
５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 40 3,010

受取手形 － 3,612

売掛金 125 117,162

商品及び製品 － 12,271

仕掛品 － 50,600

原材料及び貯蔵品 － 18,480

前渡金 － 16,229

前払費用 159 1,590

繰延税金資産 844 14,130

短期貸付金 6,808 7,206

未収入金 4,326 13,173

預け金 103,457 13,864

その他 137 6,510

貸倒引当金 － △90

流動資産合計 115,899 277,754

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 890 33,808

構築物（純額） 50 1,563

機械及び装置（純額） 72 3,124

車両運搬具（純額） － 10

工具、器具及び備品（純額） 111 1,368

土地 332 15,014

リース資産（純額） 772 10,970

建設仮勘定 8 3,252

有形固定資産合計 2,237 69,112

無形固定資産   

ソフトウエア 207 2,102

その他 48 1,703

無形固定資産合計 255 3,805

投資その他の資産   

投資有価証券 83,139 90,625

関係会社株式 110,186 100,622

出資金 387 488

長期貸付金 1,000 565

従業員に対する長期貸付金 7 47

関係会社長期貸付金 46,241 13

長期前払費用 11 165

前払年金費用 1,157 29,388

その他 816 6,923

貸倒引当金 － △1,101

投資その他の資産合計 242,948 227,739

固定資産合計 245,442 300,657

繰延資産   

社債発行費 109 117

繰延資産合計 109 117

資産合計 361,451 578,530
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 － 63

買掛金 1,202 113,360

コマーシャル・ペーパー － 10,000

1年内償還予定の社債 40,000 60,000

1年内返済予定の長期借入金 1,000 65,479

リース債務 315 5,982

未払金 10,231 6,489

未払費用 4,604 25,032

未払法人税等 806 152

前受金 － 39,546

預り金 63 6,320

その他 220 472

流動負債合計 58,444 332,900

固定負債   

社債 71,010 31,010

長期借入金 46,241 31,944

リース債務 569 11,933

繰延税金負債 18,466 16,702

退職給付引当金 3,673 3,006

資産除去債務 46 1,272

その他 3 853

固定負債合計 140,010 96,723

負債合計 198,454 429,623

純資産の部   

株主資本   

資本金 47,586 47,586

資本剰余金   

資本準備金 56,777 56,777

その他資本剰余金 39 39

資本剰余金合計 56,817 56,817

利益剰余金   

利益準備金 11,515 11,515

その他利益剰余金   

別途積立金 26,793 26,793

繰越利益剰余金 7,420 △5,269

利益剰余金合計 45,729 33,039

自己株式 △7,299 △7,304

株主資本合計 142,832 130,138

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 20,164 18,853

繰延ヘッジ損益 － △84

評価・換算差額等合計 20,164 18,768

純資産合計 162,997 148,907

負債純資産合計 361,451 578,530
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

営業収益   

売上高 2,844 397,194

営業収益 22,074 －

営業収益合計 24,919 397,194

営業費用   

売上原価 2,746 317,120

販売費及び一般管理費 － 74,534

営業費用 19,861 －

営業費用合計 22,607 391,655

営業利益 2,312 5,538

営業外収益   

受取利息 1,732 192

受取配当金 2,072 3,598

その他 277 1,358

営業外収益合計 4,083 5,148

営業外費用   

支払利息 724 1,988

社債利息 1,724 1,281

為替差損 2 484

社債発行費償却 107 85

その他 12 816

営業外費用合計 2,570 4,656

経常利益 3,824 6,030

特別利益   

固定資産売却益 － 9

投資有価証券売却益 30,182 218

抱合せ株式消滅差益 － 234

関係会社株式売却益 1,729 －

特別利益合計 31,912 463

特別損失   

固定資産処分損 45 284

関係会社株式評価損 31,787 20,210

年金資産消失損 － 5,038

災害による損失 － 1,051

その他 3,574 2,189

特別損失合計 35,407 28,774

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 328 △22,279

法人税、住民税及び事業税 9,540 399

法人税等調整額 261 △12,848

法人税等合計 9,801 △12,448

当期純損失（△） △9,472 △9,831

- 27 -

富士電機㈱（6504）　平成24年３月期　決算短信



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 47,586 47,586

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 47,586 47,586

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 56,777 56,777

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 56,777 56,777

その他資本剰余金   

当期首残高 39 39

当期変動額   

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 39 39

資本剰余金合計   

当期首残高 56,817 56,817

当期変動額   

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 56,817 56,817

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 11,515 11,515

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 11,515 11,515

その他利益剰余金   

別途積立金   

当期首残高 26,793 26,793

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 26,793 26,793

繰越利益剰余金   

当期首残高 19,394 7,420

当期変動額   

剰余金の配当 △2,501 △2,858

当期純利益 △9,472 △9,831

当期変動額合計 △11,974 △12,689

当期末残高 7,420 △5,269

利益剰余金合計   

当期首残高 57,703 45,729

当期変動額   

剰余金の配当 △2,501 △2,858

当期純利益 △9,472 △9,831

当期変動額合計 △11,974 △12,689

当期末残高 45,729 33,039
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

自己株式   

当期首残高 △7,288 △7,299

当期変動額   

自己株式の取得 △11 △5

自己株式の処分 1 0

当期変動額合計 △10 △4

当期末残高 △7,299 △7,304

株主資本合計   

当期首残高 154,817 142,832

当期変動額   

剰余金の配当 △2,501 △2,858

当期純利益 △9,472 △9,831

自己株式の取得 △11 △5

自己株式の処分 1 0

当期変動額合計 △11,984 △12,694

当期末残高 142,832 130,138

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 51,183 20,164

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △31,019 △1,310

当期変動額合計 △31,019 △1,310

当期末残高 20,164 18,853

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － △84

当期変動額合計 － △84

当期末残高 － △84

評価・換算差額等合計   

当期首残高 51,183 20,164

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △31,019 △1,395

当期変動額合計 △31,019 △1,395

当期末残高 20,164 18,768

純資産合計   

当期首残高 206,001 162,997

当期変動額   

剰余金の配当 △2,501 △2,858

当期純利益 △9,472 △9,831

自己株式の取得 △11 △5

自己株式の処分 1 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △31,019 △1,395

当期変動額合計 △43,004 △14,090

当期末残高 162,997 148,907
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該当事項はありません。 

  

(4)継続企業の前提に関する注記
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