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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 14,379 △23.4 123 △48.5 △117 ― △226 ―

21年3月期第2四半期 18,776 ― 240 ― 154 ― 48 ―

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

22年3月期第2四半期 △6.42 ―

21年3月期第2四半期 1.37 ―

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

22年3月期第2四半期 14,606 1,191 7.5 31.11
21年3月期 13,341 1,277 8.9 33.70

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  1,096百万円 21年3月期  1,187百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

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

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 30,000 △12.6 500 ― 200 ― 100 ― 2.84
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4.  その他 

(1) 期中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) 簡便な会計処理及び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) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(注）詳細は、3～4ページ【定性的情報・財務諸表等】 4.その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

業績予想につきましては、本資料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、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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 35,302,649株 21年3月期  35,302,649株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  63,538株 21年3月期  61,426株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 35,240,218株 21年3月期第2四半期 35,247,963株
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【定性的情報・財務諸表等】 

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、中国を中心としたアジア向けの輸出が好調に

推移したことや在庫調整の進展、各種経済対策の効果により持ち直しの動きが見られ、実質GDPがマ

イナス成長からプラス成長に転じ、景気の底入れ感が見えつつあります。しかしながら設備投資の

抑制、雇用情勢の悪化や急激な円高の進行等による景気の下振れ懸念があり、企業収益は依然とし

て厳しい状況が続いております。 

このような状況の中、当社グループでは、主力商品の受注確保に努めるとともに、材料原価の低

減や生産性向上による製造原価の圧縮等原価改善活動の強化を推進してまいりました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は前年同期比23.4％減の143億7千9百万円となりま

した。 

部門別売上高では、変成器部門は電子レンジ用高圧トランスをはじめ全体的な需要低迷により38

億7千7百万円（前年同期比37.1％減)、電源ユニット部門は、アミューズメント用電源機器および薄

型テレビ用電源の減少等により68億2千3百万円（前年同期比33.6％減）、インバータ部門は、太陽

光発電用パワーコンディショナが大幅に増加した結果、34億9千万円（前年同期比96.2％増）、その

他が1億8千8百万円（前年同期比66.6％減）となりました。 

販売地域別売上高の構成比では、日本が45.4％、アジアが53.8％、その他が0.8％となりました。 

一方、損益面では、営業利益は1億2千3百万円(前年同期比48.5％減)となりましたが、急激な円高

による為替差損等により経常損失は1億1千7百万円(前年同期経常利益1億5千4百万円)、四半期純損

失は2億2千6百万円(前年同期四半期純利益4千8百万円)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における総資産は、146億6百万円となり、前連結会計年度末に比べ

12億6千4百万円増加となりました。主として現金及び預金が14億1千1百万円増加し、たな卸資産が1

億8千1百万円減少したこと等によるものであります。 

   負債は134億1千4百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億5千万円増加となりました。主とし

て支払手形及び買掛金が10億2千万円、有利子負債が2億7千9百万円それぞれ増加したこと等による

ものであります。 

 純資産は11億9千1百万円となり、前連結会計年度末に比べ8千5百万円減少となりました。利益剰

余金が2億2千6百万円減少し、その他有価証券評価差額金が1億2千1百万円増加したこと等によるも

のであります。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

通期の業績見通しは、現在取り組んでいる諸施策および現下の受注状況を勘案し、平成21年5月15

日公表どおり据え置きます。 

 

・連結業績見通し（通期） 

売上高      30,000百万円（前連結会計年度比 △12.6%） 

営業利益       500百万円（前連結会計年度比   － ） 

経常利益       200百万円（前連結会計年度比   － ） 

当期純利益      100百万円（前連結会計年度比   － ） 

 

４．その他 

(1) 期中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） 

該当事項はありません。 

 

(2) 簡便な会計処理及び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) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

 表示方法の変更 

 （四半期連結貸借対照表関係） 

前第２四半期連結会計期間において、流動負債の「その他」に含めておりました「リース債

務」は、当第２四半期連結会計期間では区分掲記することとしております。なお、前第２四半期

連結会計期間の流動負債の「その他」に含まれる「リース債務」の金額は120百万円であります。 

前第２四半期連結会計期間において、固定負債の「その他」に含めておりました「リース債

務」は、当第２四半期連結会計期間では区分掲記することとしております。なお、前第２四半期

連結会計期間の固定負債の「その他」に含まれる「リース債務」の金額は522百万円であります。 

 

（4）継続企業の前提に関する重要事象等 

当社グループは、前連結会計年度末におきまして、大幅な当期純損失を計上しました。 

当該重要な当期純損失の状況につきましては、引き続き厳しい経営環境の中、当社グループが

現在取り組んでいる諸施策、すなわち太陽光発電用パワーコンディショナ等の主力商品の受注拡

大、最適地生産への再編、徹底したコスト削減等を着実に推進することによって解消できるもの

と判断しております。 

 

（追加情報） 

 該当事項はありません。 
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5.【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）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,529 2,117

受取手形及び売掛金 3,101 3,126

商品及び製品 868 1,293

仕掛品 417 200

原材料及び貯蔵品 1,909 1,883

繰延税金資産 6 20

その他 530 412

貸倒引当金 △6 △6

流動資産合計 10,356 9,047

固定資産   

有形固定資産 2,391 2,571

無形固定資産   

のれん 24 30

その他 123 130

無形固定資産合計 148 161

投資その他の資産   

投資有価証券 1,375 1,231

その他 313 302

貸倒引当金 △1 △0

投資その他の資産合計 1,687 1,533

固定資産合計 4,227 4,266

繰延資産 22 27

資産合計 14,606 13,341
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,773 3,752

短期借入金 2,511 2,736

1年内返済予定の長期借入金 869 776

1年内償還予定の社債 250 230

リース債務 164 162

未払法人税等 51 45

賞与引当金 136 94

その他 530 514

流動負債合計 9,286 8,312

固定負債   

社債 930 1,060

長期借入金 1,947 1,363

リース債務 496 560

退職給付引当金 574 577

その他 179 190

固定負債合計 4,127 3,751

負債合計 13,414 12,064

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,195 3,195

利益剰余金 △996 △770

自己株式 △11 △11

株主資本合計 2,187 2,413

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △157 △278

為替換算調整勘定 △933 △947

評価・換算差額等合計 △1,090 △1,226

少数株主持分 95 89

純資産合計 1,191 1,277

負債純資産合計 14,606 13,341
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(2)【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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 18,776 14,379

売上原価 17,307 13,165

売上総利益 1,469 1,213

販売費及び一般管理費 1,228 1,090

営業利益 240 123

営業外収益   

受取利息 2 0

受取配当金 6 3

為替差益 47 －

デリバティブ利益 － 27

その他 23 7

営業外収益合計 80 40

営業外費用   

支払利息 94 102

持分法による投資損失 27 10

為替差損 － 120

その他 43 48

営業外費用合計 166 281

経常利益又は経常損失（△） 154 △117

特別利益   

固定資産売却益 1 －

特別利益合計 1 －

特別損失   

固定資産除売却損 0 1

投資有価証券評価損 1 －

特別退職金 － 8

たな卸資産評価損 12 －

特別損失合計 14 10

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

141 △127

法人税、住民税及び事業税 83 77

法人税等調整額 △6 2

法人税等合計 77 79

少数株主利益 16 18

四半期純利益又は四半期純損失（△） 48 △226

田淵電機㈱　（6624）平成22年3月期　第2四半期決算短信

7



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

141 △127

減価償却費 263 282

のれん償却額 6 6

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 0

退職給付引当金の増減額（△は減少） △29 △2

受取利息及び受取配当金 △9 △4

支払利息 94 102

持分法による投資損益（△は益） 27 10

有形固定資産除売却損益（△は益） △1 1

売上債権の増減額（△は増加） △379 △12

たな卸資産の増減額（△は増加） △778 58

仕入債務の増減額（△は減少） 208 1,145

その他 △34 △29

小計 △491 1,430

利息及び配当金の受取額 9 4

利息の支払額 △96 △105

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △88 △69

営業活動によるキャッシュ・フロー △666 1,259

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △595 △144

有形固定資産の売却による収入 50 2

その他 △6 △8

投資活動によるキャッシュ・フロー △551 △150

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △222 △159

長期借入れによる収入 300 1,100

長期借入金の返済による支出 △362 △422

社債の発行による収入 781 －

社債の償還による支出 △30 △110

リース債務の返済による支出 △47 △83

配当金の支払額 △105 －

少数株主への配当金の支払額 △36 △10

その他 △1 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 277 314

現金及び現金同等物に係る換算差額 40 △11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △900 1,411

現金及び現金同等物の期首残高 2,573 2,117

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,673 3,529
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

    該当事項はありません。 

 

(5) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

  前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）及び 

  当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

   連結売上高、営業利益及び資産の金額に占める「電子・電気機械器具及び部品事業」の割合がい 

ずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 

 
日本 

(百万円) 

アジア 

(百万円) 

計 

(百万円) 

消去又は 

全社 

(百万円) 

連結 

(百万円) 

売上高      

(1)外部顧客に 
対する売上高 

5,382 13,394 18,776 － 18,776 

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

155 1,066 1,222 (1,222) － 

計 5,537 14,461 19,999 (1,222) 18,776 

営業利益 226 13 240 0 240 

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

  アジア…タイ国、香港、中国、ベトナム 

３ 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を第1四半期連結会

計期間から適用し、評価基準及び評価方法について、主として総平均法による低価法から主として総平

均法による原価法（貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に変更して

おります。この結果、従来の方法によった場合に比べ、当第２四半期連結累計期間の営業利益が日本に

おいて1百万円減少し、アジアにおいて0百万円減少しております。 

 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 

 
日本 

(百万円) 

アジア 

(百万円) 

計 

(百万円) 

消去又は 

全社 

(百万円) 

連結 

(百万円) 

売上高      

(1)外部顧客に 
対する売上高 

6,484 7,895 14,379 － 14,379 

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

109 897 1,007 (1,007) － 

計 6,593 8,792 15,386 (1,007) 14,379 

営業利益又は営業損失
（△） 

187 △62 125 (1) 123 

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

  アジア…タイ国、香港、中国、ベトナム 
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【海外売上高】 

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 

 北南米 欧州 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 83 185 13,072 13,341 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － 18,776 

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％） 

0.4 1.0 69.6 71.0 

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 
 (1) 北南米…米国 
 (2) 欧州…英国、ベルギー、フランス、ドイツ、スペイン 
 (3) アジア…タイ国、香港、韓国、中国、台湾、シンガポール、マレーシア、ベトナム 

３ 海外売上高は、提出会社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高の合計額(ただし、連

結会社間の内部売上高を除く)であります。 

 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 

 北南米 欧州 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 39 76 7,741 7,858 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － 14,379 

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％） 

0.3 0.5 53.8 54.6 

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 
 (1) 北南米…米国 
 (2) 欧州…英国、ドイツ、チェコ 
 (3) アジア…タイ国、香港、韓国、中国、台湾、シンガポール、マレーシア、ベトナム 

３ 海外売上高は、提出会社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高の合計額(ただし、連

結会社間の内部売上高を除く)であります。 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 

 

(7)  重要な後発事象 

   該当事項はありません。 
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【その他の情報】 

生産、受注及び販売の状況 
(1) 生産実績 

  当第２四半期連結累計期間における部門別生産実績は次のとおりであります。 

区分 生産高(百万円) 前年同四半期比(％) 

変成器部門 3,783 △36.6 

電源ユニット部門 6,803 △32.6 

インバータ部門 3,505 +115.9 

その他 197 △61.6 

合計 14,290 △21.5 

（注）1 金額は販売価格で記載しております。 
   2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 受注状況 

  当第２四半期連結累計期間における部門別受注状況は次のとおりであります。 

部門別 
受注高 
(百万円) 

前年同四半期比 
(％) 

受注残高 
(百万円) 

前年同四半期比 
(％) 

変成器部門 3,586 △40.3 1,106 △37.7 

電源ユニット部門 7,991 △26.6 3,226 +3.5 

インバータ部門 5,048 +158.5 2,389 +312.7 

その他 180 △66.8 115 +52.7 

合計 16,806 △13.3 6,837 +23.2 

（注）1 金額は販売価格で記載しております。 
   2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(3) 販売実績 

  当第２四半期連結累計期間における部門別販売実績は次のとおりであります。 

部門別 販売高(百万円) 前年同四半期比(％) 

変成器部門 3,877 △37.1 

電源ユニット部門 6,823 △33.6 

インバータ部門 3,490 +96.2 

その他 188 △66.6 

合計 14,379 △23.4 

（注）金額には消費税等は含んでおりません。 
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