
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）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 85,827 37,344

受取手形及び売掛金 154,391 223,107

商品及び製品 36,388 36,633

仕掛品 48,818 35,741

原材料及び貯蔵品 23,848 21,076

その他 64,651 62,387

貸倒引当金 △406 △617

流動資産合計 413,518 415,673

固定資産   

有形固定資産 170,687 176,193

無形固定資産 10,402 10,602

投資その他の資産   

投資有価証券 137,530 250,374

その他 59,142 57,252

貸倒引当金 △1,418 △1,375

投資その他の資産合計 195,253 306,251

固定資産合計 376,343 493,048

繰延資産 190 217

資産合計 790,052 908,938

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 110,982 131,746

短期借入金 62,131 94,100

コマーシャル・ペーパー － 18,000

未払法人税等 9,112 3,686

前受金 30,650 27,007

その他 109,040 106,442

流動負債合計 321,917 380,984

固定負債   

社債 91,010 111,010

長期借入金 123,779 126,680

退職給付引当金 12,009 11,152

役員退職慰労引当金 312 373

その他 66,229 82,604

固定負債合計 293,340 331,820

負債合計 615,257 712,804
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

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 50,956 42,010

自己株式 △7,097 △7,095

株主資本合計 138,179 129,235

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 24,839 52,985

繰延ヘッジ損益 1 110

為替換算調整勘定 △5,604 △3,464

評価・換算差額等合計 19,235 49,631

少数株主持分 17,380 17,267

純資産合計 174,795 196,134

負債純資産合計 790,052 908,938
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（２）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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 132,285 142,401

売上原価 117,556 115,508

売上総利益 14,729 26,893

販売費及び一般管理費 29,370 32,539

営業損失（△） △14,641 △5,646

営業外収益   

受取利息 28 71

受取配当金 1,388 1,495

その他 491 489

営業外収益合計 1,908 2,056

営業外費用   

支払利息 1,652 1,447

コマーシャル・ペーパー利息 114 2

持分法による投資損失 584 290

為替差損 － 2,183

その他 384 267

営業外費用合計 2,735 4,191

経常損失（△） △15,468 △7,781

特別利益   

固定資産売却益 41 －

投資有価証券売却益 － 30,176

工事契約会計基準の適用に伴う影響額 5,854 －

特別利益合計 5,896 30,176

特別損失   

固定資産処分損 132 42

投資有価証券評価損 153 2,615

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,270

事業構造改革費用 383 －

その他 154 1,687

特別損失合計 823 6,615

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△10,395 15,778

法人税等 △1,278 6,143

少数株主損益調整前四半期純利益 － 9,635

少数株主損失（△） △802 △318

四半期純利益又は四半期純損失（△） △8,314 9,954
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△10,395 15,778

減価償却費 6,088 6,974

受取利息及び受取配当金 △1,417 △1,566

支払利息 1,652 1,447

投資有価証券売却損益（△は益） － △30,176

固定資産処分損益（△は益） 132 42

投資有価証券評価損益（△は益） 153 2,615

売上債権の増減額（△は増加） 33,348 67,873

たな卸資産の増減額（△は増加） 29,285 △15,602

仕入債務の増減額（△は減少） △21,065 △19,178

前受金の増減額（△は減少） △16,301 3,636

その他 △11,556 △4,932

小計 9,924 26,911

利息及び配当金の受取額 1,440 1,641

利息の支払額 △1,611 △1,302

法人税等の支払額 △1,922 △2,527

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,830 24,723

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 △4,450 △3,433

有形固定資産の売却による収入 186 247

投資有価証券の取得による支出 △13 △128

投資有価証券の売却による収入 1 91,494

貸付けによる支出 △2,754 △1,715

貸付金の回収による収入 2,743 2,382

その他 △646 △611

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,932 88,236

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） △12,847 △32,383

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 13,000 △18,000

長期借入金の返済による支出 △2,708 △1,214

社債の償還による支出 △25,970 △10,000

自己株式の売却による収入 0 0

自己株式の取得による支出 △2 △2

配当金の支払額 － △1,071

少数株主への配当金の支払額 △38 △362

その他 △902 △1,756

財務活動によるキャッシュ・フロー △29,469 △64,790

現金及び現金同等物に係る換算差額 △14 △621

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △26,585 47,547

現金及び現金同等物の期首残高 85,365 37,283

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）

150 935

現金及び現金同等物の四半期末残高 58,930 85,765
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 該当事項はありません。  

  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

 前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

  

〔所在地別セグメント情報〕  

 前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

  

〔海外売上高〕 

 前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  
電機 

システム 
電子

デバイス 
リテイル
システム 

その他 計
消去又は 
全社 

連結

  （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

売上高   

(1）外部顧客に対す

る売上高 
 78,358  23,937  28,084  1,904  132,285  －  132,285

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 851  351  40  6,279  7,522  △7,522  －

計  79,210  24,289  28,124  8,184  139,808  △7,522  132,285

営業利益  △4,854  △9,189  △486  263  △14,266  △374  △14,641

  日本 北米 ヨーロッパ
アジア

（除く中国）
中国 計 消去又は 

全社 連結

  （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

売上高                 

（1）外部顧客に対する 

売上高 
 119,094  1,800  1,905  2,093  7,392  132,285  －  132,285

（2）セグメント間の内部 

売上高又は振替高  
 7,992  185  37  5,184  1,766  15,166  △15,166  －

計  127,086  1,985  1,943  7,278  9,158  147,452  △15,166  132,285

営業利益  △14,442  △38  △38  △537  376  △14,679  38  △14,641

  北米 ヨーロッパ
アジア

（除く中国）
中国 その他 合計

Ⅰ．海外売上高 

（百万円） 
 2,111  2,811  17,658  8,336  6,995  37,912

Ⅱ．連結売上高 

（百万円） 
           132,285

Ⅲ．連結売上高に占め

る海外売上高の割

合（％） 

 1.6  2.1  13.3  6.3  5.3  28.7

富士電機ホールディングス㈱（6504）　平成23年３月期　第１四半期決算短信

- 11 -



〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社グループは、基本的に、各中核事業会社が、取り扱う製品・サービスに係る国内及び海外の包括的な戦略を

立案し、事業活動を展開しております。 

 したがって、当社グループは、各中核事業会社をベースに、取り扱う製品・サービスの種類・性質の類似性等を

考慮したセグメントから構成されており、「エネルギーソリューション」、「環境ソリューション」、「半導

体」、「器具」、「自販機」及び「ディスク媒体」の６つを報告セグメントとしております。 

 各報告セグメントに属する主な製品及びサービスは次のとおりであります。 

  

２．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 

当第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 
（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、印刷・情報サービス及び知的財産権サービス等を含んで

おります。 

２．セグメント利益の調整額△582百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△790百万円が含ま

れております。全社費用は、主に当社の管理部門に係る費用であります。  

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

  

（追加情報） 

 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年

３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年

３月21日）を適用しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

報告セグメント 主な製品及びサービス 

エネルギーソリューション 

地熱発電設備、火力発電設備、水力発電設備、原子力関連機器、 

太陽光発電システム、系統・配電システム、計測システム、 

放射線管理システム、電力量計 

環境ソリューション 

駆動制御システム、計測システム、情報システム、計測・センサー、 

産業電源、施設用電機設備、電源システム、クリーンルーム設備、 

店舗・流通システム、水環境システム、鉄道車両・自動車用機器システム、 

交通向け電機設備、インバータ、モータ 

半導体 パワー半導体、感光体 

器具 電磁開閉器、低圧遮断器、漏電遮断器 

自販機 飲料・食品自販機、通貨機器 

ディスク媒体 アルミ媒体、ガラス媒体、アルミ基板 

  
エネルギー
ソリューシ

ョン 

環境ソリュ
ーション 半導体 器具 自販機

ディスク
媒体 

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 
 11,765  50,830  20,660  13,899  17,880  11,919  15,445  142,401  －  142,401

セグメント間の 

内部売上高又は 

振替高  
 126  2,583  227  1,000  174  0  7,730  11,843  △11,843  －

計  11,892  53,414  20,887  14,899  18,054  11,919  23,176  154,244  △11,843  142,401

セグメント利益  △1,122  △2,836  778  148  △1,541  92  △583  △5,063  △582  △5,646

（６）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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