
平成25年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成24年10月31日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 フクダ電子株式会社 上場取引所 大 
コード番号 6960 URL http://www.fukuda.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 白井 大治郎

問合せ先責任者 （役職名） 取締役経理部長兼社長室経営システム
部長

（氏名） 福田 修一 TEL 03-3815-2121

四半期報告書提出予定日 平成24年11月8日 配当支払開始予定日 平成24年12月10日
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期第2四半期 44,695 4.8 4,456 6.9 4,462 1.6 2,688 2.9
24年3月期第2四半期 42,634 △1.7 4,167 1.6 4,391 6.3 2,613 6.9

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 1,980百万円 （△25.6％） 24年3月期第2四半期 2,662百万円 （67.0％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

25年3月期第2四半期 171.79 ―
24年3月期第2四半期 151.99 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

25年3月期第2四半期 104,855 77,507 73.9 5,036.56
24年3月期 107,025 77,846 72.7 4,866.46
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  77,507百万円 24年3月期  77,846百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
24年３月期 期末の内訳 普通配当40円00銭、特別配当15円00銭 
25年３月期（予想） 期末の内訳 普通配当40円00銭、特別配当15円00銭 

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

24年3月期 ― 40.00 ― 55.00 95.00
25年3月期 ― 40.00
25年3月期（予想） ― 55.00 95.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 94,000 1.6 9,400 2.3 9,400 △0.3 5,100 △3.2 328.42



(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  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）詳細は、【添付資料】の３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧下さい。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引
法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合が
あります。 
２．業績予想の前提となる条件等については、【添付資料】の２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さ
い。 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 19,588,000 株 24年3月期 19,588,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 4,199,095 株 24年3月期 3,591,515 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 15,649,305 株 24年3月期2Q 17,196,622 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、復興需要等を背景に緩やかな景気回復の兆しが見られたもの

の、欧州財政問題、新興国の景気後退懸念、長期化するデフレ・円高など先行き不透明な状況が続いております。

 医療機器業界においては、診療報酬はわずかながらもプラス改定にはなりましたが、医療機関では引き続き効果

的かつ効率的な経営改善が求められております。 

 このような経済状況の下、当社グループの当第２四半期連結売上高は446億95百万円（前年同期比4.8％増）とな

りました。営業利益は44億56百万円（前年同期比6.9％増）、経常利益は44億62百万円（前年同期比1.6％増）とな

りました。四半期純利益は26億88百万円（前年同期比2.9％増）となりました。 

  

① 生体検査装置部門  

 超音波画像診断装置、血圧脈波検査装置の売上は引き続き伸張しましたが、血球カウンタの売上は減少しまし

た。 

その結果、連結売上高は117億45百万円（前年同期比0.6％増）となりました。 

② 生体情報モニタ部門 

 第２四半期において、国内・海外共に伸張し第１四半期の落ち込みをカバーしました。 

 その結果、連結売上高は37億９百万円（前年同期比0.4％増）となりました。 

③ 治療装置部門 

 在宅医療向けレンタル事業及びＡＥＤの売上は引き続き伸張しました。ペースメーカーとカテーテルは公定償還

価格引き下げの影響はありましたが、販売数量増加により伸張しました。 

 その結果、連結売上高は189億15百万円（前年同期比6.3％増）となりました。 

④ 消耗品等部門 

 消耗品等部門は、記録紙、ディスポーザブル電極や上記各部門の器械装置に使用する消耗品や修理、保守を含み

ます。 

 消耗品等部門の連結売上高は103億26百万円（前年同期比9.2％増）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  当第２四半期連結会計期間末の財政状態は、総資産が前連結会計年度末と比べて21億70百万円減少し、1,048億

55百万円となりました。 

  これは、有形固定資産が16億99百万円増加、現金及び預金が９億86百万円増加したものの、受取手形及び売掛金

が48億71百万円減少したことなどが主な要因であります。 

 負債は、前連結会計年度末と比べて18億30百万円減少し、273億48百万円となりました。 

 これは、支払手形及び買掛金が14億82百万円減少したことなどが主な要因であります。 

 純資産は、前連結会計年度末と比べて３億39百万円減少し、775億７百万円となりました。 

 これは、利益剰余金が18億７百万円増加したものの、自己株式が14億38百万円増加、その他有価証券評価差額金

が７億８百万円減少したことが主な要因であります。  

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間の業績は概ね予想通りに推移しており、平成24年５月15日に発表致しました通期業績

予想からの変更はございません。 

 尚、通期業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき判断したものであり、実際の業績は

今後様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報



   

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。  

   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

  当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取

得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

  なお、この変更による当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える

影響は軽微であります。 

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 24,267 25,253

受取手形及び売掛金 26,297 21,425

有価証券 1,482 1,080

商品及び製品 6,624 6,816

仕掛品 142 203

原材料及び貯蔵品 1,455 1,715

その他 3,328 3,491

貸倒引当金 △36 △35

流動資産合計 63,562 59,950

固定資産   

有形固定資産 20,117 21,816

無形固定資産 1,378 2,048

投資その他の資産   

その他 22,009 21,068

貸倒引当金 △24 △10

投資損失引当金 △18 △18

投資その他の資産合計 21,967 21,039

固定資産合計 43,463 44,904

資産合計 107,025 104,855

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 14,925 13,443

短期借入金 1,700 1,900

未払法人税等 1,347 1,404

賞与引当金 2,171 1,911

製品保証引当金 484 521

その他の引当金 139 69

その他 3,502 3,141

流動負債合計 24,270 22,391

固定負債   

長期借入金 742 777

退職給付引当金 2,917 2,891

その他の引当金 185 198

その他 1,064 1,090

固定負債合計 4,909 4,956

負債合計 29,179 27,348



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,621 4,621

資本剰余金 10,027 10,027

利益剰余金 70,189 71,996

自己株式 △7,580 △9,019

株主資本合計 77,257 77,626

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 640 △68

為替換算調整勘定 △51 △51

その他の包括利益累計額合計 588 △119

純資産合計 77,846 77,507

負債純資産合計 107,025 104,855



（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２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 42,634 44,695

売上原価 21,918 23,371

売上総利益 20,716 21,324

販売費及び一般管理費 16,548 16,867

営業利益 4,167 4,456

営業外収益   

受取利息 34 28

受取配当金 81 93

受取補償金 66 －

その他 88 88

営業外収益合計 270 210

営業外費用   

支払利息 10 11

為替差損 10 33

持分法による投資損失 － 145

投資事業組合運用損 22 5

その他 2 8

営業外費用合計 46 204

経常利益 4,391 4,462

特別利益   

固定資産売却益 2 1

国庫補助金 － 102

保険解約返戻金 － 64

特別利益合計 2 168

特別損失   

固定資産売却損 0 0

減損損失 38 0

投資有価証券評価損 59 4

災害による損失 52 －

特別損失合計 151 5

税金等調整前四半期純利益 4,242 4,626

法人税、住民税及び事業税 1,595 1,624

法人税等調整額 33 313

法人税等合計 1,628 1,937

少数株主損益調整前四半期純利益 2,613 2,688

四半期純利益 2,613 2,688



（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,613 2,688

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △79 △708

為替換算調整勘定 127 0

その他の包括利益合計 48 △707

四半期包括利益 2,662 1,980

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,662 1,980



 該当事項はありません。   

   

   

 当社は、平成24年５月31日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用され

る、同法第156条の規定に基づく自己株式の取得に係る事項について決議し、平成24年６月１日付けで大阪証券取

引所のＪ－ＮＥＴ市場における取引により、普通株式607,500株、取得総額1,437百万円の自己株式を取得しており

ます。 

  この自己株式の取得等により、当第２四半期連結会計期間末において自己株式が9,019百万円となりました。   

   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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