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1. 平成30年3月期第2四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29年9月30日）

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上収益 営業利益 税引前利益 四半期利益
親会社の所有者に帰
属する四半期利益

四半期包括利益合
計額

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年3月期第2四半期 1,923,240 0.8 28,002 39.3 59,339 188.0 47,481 236.5 43,472 266.5 75,643 ―

29年3月期第2四半期 1,907,857 ― 20,099 ― 20,606 ― 14,110 ― 11,861 ― △48,885 ―

基本的1株当たり四半期利益 希薄化後1株当たり四半期利益
円 銭 円 銭

30年3月期第2四半期 21.20 21.20

29年3月期第2四半期 5.73 5.72

第１四半期より富士通テン株式会社を非継続事業に分類しております。これにより非継続事業からの利益は、要約四半期連結損益上、継続事業と区分して表示しております。したがって売
上収益、営業利益及び税引前利益は継続事業の金額を表示しております。なお、対応する平成29年3月期第2四半期についても同様に組み替えて表示しているため、売上収益、営業利益
及び税引前利益の対前年同四半期増減率は記載しておりません。

(2) 連結財政状態

資産合計 資本合計 親会社の所有者に帰属する持分 親会社所有者帰属持分比率
百万円 百万円 百万円 ％

30年3月期第2四半期 3,086,518 1,081,657 941,010 30.5

29年3月期 3,191,498 1,019,202 881,292 27.6

2. 配当の状況

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

29年3月期 ― 4.00 ― 5.00 9.00

30年3月期 ― 5.00

30年3月期（予想） ― 6.00 11.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 平成30年 3月期の連結業績予想（平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日）

（％表示は、対前期増減率）

売上収益 営業利益 親会社の所有者に帰属する当期利益
基本的1株当たり当期

利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 4,100,000 △0.8 185,000 57.5 145,000 63.9 70.72

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

(1)連結経営成績(累計)と同様に、売上収益及び営業利益は継続事業の金額を表示しており、前期増減率についても継続事業の前期数値に対する増減率を記載しております。



※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更

① IFRSにより要求される会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

(3) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 30年3月期2Q 2,070,018,213 株 29年3月期 2,070,018,213 株

② 期末自己株式数 30年3月期2Q 19,610,777 株 29年3月期 19,540,434 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期2Q 2,050,441,094 株 29年3月期2Q 2,068,816,069 株

※四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が提出日現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等

は様々な要因により大きく異なる可能性があります。実際の業績等に影響を与える可能性のある重要な要因には、以下の事項があります。

なお、業績に影響を与える要因はこれらに限定されるものではありません。

・主要市場における景気動向（特に日本、欧州、北米、中国を含むアジア）

・ハイテク市場における変動性（特に半導体、パソコンなど）

・為替動向、金利変動

・資本市場の動向

・価格競争の激化

・技術開発競争による市場ポジションの変化

・部品調達環境の変化

・提携、アライアンス、技術供与による競争関係の変化

・公的規制、政策、税務に関するリスク

・製品、サービスの欠陥や瑕疵に関するリスク

・不採算プロジェクト発生の可能性

・研究開発投資、設備投資、事業買収・事業再編等に関するリスク

・自然災害や突発的事象発生のリスク

・会計方針の変更

業績予想値算出の前提となる条件等については補足説明資料（プレゼンテーション資料）をご参照下さい。



要約四半期連結財務諸表及び主な注記
（１）要約四半期連結財政状態計算書

（単位：百万円）

注記番号
前年度末

（2017年 3月31日）
当第２四半期末

（2017年 9月30日）

資産

流動資産

現金及び現金同等物 380,695 402,715

売上債権 999,238 839,268

その他の債権 66,849 58,165

棚卸資産 293,163 300,367

その他の流動資産 79,052 97,232

（小計） 1,818,997 1,697,747

売却目的で保有する資産 23,408 165,018

流動資産合計 1,842,405 1,862,765

非流動資産

有形固定資産 596,649 551,341

のれん 41,237 43,997

無形資産 153,974 137,247

持分法で会計処理されている投資 109,854 109,211

その他の投資 181,970 154,842

繰延税金資産 132,591 121,497

その他の非流動資産 132,818 105,618

非流動資産合計 1,349,093 1,223,753

資産合計 3,191,498 3,086,518

負債及び資本

負債

流動負債

仕入債務 617,706 491,445

その他の債務 382,894 327,055

社債、借入金及びリース債務 130,788 194,479

未払法人所得税 21,740 11,245

引当金 75,047 54,265

その他の流動負債 191,803 178,211

（小計） 1,419,978 1,256,700

売却目的で保有する資産に直接関連する負債 12,014 100,667

流動負債合計 1,431,992 1,357,367

非流動負債

社債、借入金及びリース債務 354,304 314,780 

退職給付に係る負債 309,031 263,197 

引当金 31,363 31,946 

繰延税金負債 4,788 3,692 

その他の非流動負債 40,818 33,879 

非流動負債合計 740,304 647,494 

負債合計 2,172,296 2,004,861 

資本

資本金 324,625 324,625 

資本剰余金 231,640 231,969 

自己株式 △12,502 △12,559

利益剰余金 265,893 336,304

その他の資本の構成要素 71,636 60,671

親会社の所有者に帰属する持分合計 881,292 941,010 

非支配持分 137,910 140,647 

資本合計 1,019,202 1,081,657 

負債及び資本合計 3,191,498 3,086,518 
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（２）要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間

（要約四半期連結損益計算書）
（単位：百万円） 

注記番号
前第２四半期累計

（自 2016年 4月 1日
至 2016年 9月30日）

 
 

当第２四半期累計
（自 2017年 4月 1日
至 2017年 9月30日）

継続事業

売上収益 1,907,857 1,923,240

売上原価 △1,388,024 △1,402,337

売上総利益 519,833 520,903

販売費及び一般管理費 △497,565 △500,387

その他の損益 △2,169 7,486

営業利益 20,099 28,002

金融収益 4,133 31,836

金融費用 △7,125 △2,567

持分法による投資利益 3,499 2,068

継続事業からの税引前四半期利益 20,606 59,339

法人所得税費用 △9,862 △14,677

継続事業からの四半期利益 10,744 44,662

非継続事業

非継続事業からの四半期利益 3,366 2,819

四半期利益 14,110 47,481

四半期利益の帰属：

親会社の所有者 11,861 43,472

非支配持分 2,249 4,009

合計 14,110 47,481

１株当たり四半期利益

基本的１株当たり四半期利益（円） 5.73 21.20

希薄化後１株当たり四半期利益（円） 5.72 21.20

継続事業からの１株当たり四半期利益

基本的１株当たり四半期利益（円） 4.79 20.48

希薄化後１株当たり四半期利益（円） 4.77 20.48

（要約四半期連結包括利益計算書）
（単位：百万円） 

注記番号
前第２四半期累計

（自 2016年 4月 1日
至 2016年 9月30日）

 
 

当第２四半期累計
（自 2017年 4月 1日
至 2017年 9月30日）

四半期利益 14,110 47,481

その他の包括利益

純損益に振り替えられることのない項目

確定給付制度の再測定 △25,535 38,367

純損益にその後に振り替えられる可能性の
ある項目

在外営業活動体の換算差額 △33,782 4,038

キャッシュ・フロー・ヘッジ 169 36

売却可能金融資産 1,310 △14,449

持分法適用会社のその他の包括利益持分 △5,157 170

△37,460 △10,205

  税引後その他の包括利益 △62,995 28,162 

四半期包括利益 △48,885 75,643 

四半期包括利益の帰属：

親会社の所有者 △47,280 69,698 

非支配持分 △1,605 5,945 

合計 △48,885 75,643 
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第２四半期連結会計期間
（要約四半期連結損益計算書）

（単位：百万円）

注記番号
前第２四半期

（自 2016年 7月 1日
至 2016年 9月30日）

 
 

当第２四半期
（自 2017年 7月 1日
至 2017年 9月30日）

継続事業

売上収益 1,007,914 1,000,602

売上原価 △722,233 △726,263

売上総利益 285,681 274,339 

販売費及び一般管理費 △249,823 △250,417

その他の損益 △2,050 △872

営業利益 33,808 23,050 

金融収益 2,159 29,630 

金融費用 △1,257 △1,212

持分法による投資利益 1,466 467

継続事業からの税引前四半期利益 36,176 51,935 

法人所得税費用 △8,951 △8,316

継続事業からの四半期利益 27,225 43,619 

非継続事業

非継続事業からの四半期利益 2,096 △786

四半期利益 29,321 42,833 

四半期利益の帰属：

親会社の所有者 25,915 41,323

非支配持分 3,406 1,510

合計 29,321 42,833

１株当たり四半期利益

基本的１株当たり四半期利益（円） 12.53 20.15

希薄化後１株当たり四半期利益（円） 12.52 20.15

継続事業からの１株当たり四半期利益

基本的１株当たり四半期利益（円） 11.93 20.40

希薄化後１株当たり四半期利益（円） 11.92 20.40

（要約四半期連結包括利益計算書）
（単位：百万円） 

注記番号
前第２四半期

（自 2016年 7月 1日
至 2016年 9月30日）

 
 

当第２四半期
（自 2017年 7月 1日
至 2017年 9月30日）

四半期利益 29,321 42,833 

その他の包括利益

純損益に振り替えられることのない項目

確定給付制度の再測定 25,585 29,882 

純損益にその後に振り替えられる可能性の
ある項目

在外営業活動体の換算差額 △7,017 4,081

キャッシュ・フロー・ヘッジ △102 26 

売却可能金融資産 4,285 △14,333

持分法適用会社のその他の包括利益持分 △1,943 649 

△4,777 △9,577

  税引後その他の包括利益 20,808 20,305 

四半期包括利益 50,129 63,138 

四半期包括利益の帰属：

親会社の所有者 45,717 60,660 

非支配持分 4,412 2,478 

合計 50,129 63,138 
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（３）要約四半期連結持分変動計算書
前第２四半期累計（自 2016年 4月 1日 至 2016年 9月30日）  （単位：百万円）

注記
番号

親会社の所有者に帰属する持分

非支配
持分

資本合計
資本金

資本
剰余金

自己株式
利益
剰余金

その他の
資本の
構成要素

合計

2016年 4月 1日残高 324,625 233,896 △627 155,930 68,958 782,782 143,458 926,240

四半期利益 11,861 11,861 2,249 14,110

その他の包括利益 △59,141  △59,141 △3,854 △62,995

四半期包括利益 － － － 11,861  △59,141  △47,280 △1,605 △48,885

自己株式の取得 △13 △13 △2 △15

自己株式の処分 2 2 2

剰余金の配当 △8,275 △8,275 △1,798 △10,073

利益剰余金への振替 △25,072 25,072 － － 

非支配持分の取得及
び売却による増減額

△1,436 △1,436 △9,424 △10,860

2016年 9月30日残高 324,625 232,460 △638 134,444 34,889 725,780 130,629 856,409 

当第２四半期累計（自 2017年 4月 1日 至 2017年 9月30日）  （単位：百万円）

注記
番号

親会社の所有者に帰属する持分

非支配
持分

資本合計
資本金

資本
剰余金

自己株式
利益
剰余金

その他の
資本の
構成要素

合計

2017年 4月 1日残高 324,625 231,640  △12,502 265,893 71,636 881,292 137,910 1,019,202

四半期利益 43,472 43,472 4,009 47,481

その他の包括利益 26,226 26,226 1,936 28,162

四半期包括利益 － － － 43,472 26,226 69,698 5,945 75,643

自己株式の取得 △57 △57 △1 △58

剰余金の配当 △10,252 △10,252 △2,506 △12,758

利益剰余金への振替 37,191  △37,191 － － 

非支配持分の取得及
び売却による増減額 329 329 △618 △289

子会社の取得及び売
却による増減額

－ △83 △83

2017年 9月30日残高 324,625 231,969  △12,559 336,304 60,671 941,010 140,647 1,081,657 
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（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

注記番号
前第２四半期累計

（自 2016年 4月 1日
至 2016年 9月30日）

 
 

当第２四半期累計
（自 2017年 4月 1日
至 2017年 9月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続事業からの税引前四半期利益 20,606 59,339

減価償却費、償却費及び減損損失 86,300 83,413

引当金の増減額（△は減少） △6,203 △20,040

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △1,234 △8,127

受取利息及び受取配当金 △2,806 △3,518

支払利息 2,244 2,177

持分法による投資損益（△は益） △3,515 △2,084

売上債権の増減額（△は増加） 112,354 121,075

棚卸資産の増減額（△は増加） △35,298 △39,463

仕入債務の増減額（△は減少） △67,005 △80,337

その他 △47,141 △35,394

小計 58,302 77,041

利息の受取額 832 958

配当金の受取額 3,219 3,421

利息の支払額 △2,272 △2,182

法人所得税の支払額 △17,985 △24,497

営業活動によるキャッシュ・フロー 42,096 54,741

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出 △102,231 △67,868

売却可能金融資産の売却による収入 2,146 34,751

子会社及び事業の売却による収支（△は支出） － △1,180

その他 4,297 △1,075

投資活動によるキャッシュ・フロー △95,788 △35,372

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金等の純増減額（△は減少） 70,410 28,112

長期借入金及び社債の発行による収入 2,397 817

長期借入金の返済及び社債の償還による支出 △30,786 △1,830

リース債務の支払額 △7,140 △6,625

自己株式の取得による支出 △13 △57

親会社の所有者への配当金の支払額 △8,275 △10,252

非支配持分の取得による支出 △11,274 △385

その他 △1,420 △2,806

財務活動によるキャッシュ・フロー 13,899 6,974 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △39,793 26,343

現金及び現金同等物の期首残高 380,810 383,969

現金及び現金同等物の為替変動による影響 △13,196 2,576

現金及び現金同等物の四半期末残高 327,821 412,888
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該当事項はありません。
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  (５)要約四半期連結財務諸表に関する注記事項

　 ①継続企業の前提に関する注記
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