
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24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 64,323 22,300

受取手形及び売掛金 199,677 175,762

商品及び製品 40,860 47,724

仕掛品 62,129 61,362

原材料及び貯蔵品 30,323 26,952

その他 56,719 72,842

貸倒引当金 △836 △322

流動資産合計 453,197 406,621

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 71,835 74,071

その他（純額） 86,604 94,145

有形固定資産合計 158,439 168,216

無形固定資産 11,181 12,264

投資その他の資産   

投資有価証券 125,592 110,660

その他 45,802 42,988

貸倒引当金 △1,482 △1,945

投資その他の資産合計 169,911 151,703

固定資産合計 339,532 332,184

繰延資産 117 149

資産合計 792,848 738,955

富士電機㈱(6504)　平成25年３月期　第３四半期決算短信

- 5 -



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 136,466 116,321

短期借入金 108,062 62,460

コマーシャル・ペーパー 10,000 24,000

1年内償還予定の社債 60,000 30,000

未払法人税等 1,905 2,142

前受金 46,575 49,051

その他 102,803 101,586

流動負債合計 465,814 385,561

固定負債   

社債 31,010 40,500

長期借入金 46,792 79,738

退職給付引当金 10,849 11,632

役員退職慰労引当金 375 289

その他 54,788 46,225

固定負債合計 143,816 178,385

負債合計 609,630 563,947

純資産の部   

株主資本   

資本金 47,586 47,586

資本剰余金 46,734 46,734

利益剰余金 63,438 57,804

自己株式 △7,110 △7,113

株主資本合計 150,648 145,011

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 18,848 13,888

繰延ヘッジ損益 △81 △87

為替換算調整勘定 △5,838 △3,656

その他の包括利益累計額合計 12,928 10,144

少数株主持分 19,640 19,852

純資産合計 183,217 175,008

負債純資産合計 792,848 738,955
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 460,568 500,826

売上原価 364,023 403,795

売上総利益 96,545 97,030

販売費及び一般管理費 101,639 101,217

営業損失（△） △5,094 △4,187

営業外収益   

受取利息 163 102

受取配当金 2,102 2,504

その他 1,223 1,644

営業外収益合計 3,490 4,252

営業外費用   

支払利息 3,632 2,887

持分法による投資損失 1,264 1,019

為替差損 1,680 －

その他 750 760

営業外費用合計 7,327 4,668

経常損失（△） △8,932 △4,603

特別利益   

固定資産売却益 26 24

投資有価証券売却益 77 4

受取保険金 － 233

特別利益合計 103 262

特別損失   

固定資産処分損 310 229

投資有価証券評価損 520 239

和解金 － 700

生産拠点等統合費用 2,607 －

災害による損失 1,139 －

その他 1,075 438

特別損失合計 5,653 1,608

税金等調整前四半期純損失（△） △14,482 △5,948

法人税等 △9,219 △3,252

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △5,263 △2,695

少数株主利益 688 752

四半期純損失（△） △5,951 △3,448
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △5,263 △2,695

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △8,581 △4,987

繰延ヘッジ損益 △79 △5

為替換算調整勘定 △1,504 2,383

持分法適用会社に対する持分相当額 △19 30

その他の包括利益合計 △10,186 △2,579

四半期包括利益 △15,449 △5,275

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △15,937 △6,231

少数株主に係る四半期包括利益 488 956

富士電機㈱(6504)　平成25年３月期　第３四半期決算短信

- 8 -



 該当事項はありません。   

   

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年12月31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 

（単位：百万円）

（注）１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、電気設備工事、空調・給排水工

事、金融サービス、不動産業、保険代理業、旅行業及び印刷・情報サービス等を含んでおります。 

２．セグメント利益又は損失の調整額△3,933百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△4,028

百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の管理部門に係る費用であり

ます。 

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益又は営業損失と調整を行っております。 

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年12月31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 

（単位：百万円）

（注）１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、電気設備工事、空調・給排水工

事、金融サービス、不動産業、保険代理業、旅行業及び印刷・情報サービス等を含んでおります。 

２．セグメント利益又は損失の調整額△3,652百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△3,910

百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の管理部門に係る費用であり

ます。 

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益又は営業損失と調整を行っております。 

２．報告セグメントの変更等に関する事項 

第１四半期連結会計期間より、組織構造の変更に伴い、報告セグメントを従来の「エネルギー」、「産業シ

ステム」、「社会システム」、「パワエレ機器」、「電子デバイス」、「器具」及び「自販機」の７区分から、

「発電・社会インフラ」、「産業インフラ」、「パワエレ機器」、「電子デバイス」及び「食品流通」の５区分

に変更しております。 

なお、前第３四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）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

【セグメント情報】

  
発電・社会
インフラ 

産業インフ
ラ 

パワエレ機
器 

電子デバイ
ス 食品流通

その他
（注１） 合計 調整額 

（注２） 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注３） 

売上高                   

外部顧客への 

売上高 
 80,603  65,149  100,077  82,382  81,778  50,577  460,568  －  460,568

セグメント間の 

内部売上高又は 

振替高  
 1,394  2,887  5,518  1,848  65  26,454  38,169  △38,169  －

計  81,997  68,037  105,595  84,230  81,843  77,032  498,738  △38,169  460,568

セグメント利益 

又は損失（△）  
 △243  △823  1,194  △531  △1,252  495  △1,161  △3,933  △5,094

  
発電・社会
インフラ 

産業インフ
ラ 

パワエレ機
器 

電子デバイ
ス 食品流通

その他
（注１） 合計 調整額 

（注２） 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注３） 

売上高                   

外部顧客への 

売上高 
 119,915  74,145  94,587  78,113  80,442  53,622  500,826  －  500,826

セグメント間の 

内部売上高又は 

振替高  
 978  2,363  4,325  2,039  95  26,618  36,421  △36,421  －

計  120,893  76,509  98,912  80,152  80,538  80,241  537,247  △36,421  500,826

セグメント利益 

又は損失（△）  
 △573  △508  △884  △3,847  3,745  1,533  △534  △3,652  △4,187
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 該当事項はありません。   

   

   

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

富士電機㈱(6504)　平成25年３月期　第３四半期決算短信

- 10 -




