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（百万円未満四捨五入）

1. 平成31年3月期第3四半期の連結業績（平成30年4月1日～平成30年12月31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 ％

31年3月期第3四半期 2,811,862 △3.9 66,542 72.7 91,358 26.2 57,150 △9.0 51,459 △7.2 26,956 △81.4

30年3月期第3四半期 2,926,372 △0.1 38,529 △29.3 72,395 22.1 62,795 64.0 55,430 71.9 144,575 177.0

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

31年3月期第3四半期 251.85 251.78

30年3月期第3四半期 270.33 270.31

(注)当社は、平成30年10月1日付けで普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施しました。前連結会計年度の期首に当該株式併合が実施されたと仮定して、「基本的1株当たり四
半期利益」及び「希薄化後1株当たり四半期利益」を算定しています。

(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 ％

31年3月期第3四半期 2,992,175 1,187,121 1,066,432 35.6

30年3月期 3,121,522 1,204,902 1,087,797 34.8

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

30年3月期 ― 5.00 ― 6.00 11.00

31年3月期 ― 7.00 ―

31年3月期（予想） 80.00 ―

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

当社は、平成30年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施しました。期末配当金の予想については、株式併合後の金額を記載しております。また、年間配当金合計
の予想については、単純合算できないため、「－」と表示しております。

3. 平成31年 3月期の連結業績予想（平成30年 4月 1日～平成31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 3,900,000 △4.8 140,000 △23.3 110,000 △35.0 539.01

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 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） ： 有

新規 ― 社 （社名） 、 除外 1 社 （社名）
富士通クライアント
コンピューティング株式会社

(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 ： 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 ： 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） 31年3月期3Q 207,001,821 株 30年3月期 207,001,821 株

② 期末自己株式数 31年3月期3Q 3,660,148 株 30年3月期 1,129,092 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年3月期3Q 204,325,448 株 30年3月期3Q 205,042,042 株

(注)上記の各株式数については、前連結会計年度の期首に株式併合を実施されたと仮定し、算定しております。

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の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）

・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

(株式併合に伴う基本的1株当たり予想当期利益への影響について)

当社は、平成30年10月1日付けで普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施しました。基本的1株当たり予想当期利益の算定に当たっては、期首に当該株式併合が行われたと仮
定して、期中平均株式数を算定しております。

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

（2018年 3月31日）
当第３四半期末

（2018年12月31日）

資産

流動資産

現金及び現金同等物 452,557 362,291

売上債権 965,104 571,377

その他の債権 86,235 154,314

棚卸資産 241,603 294,745

その他の流動資産 88,258 317,902

（小計） 1,833,757 1,700,629

売却目的で保有する資産 33,542 189,123

流動資産合計 1,867,299 1,889,752

非流動資産

有形固定資産 525,581 445,104

のれん 42,495 38,743

無形資産 130,680 118,252

持分法で会計処理されている投資 107,749 129,392

その他の投資 204,043 156,518

繰延税金資産 129,236 90,946

その他の非流動資産 114,439 123,468

非流動資産合計 1,254,223 1,102,423

資産合計 3,121,522 2,992,175

負債及び資本

負債

流動負債

仕入債務 540,935 505,396

その他の債務 362,969 314,199

社債、借入金及びリース債務 135,387 120,711

未払法人所得税 42,907 1,880

引当金 47,990 51,872

その他の流動負債 178,303 226,974

（小計） 1,308,491 1,221,032

売却目的で保有する資産に直接関連する負債 14,151 61,689

流動負債合計 1,322,642 1,282,721

非流動負債

社債、借入金及びリース債務 266,502 224,034 

退職給付に係る負債 258,019 171,617 

引当金 29,794 53,091 

繰延税金負債 9,823 7,441 

その他の非流動負債 29,840 66,150 

非流動負債合計 593,978 522,333 

負債合計 1,916,620 1,805,054 

資本

資本金 324,625 324,625 

資本剰余金 233,941 235,294 

自己株式 △7,237 △24,553

利益剰余金 479,776 509,324

その他の資本の構成要素 56,692 21,742

親会社の所有者に帰属する持分合計 1,087,797 1,066,432 

非支配持分 117,105 120,689 

資本合計 1,204,902 1,187,121 

負債及び資本合計 3,121,522 2,992,175 
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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３四半期連結累計期間
（要約四半期連結損益計算書)

（単位：百万円） 

注記番号
前第３四半期累計

（自 2017年 4月 1日
至 2017年12月31日）

 
 

当第３四半期累計
（自 2018年 4月 1日
至 2018年12月31日）

継続事業

売上収益 2,926,372 2,811,862

売上原価 △2,144,188 △2,083,533

売上総利益 782,184 728,329

販売費及び一般管理費 △750,730 △713,465

その他の損益 7,075 51,678

営業利益 38,529 66,542

金融収益 35,459 11,199

金融費用 △4,054 △3,332

持分法による投資利益 2,461 16,949

継続事業からの税引前四半期利益 72,395 91,358

法人所得税費用 △18,831 △34,208

継続事業からの四半期利益 53,564 57,150

非継続事業

非継続事業からの四半期利益 9,231 －

四半期利益 62,795 57,150

四半期利益の帰属：

親会社の所有者 55,430 51,459

非支配持分 7,365 5,691

合計 62,795 57,150

１株当たり四半期利益

基本的１株当たり四半期利益（円） 270.33 251.85

希薄化後１株当たり四半期利益（円） 270.31 251.78

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） 236.10 251.85

希薄化後１株当たり四半期利益（円） 236.07 251.78

（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３四半期累計

（自 2017年 4月 1日
至 2017年12月31日）

 
 

当第３四半期累計
（自 2018年 4月 1日
至 2018年12月31日）

四半期利益 62,795 57,150

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

その他の包括利益を通じて公正価値で測
定される金融資産

－ △10,578

確定給付制度の再測定 83,862 △11,604

83,862 △22,182
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 3,758 △7,315

キャッシュ・フロー・ヘッジ △13 △11

売却可能金融資産 △7,105 －

持分法適用会社のその他の包括利益持分 1,278 △686

△2,082 △8,012

  税引後その他の包括利益 81,780 △30,194

四半期包括利益 144,575 26,956 

四半期包括利益の帰属：

親会社の所有者 134,381 21,537 

非支配持分 10,194 5,419 

合計 144,575 26,956 
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第３四半期連結会計期間
（要約四半期連結損益計算書）

（単位：百万円） 

注記番号
前第３四半期

（自 2017年10月 1日
至 2017年12月31日）

 
 

当第３四半期
（自 2018年10月 1日
至 2018年12月31日）

継続事業

売上収益 1,003,132 977,318

売上原価 △741,851 △721,829

売上総利益 261,281 255,489 

販売費及び一般管理費 △250,343 △236,398

その他の損益 △411 △47,824

営業利益 10,527 △28,733

金融収益 3,623 2,416

金融費用 △1,487 △1,774

持分法による投資利益 393 2,238

継続事業からの税引前四半期利益 13,056 △25,853

法人所得税費用 △4,154 △3,131

継続事業からの四半期利益 8,902 △28,984

非継続事業

非継続事業からの四半期利益 6,412 － 

四半期利益 15,314 △28,984

四半期利益の帰属：

親会社の所有者 11,958 △29,672

非支配持分 3,356 688

合計 15,314 △28,984

１株当たり四半期利益

基本的１株当たり四半期利益（円） 58.32 △145.67

希薄化後１株当たり四半期利益（円） 58.31 △145.68

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） 31.27 △145.67

希薄化後１株当たり四半期利益（円） 31.26 △145.68

（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３四半期

（自 2017年10月 1日
至 2017年12月31日）

 
 

当第３四半期
（自 2018年10月 1日
至 2018年12月31日）

四半期利益 15,314 △28,984

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

その他の包括利益を通じて公正価値で測
定する金融資産

－ △17,463

確定給付制度の再測定 45,495 △25,616

45,495 △43,079
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 △280 △7,159

キャッシュ・フロー・ヘッジ △49 △5

売却可能金融資産 7,344 －

持分法適用会社のその他の包括利益持分 1,108 △783

8,123 △7,947

  税引後その他の包括利益 53,618 △51,026

四半期包括利益 68,932 △80,010

四半期包括利益の帰属：

親会社の所有者 64,683 △79,986

非支配持分 4,249 △24

合計 68,932 △80,010
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（３）要約四半期連結持分変動計算書
前第３四半期累計（自 2017年 4月 1日 至 2017年12月31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 55,430 55,430 7,365 62,795

その他の包括利益 78,951 78,951 2,829 81,780

四半期包括利益 － － － 55,430 78,951 134,381 10,194 144,575

自己株式の取得 △92 △92 △2 △94

自己株式の処分 1 1 1

剰余金の配当 △20,504 △20,504  △4,787 △25,291

利益剰余金への振替 82,124 △82,124 － － 

非支配持分の取得及
び売却による増減額

△180 △180 △371 △551

子会社の取得及び売
却による増減額

395 △395 －  △17,911 △17,911

2017年12月31日残高 324,625 231,855  △12,593 382,548 68,463 994,898   125,033 1,119,931 

当第３四半期累計（自 2018年 4月 1日 至 2018年12月31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

2018年 4月 1日残高 324,625 233,941 △7,237 479,776 56,692  1,087,797   117,105 1,204,902

会計方針の変更による
累積的影響額

20,200 △20,467 △267 △267

会計方針の変更を反映
した当期首残高

324,625 233,941 △7,237 499,976 36,225  1,087,530   117,105 1,204,635

四半期利益 51,459 51,459 5,691 57,150

その他の包括利益 △29,922   △29,922 △272 △30,194

四半期包括利益 － － － 51,459  △29,922 21,537 5,419 26,956

自己株式の取得 △6  △17,324 △17,330 △17,330

自己株式の処分 8 8 8

株式報酬取引 109 109 109

剰余金の配当 △26,660 △26,660  △2,998 △29,658

利益剰余金への振替 △14,910 14,910 － － 

非支配持分の取得及
び売却による増減額

1,626 1,626 1,041 2,667 

子会社の取得及び売
却による増減額

△541 541 － 122 122 

その他 △376 △12 △388 △388

2018年12月31日残高 324,625 235,294  △24,553 509,324 21,742  1,066,432   120,689 1,187,121 
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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３四半期累計

（自 2017年 4月 1日
至 2017年12月31日）

 
 

当第３四半期累計
（自 2018年 4月 1日
至 2018年12月31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 72,395 91,358

減価償却費、償却費及び減損損失 124,805 116,585

引当金の増減額（△は減少） △21,803 29,761

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △7,056 △83,399

受取利息及び受取配当金 △4,821 △5,760

支払利息 3,244 2,421

持分法による投資損益（△は益） △2,477 △16,949

子会社株式売却益 △18,168 △14,029

売上債権の増減額（△は増加） 115,245 242,869

棚卸資産の増減額（△は増加） △58,190 △88,422

仕入債務の増減額（△は減少） △66,073 △32,200

その他 △33,133 △163,204

小計 103,968 79,031

利息の受取額 1,440 2,411

配当金の受取額 4,971 5,274

利息の支払額 △3,507 △2,875

法人所得税の支払額 △35,966 △67,514

営業活動によるキャッシュ・フロー 70,906 16,327

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 △98,665 △91,800

投資有価証券の売却による収入 35,109 63,781

子会社及び事業の売却による収支（△は支出） 5,232 32,528

貸付金の回収による収入 21,787 14,652

その他 △1,021 △2,033

投資活動によるキャッシュ・フロー △37,558 17,128

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） 24,162 22,795

長期借入金及び社債の発行による収入 819 62

長期借入金の返済及び社債の償還による支出 △21,932 △72,587

リース債務の支払額 △9,474 △8,865

自己株式の取得による支出 △92 △17,324

親会社の所有者への配当金の支払額 △20,504 △26,660

その他 △5,351 185

財務活動によるキャッシュ・フロー △32,372 △102,394

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 976 △68,939

現金及び現金同等物の期首残高 383,969 452,671

現金及び現金同等物の為替変動による影響 3,966 △167

現金及び現金同等物の四半期末残高 388,911 383,565
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該当事項はありません。

(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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