
 

 
≪報道関係者お問い合わせ先≫  電話：03-6252-2175（直通）  広報 IR 室            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１９年度 第２四半期 

連 結 決 算 概 要 
 

自 2019年   4月 1日 

至  2019年   9月30日 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富 士 通 株 式 会 社 
 

  

2019年 10月29日 

 

 



2020年3月期 第2四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）

2019年10月29日

上場会社名 富士通株式会社 上場取引所 東 名

コード番号 6702 URL https://www.fujitsu.com/jp/

代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 時田　隆仁

問合せ先責任者 （役職名） 執行役員常務 　広報ＩＲ室長 （氏名） 山守　勇 TEL 03-6252-2175

四半期報告書提出予定日 2019年11月1日 配当支払開始予定日 2019年11月22日

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有

四半期決算説明会開催の有無 ： 有 (マスコミ向け・アナリスト向け）

（百万円未満四捨五入）

1. 2020年3月期第2四半期の連結業績（2019年4月1日～2019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 ％

2020年3月期第2四半期 1,828,763 △0.3 71,060 △25.4 80,805 △31.1 61,949 △28.1 63,659 △21.5 51,568 △51.8

2019年3月期第2四半期 1,834,544 △4.6 95,275 240.2 117,211 97.5 86,134 81.4 81,131 86.6 106,966 41.4

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

2020年3月期第2四半期 314.08 314.00

2019年3月期第2四半期 396.46 396.36

(注)当社は、2018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。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」および「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 ％

2020年3月期第2四半期 3,112,827 1,287,075 1,170,096 37.6

2019年3月期 3,104,842 1,253,630 1,132,055 36.5

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

2019年3月期 ― 7.00 ― 80.00 ―

2020年3月期 ― 80.00

2020年3月期（予想） ― 80.00 160.00

（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、2018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。2019年3月期の第2四半期末の配当金については、当該株式併合前の実際の配当金の金額を記
載しております。また、2019年3月期の年間配当金合計については、単純合算できないため、「－」と表示しております。株式併合後の基準で換算した1株当たり年間配当額は、2019年3月
期は150円となります。

3. 2020年 3月期の連結業績予想（2019年 4月 1日～2020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 3,800,000 △3.9 160,000 22.9 125,000 19.5 616.72

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



※ 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 ： 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

(注)詳細は6ページ「(5)要約四半期連結財務諸表に関する注記事項」を参照して下さい。

(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） 2020年3月期2Q 207,001,821 株 2019年3月期 207,001,821 株

② 期末自己株式数 2020年3月期2Q 4,315,744 株 2019年3月期 4,317,954 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年3月期2Q 202,683,640 株 2019年3月期2Q 204,641,825 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

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 

(2019年 3月31日) 
当第２四半期末 

(2019年 9月30日) 

資産 

流動資産 

現金及び現金同等物 416,684 413,002 

売上債権 906,120 693,460 

その他の債権 119,446 77,968 

棚卸資産 226,045 290,889 

その他の流動資産 217,673 279,446 

（小計） 1,885,968 1,754,765 

売却目的で保有する資産 73,381 85,342 

流動資産合計 1,959,349 1,840,107 

非流動資産 

有形固定資産 (5)① 439,078 591,802 

のれん 38,348 37,588 

無形資産 116,905 106,382 

持分法で会計処理されている投資 147,788 149,255 

その他の投資 149,799 141,705 

繰延税金資産 105,663 102,377 

その他の非流動資産 147,912 143,611 

非流動資産合計 1,145,493 1,272,720 

資産合計 3,104,842 3,112,827 

負債及び資本 

負債 

流動負債 

仕入債務 528,744 490,103 

その他の債務 426,344 331,044 

社債、借入金及びリース債務 (5)① 130,875 203,923 

未払法人所得税 13,517 18,351 

引当金 56,489 40,298 

その他の流動負債 201,333 210,400 

（小計） 1,357,302 1,294,119 

売却目的で保有する資産に直接関連する負債 7,605 9,507 

流動負債合計 1,364,907 1,303,626 

非流動負債 

社債、借入金及びリース債務 (5)① 185,336 255,684 

退職給付に係る負債 181,246 184,425 

引当金 55,388 35,654 

繰延税金負債 2,820 1,646 

その他の非流動負債 61,515 44,717 

非流動負債合計 486,305 522,126 

負債合計 1,851,212 1,825,752 

資本 

資本金 324,625 324,625 

資本剰余金 235,455 235,085 

自己株式 △29,556 △29,545

利益剰余金 576,857 623,151

その他の資本の構成要素 24,674 16,780

親会社の所有者に帰属する持分合計 1,132,055 1,170,096 

非支配持分 121,575 116,979 

資本合計 1,253,630 1,287,075 

負債及び資本合計 3,104,842 3,112,827 
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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
（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 2018年 4月 1日 
至 2018年 9月30日) 

 当第２四半期累計 
(自 2019年 4月 1日 
至 2019年 9月30日) 

売上収益 1,834,544 1,828,763 

売上原価 △1,361,704 △1,317,102

売上総利益 472,840 511,661 

販売費及び一般管理費 △477,067 △428,942

その他の収益 113,970 5,115

その他の費用 △14,468 △16,774

営業利益 95,275 71,060 

金融収益 9,537 4,354 

金融費用 △2,312 △2,653

持分法による投資利益 14,711 8,044

税引前四半期利益 117,211 80,805 

法人所得税費用 △31,077 △18,856

四半期利益 86,134 61,949 

四半期利益の帰属： 

親会社の所有者 81,131 63,659 

非支配持分 5,003 △1,710

合計 86,134 61,949 

１株当たり四半期利益 

基本的１株当たり四半期利益（円） 396.46 314.08 

希薄化後１株当たり四半期利益（円） 396.36 314.00 

（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 2018年 4月 1日 
至 2018年 9月30日) 

 当第２四半期累計 
(自 2019年 4月 1日 
至 2019年 9月30日) 

四半期利益 86,134 61,949 

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 

7,048 2,423 

確定給付制度の再測定 14,047 △1,832

持分法適用会社のその他の包括利益持分 △198 △63

20,897 528 
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 △156 △10,205

キャッシュ・フロー・ヘッジ △6 △82

持分法適用会社のその他の包括利益持分 97 △622

△65 △10,909

税引後その他の包括利益 20,832 △10,381

四半期包括利益 106,966 51,568 

四半期包括利益の帰属： 

親会社の所有者 101,523 54,116 

非支配持分 5,443 △2,548

合計 106,966 51,568 
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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 2018年 7月 1日 
至 2018年 9月30日) 

 当第２四半期 
(自 2019年 7月 1日 
至 2019年 9月30日) 

売上収益 966,887 990,026 

売上原価 △712,557 △703,743

売上総利益 254,330 286,283 

販売費及び一般管理費 △236,008 △212,761

その他の収益 2,540 1,587

その他の費用 △5,180 △7,434

営業利益 15,682 67,675 

金融収益 3,497 1,306 

金融費用 △942 △1,143

持分法による投資利益 1,974 6,704

税引前四半期利益 20,211 74,542 

法人所得税費用 △10,031 △18,160

四半期利益 10,180 56,382 

四半期利益の帰属： 

親会社の所有者 8,375 56,565 

非支配持分 1,805 △183

合計 10,180 56,382 

１株当たり四半期利益 

基本的１株当たり四半期利益（円） 40.97 279.08 

希薄化後１株当たり四半期利益（円） 40.90 279.01 

（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 2018年 7月 1日 
至 2018年 9月30日) 

 当第２四半期 
(自 2019年 7月 1日 
至 2019年 9月30日) 

四半期利益 10,180 56,382 

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 

7,528 △1,258

確定給付制度の再測定 14,010 △1,639

持分法適用会社のその他の包括利益持分 △244 57 

21,294 △2,840
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 1,682 △2,553

キャッシュ・フロー・ヘッジ 5 87 

持分法適用会社のその他の包括利益持分 567 △808

2,254 △3,274

税引後その他の包括利益 23,548 △6,114

四半期包括利益 33,728 50,268 

四半期包括利益の帰属： 

親会社の所有者 31,649 50,672 

非支配持分 2,079 △404

合計 33,728 50,268 
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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 2018年 4月 1日 至 2018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 

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 81,131 81,131 5,003 86,134 

その他の包括利益 20,392 20,392 440 20,832 

四半期包括利益 － － － 81,131 20,392 101,523 5,443 106,966 

自己株式の取得 △5  △10,028 △10,033 △10,033

自己株式の処分 8 8 8 

株式報酬取引 73 73 73 

剰余金の配当 △12,352 △12,352 △2,022  △14,374

利益剰余金への振替 11,023  △11,023 － － 

その他 164 △541 541 164 407 571 

2018年 9月30日残高 324,625 234,173  △17,257 579,237 46,135  1,166,913 120,933  1,287,846 

当第２四半期累計（自 2019年 4月 1日 至 2019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 

2019年 4月 1日残高 324,625 235,455  △29,556 576,857 24,674  1,132,055 121,575  1,253,630 

四半期利益 63,659 63,659 △1,710 61,949 

その他の包括利益 △9,543 △9,543 △838   △10,381

四半期包括利益 - - - 63,659 △9,543 54,116 △2,548 51,568 

自己株式の取得 △31 △31 △31

自己株式の処分 42 42 42

株式報酬取引 170 170 170

剰余金の配当 △16,214 △16,214 △1,880   △18,094

利益剰余金への振替 △1,650 1,650 - - 

その他 △540 499 △1 △42 △168 △210

2019年 9月30日残高 324,625 235,085  △29,545 623,151 16,780  1,170,096 116,979  1,287,075 
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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 2018年 4月 1日 

 至 2018年 9月30日) 
 

 当第２四半期累計 
(自 2019年 4月 1日 

 至 2019年 9月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー        

税引前四半期利益   117,211   80,805 

減価償却費、償却費及び減損損失 (5)① 74,489   108,263 

引当金の増減額（△は減少）   △3,320   △22,045 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）   △91,800   △15,741 

受取利息及び受取配当金   △3,724   △3,724 

支払利息   1,563   2,064 

持分法による投資損益（△は益）   △14,711   △8,044 

子会社株式売却損益（△は益）   △14,029   309 

売上債権の増減額（△は増加）   220,585   195,773 

棚卸資産の増減額（△は増加）   △65,744   △72,961 

仕入債務の増減額（△は減少）   △18,355   △28,714 

その他   △112,609   △119,139 

小計   89,556   116,846 

利息の受取額   1,264   1,490 

配当金の受取額   3,736   3,615 

利息の支払額   △1,938   △2,104 

法人所得税の支払額   △46,335   △4,624 

営業活動によるキャッシュ・フロー   46,283   115,223 

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   △62,131   △61,762 

投資有価証券の売却による収入   40,942   14,278 

子会社及び事業の売却による収支（△は支出）   16,840   △3,873 

貸付金の回収による収入   2,469   1,310 

その他   2,957   2,175 

投資活動によるキャッシュ・フロー   1,077   △47,872 

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）   11,727   31,515 

長期借入金及び社債の発行による収入   62   3 

長期借入金の返済及び社債の償還による支出   △36,539   △40,117 

リース債務の支払額 (5)① △6,132   △34,163 

自己株式の取得による支出   △10,028   △31 

親会社の所有者への配当金の支払額   △12,352   △16,214 

その他   △731   220 

財務活動によるキャッシュ・フロー   △53,993   △58,787 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）   △6,633   8,564 

現金及び現金同等物の期首残高   452,671   416,742 

現金及び現金同等物の為替変動による影響   3,000   △1,317 

現金及び現金同等物の四半期末残高   449,038   423,989 
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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会計方針の変更

　 ②継続企業の前提に関する注記

当要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、以下を除き、前年度において適用したものと同一でありま

す。

当社グループは、当第1四半期よりIFRS第16号「リース」（以下、IFRS第16号）を適用しております。

適用された会計方針及び当年度の期首において認識した累積的影響額につきましては、当年度の第1四半期四半期報告書

第4 経理の状況 1 要約四半期連結財務諸表 [要約四半期連結財務諸表注記] 3. 重要な会計方針に記載しております。

基準適用に伴う当第2四半期累計における資産、負債、資本への影響及び営業利益、四半期利益への影響は軽微であります。

なお、IFRS第16号の適用に伴い、当第1四半期より、リース債務の支払を財務活動によるキャッシュ・フローとして表示するため、

使用権資産の減価償却費等に係る調整が営業活動によるキャッシュ・フローに含まれることとなります。その結果、当第2四半期

累計において、従前のIAS第17号を適用した場合に比べ、営業活動によるキャッシュ・フローが28,495百万円増加し、財務活動

によるキャッシュ・フローが28,495百万円減少しております。
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