マレーシア富士電機社

富士電機インド社

富士電機インドネシア社

富士電機（中国）社

上海電気富士電機電気技術 
（無錫）社

富士電機（珠海）社

無錫富士電機社

常熟富士電機社

富士電機（深圳）社

富士電機大連社

富士電機馬達（大連）社

大連富士冰山自動販売機社

大連富士冰山自動販売機販売社

富士電機（杭州）軟件社

富士電機（亞洲）社

富士電機（香港）社

宝永香港社

台湾富士電機社

富士電機コリア社

富士電機アメリカ社

RTS社

富士電機ヨーロッパ社

フランス富士電機社

 上記29社を含め、42社

連結子会社（海外）42社

富士古河E&C（タイ）社

持分法適用会社（海外）1社
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⓲ 富士電機インド社
 ⓳ インド工場 *
 ⓴ アーメダバード支店
 ㉑ プネー支店
 ㉒ チャンディーガル支店
 ㉓ デリー支店
 ㉔ ハイデラバード支店
 ㉕ バンガロール支店
 ㉖ チェンナイ支店
 ㉗ コルカタ支店
㉘ 中東支店

㉙ 富士電機（タイランド）社
㉚ 富士電機マニュファクチャリング
　（タイランド）社 *
㉛ 富士タスコ社 *
㉜マレーシア富士電機社 *
㉝ 富士電機アジアパシフィック社
㉞ 富士SMBE社 *
㉟ 富士電機インドネシア社
㊱ 富士電機ベトナム社
㊲ 富士CAC社
㊳ フィリピン富士電機社 *
㊴ ミャンマー駐在員事務所
㊵ カンボジア駐在員事務所

㊶ 富士電機（珠海）社 *
㊷ 富士電機（深圳）社 *
㊸ 富士電機（亞洲）社
㊹ 富士電機（香港）社
㊺ 宝永香港社
㊻ 常熟富士電機社 *
㊼ 無錫富士電機社 *
㊽ 富士電機（杭州）軟件社
㊾ 富士電機（中国）社
 ㊿ 華西分公司
 � 華南分公司
 � 華北分公司
� 上海電気富士電機電気技術（無錫）社 *
� 富士電機大連社 *
� 富士電機馬達（大連）社 *
� 大連富士冰山自動販売機社 *
� 大連富士冰山自動販売機販売社
� 台湾富士電機社
� 富士電機コリア社
� 北京駐在員事務所
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■8
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●❻ ●14
●13 ●12

■15
●11 ●10

■9
■16

■17

1 富士電機ヨーロッパ社
 ❷ スイス支店
 ❸ イギリス支店
 ❹ フランス支店
 ❺ イタリア支店
 ❻ スペイン支店
7 富士N2テリジェンス社
8 フランス富士電機社 *

■9 富士電機アメリカ社
 ●❿ バージニア工場 *
 ●⓫ シカゴ支店
 ●⓬ ヒューストン支店
 ●⓭ サンタアナ支店
 ●⓮ フリーモント支店
■⓯ RTS社
■⓰ 富士SEMEC社
■⓱ 富士電機ブラジル社
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