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富士通株式会社

第114期 中間報告書
自 平成25年4月1日　至 平成25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114期中間期（自 平成25年4月1日　至 平成

25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。
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代表取締役社長

当期は、前期に実施したLSI事業および海外事業の構造改
革を踏まえた、再スタートの年と位置付けております。
当社グループは、平成27年度に終結する中期目標として、

「営業利益2,000億円以上」、「純利益1,000億円以上」、「フ
リー・キャッシュ・フロー 1,000億円以上」を掲げ、当期はそ
の達成に向けて、収益回復と財務体質の改善への道筋を固
めてまいります。
このため、当期は次の重点施策に取り組んでおります。
まず、経営体質の徹底した強化のうえに、新サービスの創
出と、グローバルに向けた成長を実現させます。加えて、
One FUJITSUのもと、グループのあらゆる経営資源を統合
し、成長のスパイラルを加速させます。このうち、「新サービ
スの創出」の具体的な取り組み事例については、P.3「平成
25年度中間期のトピックス」をご参照ください。
これらの取り組みは、一定の成果を上げつつあります。ま
た、国内外の ICT市場を中心とした堅調な回復もあり、当中
間期における当社グループの連結業績は、前年同期および
年初計画を上回りました。売上高は2兆1,516億円と、前年

同期比797億円、年初計画比1,016億円の増収となりまし
た。営業利益は108億円と、前年同期比64億円の増益、年
初計画比208億円の改善となりました。当期純利益は税金
負担が重く96億円の損失となりましたが、前年同期比47億
円、年初計画比203億円の改善です。今後も業績計画の達
成に向けてこれらの取り組みを進めてまいります。詳細は、P.2
「平成25年度中間期の連結決算概要」をご参照ください。
当中間期の配当金につきましては、前期に実施した事業構
造改革で多額の損失を計上したことにより、株主資本が毀損
したことから、誠に遺憾ながら前期末に引き続き無配とさせ
ていただきます。構造改革と成長戦略を進展させることによ
り、業績を回復させ、早期に復配できるよう財務体質を改善
していく所存です。
今後とも、富士通グループはお客様のかけがえのないパー

トナーとして、ステークホルダーのみなさまとともに、さらな
る成長を目指してまいります。株主のみなさまにおかれまし
ては、なにとぞ倍旧のご指導、ご支援を賜りますようお願い
申しあげます。

平成25年11月

＊ 当社グループの海外子会社に適用している国際財務報告基準（IFRS）の「従業員給付」（IAS第19号）の改訂（以下、改訂IAS第19号適用）に伴い、平成24年
度中間期の数値を遡及修正しております。この結果、営業利益および当期純利益を修正しております。その影響は軽微です。
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平成25年度中間期の連結決算概要 は、当社ホームページ（http://pr.fujitsu.com/jp/ir/finance/）に掲載の「2013年度 第2四半期 連結決算概要」をご参照ください。 詳細
平成25年度中間期連結業績

決算ハイライト（単位：億円）

平成24年度中間期 平成25年度中間期

売上高 20,718 21,516

営業利益 43 108

特別損益 1 △38
税金等調整前
当期純利益 △2 100

当期純利益 △144 △96

フリー・キャッシュ・フロー △175 △551

売上高比率

＊ 売上高はセグメント間の内部売上
高を含みます。

D/E （単位：億円）レシオ

＊  D/Eレシオは、有利子負債の期末残高÷自己資
本により算出しております。

＊  平成25年3月末の数値については、改訂IAS第
19号適用により遡及修正を行っております。この
結果、D/Eレシオおよび自己資本を修正しており
ます。

セグメント別営業利益（単位：億円）

平成25年 3月末 平成 25年 9月末

●D／Eレシオ　■有利子負債の期末残高　■自己資本

0.86倍0.86倍
1.00倍1.00倍

6,4186,418
5,3495,349

6,2406,240
6,4166,416

テクノロジーソリューション

● 国内では、ネットワークサービスの減収影響
やネットワークプロダクトの先行開発投資負
担があったものの、人事施策の効果やシス
テムインテグレーションの増収効果などによ
り、増益になりました。

● 海外では、構造改革効果やのれんの償却費
負担減に加えて、ネットワークプロダクトの
増収効果がありました。

ユビキタスソリューション

● 国内では、パソコンの増収効果がありまし
た。携帯電話は販売台数の大幅な減少に加
えて円安および機能向上によるコスト増加の
影響がありました。モバイルウェアは開発投
資負担の増加の影響がありました。

● 海外では、パソコンで採算重視の販売方針によ
る効果があったほか、前年同期に米ドルに対して
ユーロ安が進んだことにより欧州でのドル建て
の部材調達コストが増加した影響がありました。
また、モバイルウェアの増収効果もありました。

デバイスソリューション

 国内では、LSIは減収影響があったものの、
早期退職優遇制度の実施などによる固定費
削減効果がありました。300㎜ラインはス
マートフォン向けの所要増により高水準の稼
働を維持しましたが、基盤ラインは引き続き
低水準となりました。今後、基盤ラインは会
津若松地区への集約を進め稼働を高めてい
く予定です。
 海外では所要増に加えて、円安による増収
影響がありました。

●

●

＊ 平成24年度中間期の数値については、改訂IAS第19号適用により遡及修正を行っております。この結果、「テクノロジーソリューション」の営業利益を修正しております。

平成25年度業績見通し

（単位：億円）

セグメント 平成24年度実績 平成25年度予想

売
上
高

テクノロジー
ソリューション 29,423 31,500

ユビキタス
ソリューション 10,902 10,600

デバイス
ソリューション 5,403 5,900

その他／
消去又は全社 △1,912 △1,800

合計 43,817 46,200

営
業
利
益

テクノロジー
ソリューション 1,739 2,070

ユビキタス
ソリューション 96 △150

デバイス
ソリューション △142 250

その他／
消去又は全社 △810 △770

合計 882 1,400

当期純利益 △799 450

＊ 売上高はセグメント間の内部売上高を含みます。

＊ 「その他／消去又は全社」には、全社費用（基礎的試験研究などの戦略費用お
よび当社グループ経営に係る共通費用）のほか、次世代スーパーコンピュー
タ事業、当社グループ会社向け情報システム開発およびファシリティサービ
ス事業、当社グループ従業員向け福利厚生事業などが含まれております。

＊ 平成24年度実績の数値については、改訂IAS第19号適用により遡及修正を
行っております。この結果、「テクノロジーソリューション」の営業利益および
当期純利益を修正しております。
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平成25年度中間期のトピックス

本中間報告書では、「新サービスの創出」の中心となるクラウド 、ビッグデータ 、モバイルに関する当期の取り組みをご紹介いたします。* *

クラウドに関する製品・サービス群
「FUJITSU Cloud Initiative」

クラウドは、最小限の投資で素早く導入でき、変化への即
時対応が可能な ICT基盤として、お客様のビジネスの選択肢
や活用領域を拡大しており、社会に大きな変革をもたらして
います。お客様にとって最適なクラウドを活用したいという
ご要望に対応するため、当社ではクラウド製品・サービス群を
「FUJITSU Cloud Initiative」として体系化いたしました。ま
た、サービス提供のための人員体制を強化するなど、今後も
お客様のイノベーションの加速に貢献してまいります。

平成25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「2013年度 第2四半期 連結決算概要」をご参照ください。 TOPICS
1 2 3

具体的な事例

モスバーガー、香港の店舗システムを
当社のクラウドで構築
株式会社モスフードサービス様は、モスバーガーの海外に
おける店舗展開施策の一つとして、店舗の運用効率化を図
るために、当社のフードサービス業向けSaaS*型業務支援
ソリューション「CloudStage F」を導入いたしました。

ビッグデータに関する製品・サービス群
「FUJITSU Big Data Initiative」

競合他社との差異化や新たなサービスのため、ビッグデー
タをいかに高度に分析、活用していくかが課題となっていま
す。当社では、最先端の技術と高度な分析力によりデータか
ら新たな価値を創出し、お客様と社会の変革を支える製品・
サービス群を「FUJITSU Big Data Initiative」として体系化
いたしました。あわせて、ビッグデータ活用を支援する拠点
と支援プログラムを整備し、ワンストップで支援いたし 
ます。

な
化

当社は、スマートデバイスで現場業務を効率化する 統

追加、変更できる
ど、現場業務の効率
を実現します。

「

具体的な事例

山崎製パン株式会社様、ビッグデータ活用に向け
統合基幹システムを全面刷新
山崎製パン株式会社様は、当社と共同で、工場ごとに分散
稼働していた基幹システムを刷新いたしました。当社の
「FUJITSU Software Interstage Service Integrator」を採
用し、国内20拠点の工場における1日400万件をこえるリ
アルタイムな受注情報などビジネスに関わる全データを、
今後のビッグデータ活用を見据えて、一元管理・利用でき
るよう環境整備いたしました。

①売上送信 ②売上収集 ④基幹取込

③データ成形 ⑤活用

インター
ネット
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モバイルに関する製品・サービス群
「FUJITSU Mobile Initiative」

スマートフォンやタブレット端末などのスマートデバイスの
活用は、外出先でのオフィス業務や営業活動での提案力向
上など様々な分野で広がりを見せています。当社では、これ
らの多種多様な活用ニーズに対応すべく、携帯端末の導入
から、これを支えるネットワークなどのインフラ構築、運用ま
で総合的に支援する製品・サービス群を「FUJITSU Mobile 
Initiative」として体系化いたしました。今後、当社がもつ豊
富な導入実績やノウハウを基に、お客様に最適なモバイルソ
リューションを提供いたします。

具体的な事例

スマートデバイスによるワークスタイル変革を
支える情報活用ソフトウェアを販売開始

AR*
合基盤を開発いたしました。例えば、保守点検作業におい
て現場をタブレットの
カメラで写すと対象物
と作業手順が重なって
画面に表示されたり、
内蔵カメラやタッチパ
ネルの直観的な操作
で誰でも簡単に現場
から作業関連情報を

FUJITSU Software Interstage AR 
Processing Server」

用語
解説

クラウド： ネットワークの向こう側に存在するICTリ
ソース（サーバ、ストレージ、ネットワーク、OS、ソフト
ウェアなど、コンピュータを十分に動作させるために
必要な環境を作る資源のこと）を、ネットワーク経由

で、必要なときに必要なだけすぐに利用できる形態。
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。

SaaS：Software as a Serviceの略。ソフトウェアが
提供する機能 (サービス) を、システムを構築・導入
することなく、ネットワーク経由で利用することを可能
にするICT活用環境のこと。

AR：Augmented Reality（拡張現実）の略。人間の
感覚で得られる現実の情報に、ICTを利活用して得ら
れるデジタル情報を重ね合わせることで、人間の感覚
を拡張、強化する技術。
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