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富士通株式会社

第117期 中間報告書
自 2016年4月1日　至 2016年9月30日

株主のみなさまへ
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

ここに第117期中間期（自 2016年4月1日　至 2016

年9月30日）の報告書をお届けするにあたりまして、ご挨

拶申しあげます。

代表取締役社長

当社は、現在、将来の成長を目指して、事業の主力を「サー
ビス」へと変革させようとしています。この変革を確かなも
のとするために、昨年10月に経営方針を発表し、その中で3
つの「方向」を掲げています。
第一に、「つながるサービス」にフォーカスしたビジネスモ
デルに変えていくこと、第二に、ICTがもたらす「デジタルイノ
ベーション」の可能性を追求していくこと、第三に、このサー
ビスやイノベーティブなアプローチを「グローバル」に実行
することです。これら3つのシナジーによるビジネスモデル
の変革を実現することで、“全てがつながる”サービスによる
市場への浸透を果たし、当社の課題である事業収益力を向
上させることができると考えております。
現在、この3つの「方向」に沿って、様々な施策を実行に移

しつつあり、本年10月には、経営方針について、この一年の
成果ならびに今後の取り組みおよび見通しについて公表い
たしました。この詳細につきましては、P3「経営方針につい
て」をご参照ください。
このような取り組みの中で、当中間期における当社グルー
プの連結業績は、P2「2016年度中間期の連結決算概要」の
とおり、前年同期に比べ営業利益や当期利益が改善しました
が、これは、年初の計画に概ね沿ったものであることから、当
中間期の配当は、年初の計画どおり1株当たり4円とさせて
いただきます。
今後も、さらに成長するために「形を変える」、「質を変え
る」変革を継続してまいります。「形を変える」ために、ビジネ
スモデル変革を引き続き行います。「質を変える」ために、
「つながるサービス」を実現する先端テクノロジーの開発や
サービス基盤の強化、デジタルソリューションの拡充を続け
てまいります。
株主のみなさまにおかれましては、倍旧のご支援を賜りま
すようお願い申しあげます。

2016年11月

2016年度業績見通し

（単位：億円）

セグメント 2015年度実績 2016年度予想

売
上
収
益

テクノロジー
ソリューション 32,833 31,400

ユビキタス
ソリューション 10,409 9,850

デバイス
ソリューション 6,039 5,500

その他／
消去又は全社 △ 1,888 △ 1,750

合計 47,392 45,000

営
業
利
益

テクノロジー
ソリューション 1,862 2,450

ユビキタス
ソリューション △ 76 210

デバイス
ソリューション 303 △ 10

その他／
消去又は全社 △ 883 △ 1,450

合計 1,206 1,200
［ビジネスモデル変革費用］ ［△ 415］ ［△ 450］
（営業利益率） （2.5%） （2.7%）

当期利益 867 850

＊ 本報告書においては、親会社の所有者に帰属する当期利益を「当期利益」と
して表示しております。
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2016年度中間期の連結決算概要
詳細は、当社ホームページ（http://pr.fujitsu.com/jp/ir/finance/）に掲載の「2016年度 第2四半期 連結決算概要」をご参照ください。

2016年度中間期連結業績

決算ハイライト（単位：億円）

売上収益

2015年度中間期

22,412

2016年度中間期

20,850

営業利益 △ 124 258

当期利益 △ 159 118
2016年 3月末 2016年 9月末

■自己資本　●自己資本比率

24.3%24.3% 24.2%24.2%

7,8277,827 7,2577,257

売上比率

＊ 売上収益はセグメント間の内部売
上収益を含みます。

自己資本比率 （単位：億円）

＊ 自己資本比率は、自己資本÷資産合計により算出
しております。なお、自己資本は、資本金、資本
剰余金、自己株式、利益剰余金およびその他の資
本の構成要素で構成されています。

セグメント別営業利益（単位：億円）

テクノロジーソリューション
● テクノロジーソリューションは増益となりまし
た。サービスは、海外が減収影響に加え、為
替影響もあり減益となった一方、国内は増収
効果に加え、前年同期に計上した一時費用の
負担減もあり増益となりました。システムプ
ラットフォームは、PCサーバを中心に採算改
善が進みました。ネットワークプロダクトで
は、国内の増収効果に加え、前年同期に計上
したビジネスモデル変革費用の負担減の影
響や、施策実施に伴う固定費低減効果により
改善しました。

ユビキタスソリューション
● ユビキタスソリューションは、前年同期比で
改善しました。パソコンは、国内向けの増収
効果に加え、米国ドルに対する円高の進行に
よる国内拠点での部材コストダウンや、費用
効率化により改善となりました。携帯電話も、
減収影響はあるものの、コストダウンや費用
効率化により改善しました。モバイルウェア
は増収効果により増益となりました。

デバイスソリューション
● デバイスソリューションは減益となりました。

LSIは、スマートフォン向けを中心とした減収
影響に加え、工場施設の法定点検実施に伴
う費用負担や稼働低下の影響を受けました。
また、LSI、電子部品ともに米国ドルに対する
円高進行による減収影響を受けました。

その他／消去又は全社
● その他では、464億円の損失となりました。
次世代クラウドを中心に戦略投資などを実施
しています。

2015年度中間期 2016年度中間期

323

533

2015年度中間期 2016年度中間期

187

△ 122

2015年度中間期 2016年度中間期

185

2

システム
プラットフォーム
9.7％

サービス
54.7％

ユビキタス
ソリューション
21.9％

テクノロジー
ソリューション
64.4％

デバイス
ソリュー
ション
12.2％

デバイス
ソリュー
ション
12.2％

株式の状況 （2016年9月30日現在）

発行可能株式総数 5,000,000,000株

発行済株式の総数 2,070,018,213株

資本金 324,625,075,685円

株主数 157,268名（前年度末比4,011名減）

大株主

株主名 持株数
（千株）

持株比率
（％）

富士電機株式会社 228,391 11.04

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社（信託口） 93,628 4.53

日本マスタートラスト
信託銀行株式会社（信託口） 77,763 3.76

富士通株式会社従業員持株会 58,221 2.81

株式会社みずほ銀行 36,963 1.79

朝日生命保険相互会社 35,180 1.70

THE BANK OF NEW YORK 
MELLON SA/NV 10 32,993 1.59

STATE STREET BANK AND 
TRUST COMPANY 505225 32,111 1.55

CBNY-GOVERNMENT OF NORWAY 29,594 1.43

STATE STREET BANK WEST 
CLIENT – TREATY 505234 26,862 1.30

（注） 富士電機株式会社および株式会社みずほ銀行の持株数には、退職給付信託とし
てみずほ信託銀行株式会社に信託され、資産管理サービス信託銀行株式会社に
再信託された信託財産を含んでおります。
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経営方針についてTOPICS
2015年10月に発表いたしました当社の経営方針について、この1年の成果と今後の取り組みについてご説明いたします。
当社は、ビジネスモデル変革を進め、テクノロジーソリューションへ経営資源を一層集中しております。
①事業部門の改革、②デジタル革新、③お客様フロントの強化によりお客様価値の向上を実現してまいります。

経営改革のマトリクス

社内実践を積み重ね、お客様へのコンサル・デリバリー能力を強化

× ×

事業部門の改革 デジタル革新 お客様フロント強化

お
客
様
価
値
の
向
上

インテグレーション IoT

Oceania
サービス

プラットフォーム セキュリティ

クラウド
デジタルサービス

AI

日本

Asia
One Asia

EMEIA

Americas
マネジメント統合

❶事業部門の改革
サービスインテグレーションにおいては、11月に国内主
要SE子会社3社を当社に統合するなど、SEリソースを結集 
しました。お客様の変革をリードする役割のSEリソースを結
集することで、新しいデジタルビジネスやグローバル拡大を
加速させます。
また、今年の4月には、デジタルサービスの強化を目指し、
デジタルサービスの統合組織を新設し、社内に分散してい
た、IoT、AI、クラウドに関するリソースを結集しました。ネット
ワーク事業についても、新組織に統合しました。
サービスプラットフォーム事業でも、基盤テクノロジーの

さらなる高度化を目指し、「プロセッサ開発技術」、「AI基盤
技術」、「オープンソース応用技術」の3分野で、投資と開発
を一層強化していきます。

❷デジタル革新
当社は、ビッグデータを中心とした「つながるサービス」
の実現のために、デジタル革新の4つの要素であるIoT、AI、
クラウド、セキュリティに集中的に投資していきます。

IoTの分野では、より幅広くデータや知見の蓄積を進める
ため、300を超える実証プロジェクトやあらゆる業種の有力
企業との連携を進めていきます。
集積されたデータを解析し、業種・業務の知と知をつなぎ
合わせる役割を果たすのがAIです。当社は、当社独自のAI
技術を「Human Centric AI Zinrai」として体系化していま
す。このAI技術の体系と長年培ってきた知見をベースに、最
新のオープンイノベーションの成果も取り入れつつ、革新
的なサービスを作っていきます。

IoTとAIを連携させ、当社の「FUJITSU Digital Business 

Platform MetaArc」のマルチクラウド上で動かすことで、新
たなデジタルサービスを提供します。また、オープンソース
の応用技術を取り入れた強固なクラウドで、幅広いデジタ
ルサービスの運用を支えます。
そして、これらを守るのが高度な総合セキュリティサービ

スです。お客様の事業や社会全体をサイバー攻撃のリスク
から守ります。

日本とアジアの営業体制を統合したOne Asia体制のも
と、日本の人材やソリューションをアジアビジネスの拡大に
一層活用していきます。EMEIAでは、従来の国ごと・地域ご
との体制から、事業別の組織に変えていきます。さらに、
EMEIAとAmericasのマネジメントを統合し、シナジーを高
めながら、デジタルビジネスの強化を進めます。Oceania
では、政府主導でデジタル化が進んでいる中、ビジネス機会
を確実に掴むとともに、経営基盤の改革を継続していきます。

❸お客様フロント強化

用語解説
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IoT（Internet of Things）：
パソコンやサーバなどに留まらず、様々な物がインターネットに
接続され、情報交換する仕組み。
AI（Artificial Intelligence）：
人工知能。今後、様々な分野で活用されることが期待されている。
ビッグデータ：
大量かつ多種多様なデータのことで、それらを活用することで
新たな価値を生み出すことができるとして注目されている。
EMEIA ：
欧州、中東、インド、アフリカを指す。




