
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１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 64,323 53,192

受取手形及び売掛金 199,677 168,251

商品及び製品 40,860 41,139

仕掛品 62,129 78,703

原材料及び貯蔵品 30,323 30,425

その他 56,719 72,493

貸倒引当金 △836 △783

流動資産合計 453,197 443,422

固定資産   

有形固定資産 158,439 166,638

無形固定資産 11,181 11,219

投資その他の資産   

投資有価証券 125,592 108,993

その他 45,802 43,816

貸倒引当金 △1,482 △1,476

投資その他の資産合計 169,911 151,333

固定資産合計 339,532 329,192

繰延資産 117 190

資産合計 792,848 772,805
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 136,466 125,651

短期借入金 108,062 111,431

1年内償還予定の社債 60,000 50,000

未払法人税等 1,905 1,513

前受金 46,575 54,484

その他 112,803 107,320

流動負債合計 465,814 450,401

固定負債   

社債 31,010 40,500

長期借入金 46,792 50,461

退職給付引当金 10,849 10,795

役員退職慰労引当金 375 306

その他 54,788 49,752

固定負債合計 143,816 151,816

負債合計 609,630 602,217

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 59,322

自己株式 △7,110 △7,111

株主資本合計 150,648 146,531

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 12,411

繰延ヘッジ損益 △81 △75

為替換算調整勘定 △5,838 △7,167

その他の包括利益累計額合計 12,928 5,168

少数株主持分 19,640 18,887

純資産合計 183,217 170,587

負債純資産合計 792,848 772,805

富士電機㈱（6504）　平成25年３月期　第１四半期決算短信

- 6 -



（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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第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) 

売上高 140,066 146,708

売上原価 112,131 116,899

売上総利益 27,934 29,808

販売費及び一般管理費 33,391 32,777

営業損失（△） △5,457 △2,969

営業外収益   

受取利息 63 18

受取配当金 1,089 1,334

その他 343 390

営業外収益合計 1,496 1,743

営業外費用   

支払利息 1,291 995

持分法による投資損失 941 677

為替差損 714 716

その他 216 286

営業外費用合計 3,164 2,675

経常損失（△） △7,125 △3,901

特別利益   

固定資産売却益 12 13

投資有価証券売却益 － 4

特別利益合計 12 18

特別損失   

固定資産処分損 5 35

投資有価証券評価損 142 508

生産拠点等統合費用 2,368 －

その他 1,201 158

特別損失合計 3,718 702

税金等調整前四半期純損失（△） △10,830 △4,585

法人税等 △5,864 △1,337

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △4,966 △3,248

少数株主利益 411 110

四半期純損失（△） △5,378 △3,358
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △4,966 △3,248

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,253 △6,454

繰延ヘッジ損益 △22 △1

為替換算調整勘定 △573 △1,425

持分法適用会社に対する持分相当額 △8 △9

その他の包括利益合計 △1,857 △7,891

四半期包括利益 △6,823 △11,139

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △7,141 △11,118

少数株主に係る四半期包括利益 317 △21
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 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23年４月１日 至平成23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 

（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△1,122百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,331

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） 

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△1,007百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,302

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 

当第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）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 
 21,191  16,862  34,014  28,533  25,282  14,181  140,066  －  140,066

セグメント間の 

内部売上高又は 

振替高  
 347  1,046  1,470  629  8  8,614  12,116  △12,116  －

計  21,538  17,909  35,485  29,163  25,290  22,796  152,183  △12,116  140,066

セグメント利益 

又は損失（△）  
 △991  △970  902  △1,441  △1,566  △267  △4,335  △1,122  △5,457

  
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 
 24,092  21,859  29,875  25,284  28,832  16,763  146,708  －  146,708

セグメント間の 

内部売上高又は 

振替高  
 235  606  1,193  638  16  8,305  10,996  △10,996  －

計  24,327  22,466  31,069  25,923  28,848  25,068  157,704  △10,996  146,708

セグメント利益 

又は損失（△）  
 △253  △989  △318  △1,550  1,107  42  △1,962  △1,007  △2,969
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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
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