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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第161期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第162期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第161期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
６月30日

自平成21年
４月１日
至平成21年
６月30日

自平成20年
４月１日
至平成21年
３月31日

売上高（百万円） 158,300 112,932 573,657

経常利益又は経常損失（△）

（百万円）
4,187 1,390 △3,506

四半期（当期）純利益又は純損失

（△）（百万円）
1,975 111 △19,020

純資産額（百万円） 234,485 190,635 189,342

総資産額（百万円） 539,520 454,257 481,493

１株当たり純資産額（円） 619.33 502.96 499.14

１株当たり四半期（当期）純利益又は

純損失（△）（円）
5.47 0.31 △52.74

潜在株式調整後１株当たり四半期（当

期）純利益（円）
-　 -　 　　　　　-

自己資本比率（％） 41.4 39.9 37.4

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
13,646 11,728 51,567

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△10,780 △7,080 △40,437

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△8,375 △28,693 21,104

現金及び現金同等物の四半期末（期

末）残高（百万円）
24,204 36,037 60,232

従業員数（人） 50,852 47,739 46,466

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については

　　　　　　記載しておりません。

　　　　２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

        ３．第161期第１四半期連結累計（会計）期間及び第162期第１四半期連結累計（会計）期間の潜在株式調

　　　　　　整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　　　４．第161期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、１株当たり当期純損失が計上

　　　　　　されており、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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２【事業の内容】

　当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容

の重要な変更は以下のとおりです。

　（１）事業の内容の重要な変更

　　　　重要な変更はありません。

　（２）主要な関係会社の異動

　　　　ケーブル・機器関連事業において、重要性が増したことによりAFL Telecommunications GmbH が連結子会社とな

りました。

電子電装事業において、新規設立によりFUJIKURA AUTOMOTIVE MOROCCO SA が連結子会社となりまし

た。

　

３【関係会社の状況】

　当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４【従業員の状況】

（１）連結会社の状況

　 平成21年６月30日現在

従業員数（人） 47,739 (7,833)

　（注）　従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は（　）内に当第１四半期連結会計期間の平均人員を外書しておりま

す。

（２）提出会社の状況

　 平成21年６月30日現在

従業員数（人） 2,603 (491)

　（注）　従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は（　）内に当第１四半期会計期間の平均人員を外書しております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

　当社グループ（当社及び連結子会社）の生産・販売品目は広範囲かつ多種多様であり、同種の製品であっても、その

容量、構造、形式等は必ずしも一様ではなく、また受注生産形態をとらない製品も多いため、事業の種類別セグメント

ごとに生産規模及び受注規模を金額あるいは数量で示すことをしておりません。

　このため生産、受注及び販売の状況については、「４ 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」に

おける事業の種類別セグメントの業績に関連付けて示しております。

　

２【事業等のリスク】

　　　当第１四半期連結会計期間において、事業等のリスクに重要な変更はありません。

　

３【経営上の重要な契約等】

　当社は、平成21年６月26日開催の取締役会において、タイ王国における当社出資（一部間接出資を含む）の現地法人

８社（Fujikura(Thailand)Ltd.、PCTT Ltd.、LTEC Ltd.、Fujikura Engineering(Thailand)Ltd.、DDK(Thailand)Ltd.、FIMT Ltd.、

FMOT Ltd.、Fujikura Shoji (Thailand) Co., Ltd.）を統合することを決議しました。

（１）統合の目的　

　　当社は、グローバル競争の激化する電子・電装用部品の分野において、技術力、コスト競争力の強化を図る必要

　があることから、これを実現する対策の一環として、当社における同分野の主要製造拠点であるタイ王国内の現地

　法人８社を統合いたします。　

（２）統合の方法　

　　タイ王国における法律に則り新設合併の形式で子会社を設立し、当該子会社に現地法人７社の全資産・負債を承

　継させ、FIMT Ltd.の資産、負債の一部を当該子会社に譲渡する方法で行います。　

（３）設立する子会社の設立年月日　

　　2010年１月４日（予定）　

（４）合併に際して発行する株式及び割当

　　現時点では未定であります。　

（５）引継資産・負債の状況　

　　現時点では未定であります。　

（６）新設合併設立会社となる会社の概要　

　　商号　　　　　Fujikura Electronics (Thailand) Ltd.　

　　資本金　　　　未定　

　　事業内容　　　電子電装部品の製造及び販売　
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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断した

ものであります。

（１）業績の状況

　

　当第１四半期のわが国経済は、昨年秋口以降の米国での金融危機を発端とした世界同時不況の中で、一部景気回復の

兆しもありますが、依然として厳しい環境となっております。

  このような状況のもと、当社グループの第１四半期の連結売上高は、1,129億円（前年同期比28.7％減）、連結営業利

益は18億円（前年同期比50.3％減）、連結経常利益は13億円（前年同期比66.8％減）、連結四半期純利益は１億円（前

年同期比94.3％減）となりました。

 セグメント別の業績は次のとおりであります。

（事業の種類別セグメント）

[情報通信部門]

　当第１四半期においては国内外での需要が旺盛ですが、前年同期と比べ為替レートが円高に進行したこと等から、売

上高は前年同期比12.8％減の254億円（当社単独ベースの受注高は前年同期比2.7％増の169億円）となった一方、費用

削減効果の促進等により、営業利益は前年同期比23.9％増の21億円となりました。

[電子電装部門]

　昨年後半からの経済情勢悪化を受け、電子関連はやや回復基調にあるものの、自動車電装関連は欧州を中心とする減

産の影響により、売上高は前年同期比28.5％減の446億円（当社単独ベースの受注高は前年同期比21.8％減の234億

円）となりましたが、リストラ等による費用削減を進めた結果、営業損失10億円（前年同期は営業損失５億円）に留

まりました。

[ケーブル・機器関連部門]

　国内の建設投資等の回復が遅れ出荷量が減少したことから、売上高は前年同期比37.5％減の395億円（当社単独ベー

スの受注高は前年同期比28.8％減の224億円）、営業損失は昨年来の銅価格急落の影響も加わり、２億円（前年同期は

営業利益16億円）となりました。

[その他部門]

　深川再開発を中心とした不動産賃貸収入など、売上高は前年同期比2.0％減の33億円、営業利益は前年同期比11.8％増

の10億円となりました。

　

（所在地別セグメント）

　売上高は、日本では情報通信事業及びケーブル・機器関連事業を中心として659億円（前年同期比31.0％減）を計上

し、アジアでは電子電装事業を中心に298億円（前年同期比22.5％減）、その他では、171億円（前年同期比29.2％減）を

計上しております。

　 （２）財政状態の分析

　 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較し、272億円減少の4,542億円となりました。また、

負債合計は前連結会計年度末と比較し、285億円減少の2,636億円となりました。有利子負債が270億円減少しておりま

す。純資産は1,906億円となり、以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末の37.4％から39.9％に上昇しました。

　

（３）キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、減

価償却費64億円及び売上債権の減少92億円等を源泉とした現金の増加により、117億円の現金収入（前年同期比19億

円減）となりました。一方、投資活動によるキャッシュ・フローは設備投資を中心に70億円の支出（前年同期比37億

円減）となりました。さらに財務活動によるキャッシュ・フローが借入の返済を中心に286億円の支出（前年同期比

203億円増）となった結果、現金及び現金同等物の当第１四半期連結会計期間末高は、360億円（前年同期比118億円

増）となりました。

（４）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
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（５）研究開発活動

　当第１四半期連結会計期間における当社グループの研究開発活動の金額は、32億円であります。

　なお、当第１四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動に重要な変更はありません。
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第３【設備の状況】
(１）主要な設備の状況

　当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(２）設備の新設、除却等の計画

　当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、

重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画は　

ありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

                   普通株式 1,190,000,000

計 1,190,000,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成21年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年８月７日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 360,863,421 360,863,421

東京証券取引所

大阪証券取引所

各市場第一部

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式であ

り、単元株式数は1,000

株であります。

計 360,863,421 360,863,421 ― ―

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（千株）

発行済株式総
数残高
（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成21年４月１日～

平成21年６月30日 － 360,863 － 53,075 － 55,102
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（５）【大株主の状況】

  当第１四半期会計期間において、フィデリティ投信株式会社より、平成21年６月19日付で大量保有報告書の

写しの送付があり、平成21年６月15日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けており

ますが、株主名簿の記載内容が確認できないため、当社として実質所有株式数の確認ができません。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数
（株）

株券等保有割合
（％）

フィデリティ投信株式会社
東京都港区虎ノ門４丁目３番１号

城山トラストタワー
21,366,000 5.92

  当第１四半期会計期間において、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行他４社より連名にて、平成21年６月29日付で

大量保有報告書の変更報告書の写しの送付があり、平成21年６月22日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有

している旨の報告を受けておりますが、株主名簿の記載内容が確認できないため、当社として実質所有株式数

の確認ができません。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数
（株）

株券等保有割合
（％）

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 1,780,934 0.49

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 10,025,000 2.78

三菱ＵＦＪ証券株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目４番１号 1,808,669 0.50

三菱ＵＦＪ投信株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 2,114,000 0.59

エム・ユー投資顧問株式会社 東京都中央区日本橋室町三丁目２番15号 1,033,000 0.29

計 － 16,761,603 4.64

（６）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（平成21年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

　 平成21年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　　　146,000 －

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式

完全議決権株式（その他） 普通株式　358,930,000 358,930 同上

単元未満株式 普通株式　　1,787,421 － －

発行済株式総数 360,863,421 － －

総株主の議決権 － 358,930 －

　（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が13,000株含まれております。また、

　　　　「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数13個が含まれております。
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　　　②【自己株式等】

　 平成21年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

　株式会社フジクラ
東京都江東区木場一丁目

５番１号
146,000 － 146,000 0.04

計 － 146,000 － 146,000 0.04

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成21年４月 平成21年５月 平成21年６月

最高（円） 381 440 508

最低（円） 272 326 415

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所（市場第一部）におけるものです。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表

規則に基づき、当第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び当第１四半期連結累

計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成してお

ります。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平

成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表並びに当第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21

年６月30日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、あらた監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【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21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21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 36,304 60,870

受取手形及び売掛金 111,220 118,387

商品及び製品 15,778 15,344

仕掛品 15,757 13,911

原材料及び貯蔵品 15,136 13,940

その他 21,180 23,112

貸倒引当金 △1,446 △1,405

流動資産合計 213,931 244,160

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 66,808 65,877

その他（純額） 79,067 81,637

有形固定資産合計 ※1
 145,875

※1
 147,515

無形固定資産 5,248 4,591

投資その他の資産

投資有価証券 55,141 51,934

その他 35,434 34,710

貸倒引当金 △1,374 △1,418

投資その他の資産合計 89,201 85,226

固定資産合計 240,326 237,333

資産合計 454,257 481,493

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 62,919 64,528

短期借入金 50,631 68,233

コマーシャル・ペーパー 4,000 14,000

未払法人税等 1,803 1,966

その他 28,216 28,927

流動負債合計 147,570 177,656

固定負債

社債 30,000 30,000

長期借入金 62,717 62,194

退職給付引当金 6,805 6,630

その他の引当金 505 91

その他 16,023 15,577

固定負債合計 116,051 114,494

負債合計 263,621 292,151

EDINET提出書類

株式会社フジクラ(E01334)

四半期報告書

12/25



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 53,075 53,075

資本剰余金 54,957 54,957

利益剰余金 83,701 84,491

自己株式 △126 △122

株主資本合計 191,608 192,402

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2,518 623

繰延ヘッジ損益 △37 △234

為替換算調整勘定 △12,719 △12,795

評価・換算差額等合計 △10,239 △12,406

少数株主持分 9,265 9,346

純資産合計 190,635 189,342

負債純資産合計 454,257 481,493
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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20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

当第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)

売上高 158,300 112,932

売上原価 134,869 94,273

売上総利益 23,430 18,659

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 4,230 3,324

人件費 7,079 7,020

その他 8,412 6,471

販売費及び一般管理費合計 19,723 16,816

営業利益 3,707 1,842

営業外収益

受取利息 108 70

受取配当金 588 403

持分法による投資利益 800 644

為替差益 596 －

その他 642 250

営業外収益合計 2,735 1,369

営業外費用

支払利息 921 839

その他 1,334 982

営業外費用合計 2,255 1,821

経常利益 4,187 1,390

特別利益

貸倒引当金戻入額 27 21

投資有価証券売却益 46 6

固定資産売却益 3 －

その他 8 －

特別利益合計 85 27

特別損失

債務保証損失引当金繰入額 － 384

事業構造改善費用 － 229

貸倒引当金繰入額 52 －

その他 19 18

特別損失合計 72 632

税金等調整前四半期純利益 4,200 784

法人税等 ※1
 1,911

※1
 564

少数株主利益 313 108

四半期純利益 1,975 111
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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20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

当第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)

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 4,200 784

減価償却費 7,732 6,410

のれん償却額 233 52

引当金の増減額（△は減少） 325 558

受取利息及び受取配当金 △697 △474

支払利息 921 839

持分法による投資損益（△は益） △800 △644

売上債権の増減額（△は増加） 7,398 9,217

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,022 △2,811

仕入債務の増減額（△は減少） △1,096 △2,187

その他 286 214

小計 15,481 11,961

利息及び配当金の受取額 1,215 924

利息の支払額 △637 △633

法人税等の支払額 △2,413 △524

営業活動によるキャッシュ・フロー 13,646 11,728

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出 △7,846 △4,395

有形及び無形固定資産の売却による収入 343 228

投資有価証券の取得による支出 △306 △29

貸付けによる支出 △770 △648

貸付金の回収による収入 602 322

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△1,386 －

子会社株式の取得による支出 △152 －

営業譲受による支出 △1,090 △1,753

関係会社出資金の払込による支出 － △1,074

その他 △172 269

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,780 △7,080

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） △7,799 △18,082

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 2,000 △10,000

配当金の支払額 △1,803 △901

その他 △771 292

財務活動によるキャッシュ・フロー △8,375 △28,693

現金及び現金同等物に係る換算差額 968 △150

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,541 △24,195

現金及び現金同等物の期首残高 28,745 60,232

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 24,204

※1
 36,037
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

１．連結の方針に関する事項 　連結の範囲に関する事項の変更

(1)当第１四半期連結会計期間より、重要性が増したことにより

AFL Telecommunications GmbH を連結の範囲に含めております。

(2)当第１四半期連結会計期間より、新規設立により　　

FUJIKURA AUTOMOTIVE MOROCCO SA を連結の範囲に含めてお

ります。

 (3)ACE Deutschland GMBH はFujikura Automotive Europe GmbH に社名を

変更しております。

(4)変更後の連結子会社の数

　74社　

２．会計処理基準に関する事項の変更 　完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更

　請負工事に係る収益の計上基準については、従来、親会社は、請負金額

10億円以上かつ工期１年超の工事については工事進行基準を、その他の

工事については工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関

する会計基準」（企業会計基準第15号　平成19年12月27日）及び「工事

契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号　平

成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第１四半

期連結会計期間に着手した工事契約から、当第１四半期連結会計期間末

までの進捗部分に成果の確実性が認められる工事については工事進行

基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事について

は工事完成基準を適用しております。

　これによる、売上高、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利

益に与える影響はありません。

　　【表示方法の変更】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

（四半期連結貸借対照表関係） 　　前第１四半期連結会計期間において、無形固定資産に区分掲記してお

　りました「のれん」（当第１四半期連結会計期間は1,922百万円）は、金

　額的重要性が乏しくなったため、当第１四半期会計期間において、無形

　固定資産に含めて表示しております。　　

（四半期連結損益計算書関係） 　　前第１四半期連結累計期間において、特別損失に区分掲記しておりま

　した「貸倒引当金繰入額」（当第１四半期連結累計期間は１百万円）は、

　金額的重要性が乏しくなったため、当第１四半期連結累計期間において、　　

　特別損失「その他」に含めて表示しております。　　
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【簡便な会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

１.税金費用の計算 　　税金費用は、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定　

　して計算しております。　　

２.繰延税金資産及び繰延税金負債の算

定方法

　　繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度以降に経

　営環境等に著しい変化が生じておらず、かつ、一時差異等の発生状況に

　著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度末の検討におい

　て使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用しておりま

　す。

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

税金費用の計算 　　一部の連結子会社は、税金費用について、当第１四半期連結会計期間

　を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実

　効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗

　じて計算しております。なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表

　示しております。

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成21年６月30日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

※１ 有形固定資産の減価償却累計額  

　　　　　　　　　　　　　　　　317,139百万円  

　　 有形固定資産の減損損失累計額  

　　　　　　　　　　　　　　　　  8,377百万円  

  ２ 偶発債務

   下記の会社等に対し、債務保証等を行っております。

　

（保証先） （主な種類） （金額）

㈱ビスキャス 契約履行保証及

び銀行借入金

 

10,487百万円

上海上纜藤倉電纜有限

公司
銀行借入金 1,298

従業員（財形融資） 銀行借入金 835

㈱三興 営業取引債務 562

Yonezawa Vietnam Ltd. 銀行借入金 554

上海藤倉橡塑電纜有限

公司
銀行借入金 281

米沢電線（昆山）有限

公司
銀行借入金 182

他５社 銀行借入金 283

　 合計 14,485

　

※１ 有形固定資産の減価償却累計額  

　　　　　　　　　　　　　　　　309,796百万円  

　　 有形固定資産の減損損失累計額  

　　　　　　　　　　　　　　　　　8,398百万円  

  ２ 偶発債務

   下記の会社等に対し、債務保証等を行っております。

　

（保証先） （主な種類） （金額）

 ㈱ビスキャス 契約履行保証及び

銀行借入金

 

12,040百万円

上海上纜藤倉電纜有

限公司
銀行借入金 1,327

従業員（財形融資） 銀行借入金 872

㈱三興 営業取引債務 620

Yonezawa Vietnam Ltd. 銀行借入金 510

藤倉精密模具（上

海）有限公司
銀行借入金 406

上海藤倉橡塑電纜有

限公司
銀行借入金 201

米沢電線（昆山）有

限公司
銀行借入金 187

他４社 銀行借入金 302

　 合計 16,468
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（四半期連結損益計算書関係）

前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第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）

※１　法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しておりま

す。  

※１　法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しておりま

す。  

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第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）

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係  

現金及び預金勘定

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金

24,750百万円

 △546百万円

現金及び現金同等物 24,204百万円

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係  

現金及び預金勘定

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金

36,304 百万円

 △267 百万円

現金及び現金同等物   36,037百万円

（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成21年６月30日）及び当第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）

１．発行済株式の種類及び総数

　　普通株式                360,863千株

　

２．自己株式の種類及び株式数

　　普通株式　　　　　　　　　　263千株

　

３．新株予約権等に関する事項

　　該当事項はありません。

　　　　

　　　　４．配当に関する事項

　　　　　　　配当金支払額

（決議）

株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成21年６月26日
定時株主総会

普通株式 901 2.5  平成21年３月31日  平成21年６月29日
利益剰余

金

５．株主資本の著しい変動に関する事項　　

　　株主資本の金額に、著しい変動はありません。
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（セグメント情報）

【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20年４月１日　至平成20年６月30日）

　 （単位：百万円）

　 情報通信 電子電装
ケーブル
・機器関
連

その他 計
消去又は
全社

連結

売上高        

(1）外部顧客に対する売

上高
29,151 62,419 63,331 3,398 158,300  158,300

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
76 78 196 5,105 5,457 (5,457) －　

計 29,227 62,497 63,528 8,504 163,757 (5,457) 158,300

営業利益又は営業損失

(△)
1,737 △527 1,616 938 3,765 (57) 3,707

当第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）

　 （単位：百万円）

　 情報通信 電子電装
ケーブル
・機器関
連

その他 計
消去又は
全社

連結

売上高        

(1）外部顧客に対する売

上高
25,430 44,607 39,564 3,328 112,932  112,932

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
38 13 632 1,119 1,804 (1,804) －　

計 25,469 44,621 40,197 4,448 114,737 (1,804) 112,932

営業利益又は営業損失

(△)
2,152 △1,053 △266 1,049 1,881 (38) 1,842

　（注）１　事業区分の方法

　事業区分の方法は、内部管理上採用している区分をベースに、製造方法・製造過程並びに使用目的及び販売

方法の類似性を考慮して区分しております。

２　各事業区分の主要製品

事業区分 主要品種

情報通信
光ファイバ、光ケーブル、通信部品、光部品、光関連機器、ネットワーク機

器、工事等

電子電装
プリント配線板、電子ワイヤ、メンブレンスイッチ、ハードディスク用部

品、自動車用ワイヤハーネス、各種コネクタ等

ケーブル・機器関連
電力ケーブル、通信ケーブル、被覆線、アルミ線、裸線、付属品・工事、巻

線等

その他 不動産事業他

　　　　３　会計処理の方法の変更

　　　　　　前第１四半期連結累計期間

　　　　　（棚卸資産の評価に関する会計基準）

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）を適用しております。こ

の変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、営業利益は、情報通信部門で378百万円、ケーブル・機器

関連部門で242百万円、電子電装部門で190百万円、その他部門で10百万円減少しております。
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４　追加情報

　　　　　　前第１四半期連結累計期間

　（有形固定資産の耐用年数の変更）

　当社及び国内連結子会社は、減価償却資産の耐用年数等に関する平成20年度の法人税法の改正を契機とし

て、当第１四半期連結会計期間より、一部の機械装置の耐用年数を変更しております。この変更に伴い、従来

の方法によった場合と比較して、営業利益は、情報通信部門で64百万円、ケーブル・機器関連部門で50百万

円、電子電装部門で74百万円、その他部門で24百万円減少しております。

【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20年４月１日　至平成20年６月30日）

　 （単位：百万円）

　 日本 アジア その他 計
消去又は全
社

連結

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 95,591 38,505 24,202 158,300  158,300

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
26,719 21,509 330 48,559 (48,559) －　

計 122,310 60,015 24,533 206,859 (48,559) 158,300

営業利益 1,422 1,556 824 3,804 (96) 3,707

当第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）

　 （単位：百万円）

　 日本 アジア その他 計
消去又は全
社

連結

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 65,924 29,860 17,147 112,932  112,932

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
19,260 17,572 289 37,122 (37,122) －　

計 85,185 47,432 17,436 150,054 (37,122) 112,932

営業利益又は営業損失(△) △683 1,746 667 1,730 112 1,842

　（注）１　地域は、地理的近接度により区分しております。

２　本邦以外の区分に属する地域の主な内訳は次のとおりであります。

・アジア…タイ、シンガポール、マレーシア、中国

・その他…アメリカ、イギリス、スペイン

        ３　会計処理の方法の変更

　　　　　　前第１四半期連結累計期間

          （棚卸資産の評価に関する会計基準）

          　「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）を適用しております。こ　　

　　　

　　　　　　の変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、「日本」の営業利益は820百万円減少しております。

　　　　４　追加情報

　　　　　　前第１四半期連結累計期間

　　　　　（有形固定資産の耐用年数の変更）

　　　　　　　当社及び国内連結子会社は、減価償却資産の耐用年数等に関する平成20年度の法人税法の改正を契機とし

　　　　　　て、当第１四半期連結会計期間より、一部の機械装置の耐用年数を変更しております。この変更に伴い、従

　　　　　　来の方法によった場合と比較して、「日本」の営業利益は214百万円減少しております。
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【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

　 アジア その他 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 42,295 28,081 70,377

Ⅱ　連結売上高（百万円） －　 －　 158,300

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
26.7 17.7 44.5

当第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）

　 アジア その他 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 33,712 20,446 54,158

Ⅱ　連結売上高（百万円） － －　 112,932

Ⅲ　連結売上高に占める

海外売上高の割合（％）
29.9 18.1 48.0

　（注）１　地域は、地理的近接度により区分しております。

２　本邦以外の区分に属する地域の主な内訳は次のとおりであります。

・アジア…タイ、シンガポール、マレーシア、中国

・その他…アメリカ、イギリス、スペイン

　　　　３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

 

（リース取引関係）

　該当事項はありません。

（有価証券関係）

　有価証券については、当該有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額に前連結会計年度の末日に比し

て著しい変動が認められないため注記を省略しております。

（デリバティブ取引関係）

　デリバティブ取引については、当該取引の契約額その他の金額に前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認

められないため注記を省略しております。

（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社フジクラ(E01334)

四半期報告書

21/25



（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成21年６月30日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 502.96円 １株当たり純資産額 499.14円

２．１株当たり四半期純利益金額等

前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第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）

１株当たり四半期純利益金額 5.47円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載をしておりませ

ん。

　

１株当たり四半期純利益金額 0.31円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載をしておりませ

ん。

　

　（注）　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第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）

１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益（百万円） 1,975 111

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 1,975 111

期中平均株式数（千株） 360,674 360,602

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

２【その他】

　公正取引委員会による立ち入り検査について

　平成21年６月２日、当社は電気通信事業者向け光ファイバケーブル及び同関連製品の販売に関して独占禁止法違反

の疑いがあるとして、公正取引委員会の立ち入り検査を受けました。

　当社としましては、検査を受けたという事実を厳粛に受け止め、検査に全面的に協力してまいります。

　また、当社の持分法適用関連会社である㈱ビスキャスに、平成13年及び平成17年に当社が事業譲渡・統合した高圧・

特別高圧電力ケーブルに関し、国内外の取引について独占禁止法違反の疑いがあるとして、平成21年1月29日に公正取

引委員会が立入調査を実施し、また、同時期にEU及び米国の競争当局が調査を開始しております。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年８月８日

株　式　会　社　フ　ジ　ク　ラ

取　締　役　会　御　中

あ ら た 監 査 法 人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 笹　山　勝　則

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 戸　田　　　栄

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社フジクラの

平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年

６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結

キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査

法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社フジクラ及び連結子会社の平成20年６月30日現在の財政状態並

びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと

信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

追記情報

　四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更の２．(1）に記載のとおり、「棚卸資産の評価に関する

会計基準」の適用に伴い、たな卸資産の評価基準が変更されている。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年８月７日

株　式　会　社　フ　ジ　ク　ラ

取　締　役　会　御　中

あ ら た 監 査 法 人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 笹　山　勝　則

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 戸　田　　　栄

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社フジクラの

平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年

６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社フジクラ及び連結子会社の平成21年６月30日現在の財政状態並

びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと

信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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