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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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 ％

24年3月期第3四半期 141,431 △14.0 △4,234 ― △5,889 ― △12,488 ―

23年3月期第3四半期 164,490 11.5 10,223 133.3 8,113 213.4 △2,099 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △17,742百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △9,082百万円 （―％）

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

24年3月期第3四半期 △106.21 ―

23年3月期第3四半期 △17.86 ―

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

24年3月期第3四半期 205,003 108,808 52.9 922.29
23年3月期 221,272 127,626 57.4 1,080.61

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  108,444百万円 23年3月期  127,065百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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

23年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
24年3月期 ― 2.50 ―

24年3月期（予想） 2.50 5.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 189,000 △10.2 △7,000 ― △10,000 ― △19,200 ― △163.29



(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  

(2) 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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四
半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
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。 
（四半期決算補足説明資料の入手方法） 
平成24年2月10日（金）に、決算補足説明資料を当社ホームページに掲載いたします。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

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

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期3Q 120,481,395 株 23年3月期 120,481,395 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 2,898,970 株 23年3月期 2,894,450 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 117,583,984 株 23年3月期3Q 117,602,988 株
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当第３四半期連結累計期間における日本経済は、東日本大震災後の生産活動の停滞は解消されたものの、歴史的な

円高などによって厳しい状況が続きました。さらには、欧州の財政金融問題は実経済に影響を及ぼしはじめ、米国経済

においては雇用と住宅の改善が進まず、先進国での景気減速感が広がっております。中国を中心とする新興国の拡大は

あるものの、依然として景気の先行きは不透明な状態が続いております。 

エレクトロニクス業界においては、スマートフォン市場は堅調に拡大しましたが、パソコンや液晶パネルの在庫調

整が続きました。さらに、タイで発生した洪水の影響によってハードディスクドライブやデジタルカメラなどの生産が

一時的に停滞したこともあり、電子部品の需要は低調に推移しました。  

このような状況下、当社グループは、現在及び将来の事業環境に対応するため、構造改革と成長戦略を両輪とした

対策を実施しております。特に、構造改革については、海外拠点の 大活用、不採算商品の撤退、国内外の拠点再編及

び人員削減を軸とした固定費削減策を打ち出しており、その一環として、平成23年12月26日開催の当社取締役会におい

て、希望退職者の募集を行うことを決議しております。 

また、製品別には以下のような取り組みを行いました。  

コンデンサは、主力の積層商品群において生産性改善を主体とした原価低減の推進と、売上の拡大を目指した市場

開拓などの体質強化に取り組んできました。フェライト及び応用製品は、デジタル機器の電源回路向けに巻線インダク

タの販売拡大と安定供給に努めてきました。モジュールは、高周波モジュールの商品力強化と積極的なプロモーション

を推進するとともに、部品内蔵配線板「EOMIN®」の用途拡大と能力増強を行いました。その他電子部品は、スマートフ

ォンをはじめとする携帯電話市場に向けたＳＡＷ／ＦＢＡＲデバイスの生産能力を増強し、販売拡大と安定供給のため

の体制作りに努めてきました。記録製品は、前連結会計年度に構造改革を行い、黒字化に向けた取り組みを強化してき

ました。 

当第３四半期連結累計期間の連結売上高は1,414億31百万円（前年同期比14.0％減）、営業損失は42億34百万円（前

年同期は営業利益102億23百万円）、経常損失は58億89百万円（前年同期は経常利益81億13百万円）、四半期純損失は

124億88百万円（前年同期は四半期純損失20億99百万円）となりました。 

当第３四半期連結累計期間における期中平均の為替レートは１米ドル79.43円と前年同期の平均為替レートである１

米ドル87.64円と比べ8.21円の円高となりました。 

  

製品別の売上高は次のとおりであります。 

  

＜電子部品＞  

  

[コンデンサ] 

積層セラミックコンデンサをはじめ、各種コンデンサが含まれます。 

当第３四半期連結累計期間は、スマートフォンを中心とする通信機器向けの売上が前年同期比で増加しましたが、

テレビなどの民生機器向け、パソコンなどの情報機器向け、液晶パネルなどの部品向けが減少したことにより、売上高

は660億53百万円（前年同期比16.5％減）となりました。 

  

[フェライト及び応用製品] 

フェライトコア、その応用製品である各種インダクタが含まれます。 

当第３四半期連結累計期間は、全ての機器向けの売上が前年同期を下回り、売上高は216億35百万円（前年同期比

9.1％減）となりました。 

  

[モジュール] 

各種電源モジュール、高周波モジュール、部品内蔵配線板が含まれます。 

当第３四半期連結累計期間は、電源モジュールが減少し、売上高は222億11百万円（前年同期比13.0％減）となりま

した。 

  

[その他電子部品] 

上記区分に属さない電子部品が含まれます。 

主な製品であるＳＡＷフィルタなどのＳＡＷ／ＦＢＡＲデバイスの売上が前年同期比で増加し、当第３四半期連結

累計期間の売上高は138億３百万円（前年同期比16.0％増）となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報
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＜記録製品その他＞  

  

[記録製品] 

ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ－Ｒ／ＤＶＤ＋Ｒ、ＢＤ－Ｒが含まれます。 

当第３四半期連結累計期間は、ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ－Ｒ／ＤＶＤ＋Ｒの売上が前年同期を下回り、売上高は124億77百

万円（前年同期比23.8％減）となりました。 

   

[その他] 

主なものは関係会社における実装事業で、当第３四半期連結累計期間の売上高は52億49百万円（前年同期比32.2％

減）となりました。 

  

① 財政状態の変動状況 

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に対して162億68百万円減少しました。そのうち

流動資産は135億66百万円減少しており、主な要因は、現金及び預金の減少118億66百万円、仕掛品の減少７億３百万

円、その他流動資産の減少12億21百万円であります。また固定資産は27億２百万円減少しており、主な要因は、有形固

定資産の増加22億72百万円、無形固定資産の減少５億98百万円、投資その他の資産の減少43億75百万円であります。 

 負債は25億48百万円増加しました。主な要因は、支払手形及び買掛金の減少４億69百万円、短期借入金の増加108億

46百万円、１年内返済予定の長期借入金の減少79億68百万円であります。 

 純資産は、188億17百万円減少しました。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

 営業活動によるキャッシュ・フローは37億83百万円の収入(前年同期比81.2％減)となりました。主な要因は、税金等

調整前四半期純損失68億69百万円、減価償却費139億99百万円、売上債権の増加額28億36百万円、たな卸資産の増加額

９億67百万円、仕入債務の増加額19億79百万円であります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは249億95百万円の支出(前年同期比89.6％増)となりました。主な要因は、固定

資産の取得による支出253億17百万円であります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは108億38百万円の収入(前年同期は72億44百万円の支出)となりました。主な要

因は、短期借入金の純増加110億39百万円、配当金の支払額８億80百万円であります。 

 以上の結果、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に対し116億72百万円

減少し、271億39百万円となりました。   

  

 連結業績予想につきましては、平成23年12月26日の「希望退職者募集に伴う特別損失の発生の見込み並びに業績予想

の修正に関するお知らせ」で公表いたしました通期の連結業績予想から変更はありません。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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２．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 39,957 28,091

受取手形及び売掛金 41,190 41,156

商品及び製品 13,275 13,608

仕掛品 9,318 8,615

原材料及び貯蔵品 9,893 9,822

その他 6,156 4,934

貸倒引当金 △216 △220

流動資産合計 119,575 106,009

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 62,069 62,115

機械装置及び運搬具 179,944 186,989

工具、器具及び備品 17,648 17,723

土地 7,715 7,707

建設仮勘定 10,742 7,792

減価償却累計額 △190,517 △192,453

有形固定資産合計 87,602 89,874

無形固定資産   

のれん 2,646 2,012

その他 784 818

無形固定資産合計 3,430 2,831

投資その他の資産   

投資有価証券 4,677 3,812

その他 6,237 2,709

貸倒引当金 △250 △233

投資その他の資産合計 10,664 6,288

固定資産合計 101,696 98,994

資産合計 221,272 205,003
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 17,047 16,578

短期借入金 2,996 13,842

1年内返済予定の長期借入金 12,539 4,570

未払法人税等 1,120 541

賞与引当金 2,951 1,041

役員賞与引当金 46 －

その他 18,699 12,468

流動負債合計 55,402 49,042

固定負債   

転換社債型新株予約権付社債 20,000 20,000

長期借入金 9,469 19,065

退職給付引当金 3,400 1,690

役員退職慰労引当金 136 88

負ののれん 51 36

その他 5,185 6,270

固定負債合計 38,244 47,151

負債合計 93,646 96,194

純資産の部   

株主資本   

資本金 23,557 23,557

資本剰余金 41,471 41,471

利益剰余金 89,301 75,931

自己株式 △3,620 △3,625

株主資本合計 150,709 137,334

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 381 △85

繰延ヘッジ損益 △49 2

為替換算調整勘定 △23,975 △28,806

その他の包括利益累計額合計 △23,643 △28,889

新株予約権 287 329

少数株主持分 272 34

純資産合計 127,626 108,808

負債純資産合計 221,272 205,003
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 164,490 141,431

売上原価 126,238 119,211

売上総利益 38,251 22,220

販売費及び一般管理費 28,027 26,454

営業利益又は営業損失（△） 10,223 △4,234

営業外収益   

受取利息 143 129

受取配当金 80 93

持分法による投資利益 19 53

助成金収入 58 60

その他 119 116

営業外収益合計 421 454

営業外費用   

支払利息 360 304

為替差損 1,607 1,288

休止固定資産減価償却費 486 263

その他 77 251

営業外費用合計 2,531 2,109

経常利益又は経常損失（△） 8,113 △5,889

特別利益   

固定資産売却益 904 21

退職給付制度移行益 － 55

その他 125 12

特別利益合計 1,029 89

特別損失   

固定資産除売却損 2,036 408

減損損失 7,228 109

たな卸資産廃棄損 252 84

投資有価証券評価損 － 442

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 27 －

その他 6 24

特別損失合計 9,552 1,069

税金等調整前四半期純損失（△） △408 △6,869

法人税、住民税及び事業税 1,679 808

法人税等調整額 2 4,817

法人税等合計 1,682 5,625

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △2,091 △12,494

少数株主利益又は少数株主損失（△） 8 △6

四半期純損失（△） △2,099 △12,488
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △2,091 △12,494

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △178 △467

繰延ヘッジ損益 178 52

為替換算調整勘定 △6,991 △4,831

その他の包括利益合計 △6,991 △5,247

四半期包括利益 △9,082 △17,742

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △9,090 △17,734

少数株主に係る四半期包括利益 8 △7
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31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損失（△） △408 △6,869

減価償却費 14,481 13,999

減損損失 7,228 109

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 27 －

のれん償却額 633 633

負ののれん償却額 △15 △15

貸倒引当金の増減額（△は減少） △99 5

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,392 △1,888

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 38 △46

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1 △44

受取利息及び受取配当金 △224 △223

支払利息 360 304

持分法による投資損益（△は益） △19 △53

固定資産除売却損益（△は益） 1,133 386

投資有価証券評価損益（△は益） － 442

売上債権の増減額（△は増加） 241 △2,836

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,448 △967

仕入債務の増減額（△は減少） 3,844 1,979

その他 904 149

小計 22,285 5,063

利息及び配当金の受取額 222 222

利息の支払額 △382 △254

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △2,014 △1,248

営業活動によるキャッシュ・フロー 20,111 3,783

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） △976 95

固定資産の取得による支出 △13,056 △25,317

固定資産の売却による収入 968 63

投資有価証券の取得による支出 △75 △150

投資有価証券の売却による収入 － 5

その他 △43 307

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,183 △24,995

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） △2,733 11,039

長期借入れによる収入 － 12,000

長期借入金の返済による支出 △2,603 △10,372

少数株主からの払込みによる収入 － 5

少数株主からの株式取得に対する支出 － △223

自己株式の取得による支出 △20 △4

配当金の支払額 △1,180 △880

リース債務の返済による支出 △704 △724

その他 △1 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,244 10,838

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,984 △1,298

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,301 △11,672

現金及び現金同等物の期首残高 40,451 38,811

現金及び現金同等物の四半期末残高 38,150 27,139
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 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

３．補足情報

（１）製品別売上

  

  製品区分   

前第３四半期連結累計期間 

（自 平成22年４月１日 

至 平成22年12月31日） 

 当第３四半期連結累計期間 

（自 平成23年４月１日 

至 平成23年12月31日） 

金額（百万円） 
構成比

（％） 
金額（百万円） 

構成比

（％） 

 コンデンサ  79,147  48.1  66,053  46.7

 フェライト及び応用製品  23,809  14.5  21,635  15.3

 モジュール  25,525  15.5  22,211  15.7

 その他電子部品  11,901  7.2  13,803  9.8

電子部品 計  140,383  85.3  123,704  87.5

 記録製品  16,368  10.0  12,477  8.8

 その他  7,738  4.7  5,249  3.7

記録製品その他 計  24,107  14.7  17,727  12.5

       合計  164,490  100.0  141,431  100.0
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平成24年2月10日

上場会社名 ：太陽誘電株式会社
コード番号 ：6976　(東証 第一部)
代表者 ：代表取締役社長　綿貫　英治
問合せ窓口 ：経営企画本部　財務経理部

TEL　( 03 - 3832 - 0101 )

(百万円未満切捨て)

[業績の概要]

期　別   

科　目 金額（百万円） 増減率(％)

△23,058　 △14.0　

△14,457　 -

△14,002　 -

△6,460　 -

△10,388　 -

△8,659　 -

円 円

百万円 百万円 △408百万円　 △6.4%　
百万円 百万円 3,748百万円　 24.1%　
百万円 百万円 △482百万円　 △3.3%　

(注) 1 百分比は売上高比であります。

      2 当第３四半期及び前第３四半期における潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの

       1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。　

金額 増減率(％)

百万円 百万円 △16,268百万円 △7.4　

百万円 百万円 △18,817百万円 △14.7　

％ ％ △4.5ポイント -

円 円 △158.32円 △14.7　

［製品別売上高］

金額（百万円） 増減率(％)

△13,093　 △16.5　

△2,174　 △9.1　

△3,313　 △13.0　

1,902　 16.0　

△16,679　 △11.9  

△3,890　 △23.8　

△2,488　 △32.2　

△6,379　 △26.5　

△23,058　 △14.0　100.0　合計 164,490　 100.0　 141,431　

3.7　

記録製品その他　計 24,107　 14.7　 17,727　 12.5　

その他 7,738　 4.7　 5,249　

87.5　

記録製品 16,368　 10.0　 12,477　 8.8　

電子部品　計 140,383　 85.3　 123,704　

15.7　

その他電子部品 11,901　 7.2　 13,803　 9.8　

モジュール 25,525　 15.5　 22,211　

46.7　

フェライト及び応用製品 23,809　 14.5　 21,635　 15.3　

コンデンサ 79,147　 48.1　 66,053　

増減

製品区分
（22.4.1～22.12.31） （23.4.1～23.12.31）

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％）

1株当たり純資産 1,080.61　 922.29　

前第３四半期 当第３四半期

純資産 127,626　 108,808　

自己資本比率 57.4　 52.9　

(23.3.31) (23.12.31)

総資産 221,272　 205,003　

前連結会計年度末 当第３四半期 増減

減価償却費 14,481　 13,999　

研究開発費 6,410　 6,002　
設備投資額 15,579　 19,328　

円
1株当たり当期純利益

1株当たり当期純利益 △17.86　 △106.21　
潜在株式調整後

－ 円 －

△8.8　

包括利益 △9,082　 - △17,742　 -

当期純利益 △2,099　 △1.3　 △12,488　

△4.2　

税引前当期純利益 △408　 △0.2　 △6,869　 △4.9　

経常利益 8,113　 4.9　 △5,889　

100.0　

営業利益 10,223　 6.2　 △4,234　 △3.0　

売上高 164,490　 100.0　 141,431　

金額（百万円） 百分比（％） 金額（百万円） 百分比（％）

平成24年３月期　第３四半期決算概要

前第３四半期 当第３四半期
増減

（22.4.1～22.12.31） （23.4.1～23.12.31）
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