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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第3四半期 146,031 3.3 3,356 ― 4,201 ― 2,399 ―

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

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 6,992百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 △17,742百万円 （―％）

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

25年3月期第3四半期 20.40 20.36
24年3月期第3四半期 △106.21 ―

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

25年3月期第3四半期 219,887 110,532 50.1 937.08
24年3月期 208,461 104,400 49.9 884.70

（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  110,226百万円 24年3月期  104,024百万円

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

24年3月期 ― 2.50 ― 2.50 5.00
25年3月期 ― 5.00 ―

25年3月期（予想） 5.00 10.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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  ：  有  
連結業績予想の修正については、本日（平成25年２月13日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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 195,000 6.1 5,000 ― 6,000 ― 3,000 ― 25.50



(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 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料P．３「２．サマリー情報（注
記事項）に関する事項 （１） 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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
半期連結財務諸表に対する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 
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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。 
決算説明会にて使用した資料等については、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。 

※  注記事項

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   ：  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   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期3Q 120,481,395 株 24年3月期 120,481,395 株

② 期末自己株式数 25年3月期3Q 2,853,351 株 24年3月期 2,899,010 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 117,611,255 株 24年3月期3Q 117,583,984 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年12月31日まで）における当社グループを取り巻く経営環

境は、世界経済が減速した状態で続いているため厳しい状況で推移し、不確実性は引き続き高い状態にあります。 

当社グループが属するエレクトロニクス業界においては、スマートフォンやタブレットPC市場の拡大が続いているも

のの、パソコンやテレビなどの市場が引き続き低迷したことにより、電子部品の需要は低調に推移いたしました。 

このような厳しい状況下、当社グループは、平成27年3月期を 終年度とする中期経営計画で掲げた目標の達成に向け

て体質改善策と成長戦略を両輪とした構造改革を実施しております。体質改善策においては、海外生産拠点 大活用の一

環としてコンデンサ及びインダクタの海外移管を進めております。成長戦略においては、コンデンサやインダクタ、

SAW/FBARデバイスなどのスーパーハイエンド商品の販売拡大に取り組んでおります。 

また、事業セグメント別では、電子部品事業において需要の拡大が続くスマートフォン市場に向け、0402サイズ及び

0603サイズの積層セラミックコンデンサ、新開発の金属系磁性材料を使用したメタル系パワーインダクタ、0402サイズ及

び0603サイズの高周波積層High-QチップインダクタやSAW/FBARデバイスなどのスーパーハイエンド商品を中心に生産体制

を強化し、販売を拡大してまいりました。記録製品その他事業においては、記録製品の黒字化に向けた取り組みを継続し

ております。 

当第３四半期連結累計期間の連結売上高は1,460億31百万円（前年同期比3.3％増）、営業利益は33億56百万円（前年

同期は営業損失42億34百万円）、経常利益は42億１百万円（前年同期は経常損失58億89百万円）、四半期純利益は23億99

百万円（前年同期は四半期純損失124億88百万円）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79.88円と前年同期の平均為替レートである１米

ドル79.43円と比べ0.45円の円安となりました。 

  

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が含まれます。 

当第３四半期連結累計期間は、民生機器向け、情報機器向け、部品向けの売上が前年同期比で減少したものの、通信

機器向けの売上が前年同期比で増加したことにより、売上高は666億65百万円（前年同期比2.9％増）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、情報機器向け、通信機器向けの売上が前年同期比で増加したものの、民生機器向け、

部品向けの売上が前年同期比で減少したことにより、売上高は214億69百万円（前年同期比0.8％減）となりました。 

  

[複合デバイス] 

SAW/FBARデバイス、電源モジュール、高周波モジュール、部品内蔵配線板などが含まれます。 

当第３四半期連結累計期間は、SAW/FBARデバイスの売上が前年同期比で増加したことにより、売上高は379億66百万

円（前年同期比11.2％増）となりました。 

  

[その他電子部品] 

エネルギーデバイスなどが含まれます。 

当第３四半期連結累計期間の売上高は35億95百万円（前年同期比14.1％増）となりました。 

  

＜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の売上が減少したことにより、売上高は115億52百万円（前年同期

比7.4％減）となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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[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47億81百万円（前年同期比8.9％

減）となりました。 

  

（注）当第１四半期連結会計期間より、従来「モジュール」と表示していたものを「複合デバイス」として表示いたし

     ました。また、従来「その他電子部品」に含めていたSAW/FBARデバイス、高周波複合部品を「複合デバイス」 

      に、「コンデンサ」に含めていたエネルギーデバイスを「その他電子部品」に含めて表示することといたしまし

      た。 

   なお、前第３四半期連結累計期間の数値についても見直し後の製品区分により比較しております。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

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114億26百万円増加いたしました。そ

のうち流動資産は108億32百万円増加しており、主な要因は、現金及び預金の増加32億３百万円、受取手形及び売掛

金の増加42億18百万円、商品及び製品の増加11億43百万円、仕掛品の増加12億56百万円であります。また固定資産は

５億94百万円増加しており、主な要因は、有形固定資産の増加15億60百万円、無形固定資産の減少４億62百万円、投

資その他の資産の減少５億３百万円であります。 

 負債は52億94百万円増加いたしました。主な要因は、短期借入金の増加128億90百万円、１年内償還予定の転換社

債型新株予約権付社債の減少196億35百万円、長期借入金の増加122億３百万円であります。 

 純資産は、61億31百万円増加いたしました。 

  

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125億61百万円の収入(前年同期比232.0％増)となりました。主な要因は、税

金等調整前四半期純利益31億52百万円、減価償却費143億49百万円、売上債権の増加額12億７百万円、たな卸資産の

増加額14億33百万円、仕入債務の増加額14億90百万円、事業構造改善費用の支払額34億18百万円であります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは148億11百万円の支出(前年同期比40.7％減)となりました。主な要因は、固

定資産の取得による支出154億19百万円であります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは42億45百万円の収入(前年同期比60.8％減)となりました。主な要因は、短期

借入金の純増加額127億41百万円、長期借入れによる収入150億77百万円、長期借入金の返済による支出24億97百万

円、１年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債の償還による支出196億35百万円、配当金の支払額８億85百万円

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31億80百万円

増加し、298億52百万円となりました。 

  

 （３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間の業績を勘案し、平成24年11月６日に公表しました通期の連結業績予想を修正いたしま

した。なお、当該予想数値の修正に関する事項は、本日（平成25年２月13日）公表の「業績予想の修正に関するお知 

 らせ」をご参照ください。  

  

（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

会計方針の変更  

（減価償却方法の変更）  

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後 

に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

 当該変更により、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益は 百万円増加、経常利益は 

百万円増加、税金等調整前四半期純利益は 百万円増加しております。 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

201

205 205
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３．四半期連結財務諸表 
（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24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 27,912 31,116

受取手形及び売掛金 41,865 46,083

商品及び製品 13,099 14,243

仕掛品 8,529 9,785

原材料及び貯蔵品 8,920 9,464

その他 4,361 4,858

貸倒引当金 △289 △320

流動資産合計 104,398 115,230

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 64,204 66,874

機械装置及び運搬具 192,930 208,369

工具、器具及び備品 18,212 18,801

土地 7,686 7,693

建設仮勘定 10,396 6,055

減価償却累計額 △199,409 △212,213

有形固定資産合計 94,021 95,581

無形固定資産   

のれん 1,801 1,351

その他 823 811

無形固定資産合計 2,624 2,162

投資その他の資産   

投資有価証券 4,550 3,941

その他 3,112 3,231

貸倒引当金 △246 △259

投資その他の資産合計 7,416 6,912

固定資産合計 104,062 104,656

資産合計 208,461 219,887
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 15,345 19,337

1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 19,635 －

短期借入金 9,031 21,922

1年内返済予定の長期借入金 4,147 4,524

未払法人税等 586 1,037

賞与引当金 1,741 1,295

事業構造改善引当金 474 －

その他 18,794 15,748

流動負債合計 69,757 63,865

固定負債   

社債 8,000 8,000

転換社債型新株予約権付社債 365 365

長期借入金 17,297 29,501

退職給付引当金 1,659 1,114

役員退職慰労引当金 107 120

負ののれん 31 15

その他 6,842 6,372

固定負債合計 34,303 45,490

負債合計 104,061 109,355

純資産の部   

株主資本   

資本金 23,557 23,557

資本剰余金 41,471 41,484

利益剰余金 66,820 68,337

自己株式 △3,625 △3,562

株主資本合計 128,222 129,815

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 433 303

繰延ヘッジ損益 5 △132

為替換算調整勘定 △24,637 △19,759

その他の包括利益累計額合計 △24,198 △19,588

新株予約権 329 274

少数株主持分 46 30

純資産合計 104,400 110,532

負債純資産合計 208,461 219,887

太陽誘電㈱（6976）　平成25年３月期　第３四半期決算短信

-5-



（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23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

売上高 141,431 146,031

売上原価 119,211 118,296

売上総利益 22,220 27,735

販売費及び一般管理費 26,454 24,378

営業利益又は営業損失（△） △4,234 3,356

営業外収益   

受取利息 129 116

受取配当金 93 87

持分法による投資利益 53 21

為替差益 － 1,260

助成金収入 60 36

その他 116 167

営業外収益合計 454 1,690

営業外費用   

支払利息 304 418

社債利息 － 55

為替差損 1,288 －

休止固定資産減価償却費 263 228

その他 251 144

営業外費用合計 2,109 845

経常利益又は経常損失（△） △5,889 4,201

特別利益   

固定資産売却益 21 15

退職給付制度移行益 55 －

その他 12 0

特別利益合計 89 15

特別損失   

固定資産除売却損 408 85

減損損失 109 283

たな卸資産廃棄損 84 12

投資有価証券評価損 442 427

事業構造改善費用 － 254

その他 24 1

特別損失合計 1,069 1,064

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（△）

△6,869 3,152

法人税、住民税及び事業税 808 1,026

法人税等調整額 4,817 △256

法人税等合計 5,625 769

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△12,494 2,382

少数株主損失（△） △6 △16

四半期純利益又は四半期純損失（△） △12,488 2,399
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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23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△12,494 2,382

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △467 △129

繰延ヘッジ損益 52 △138

為替換算調整勘定 △4,831 4,878

その他の包括利益合計 △5,247 4,610

四半期包括利益 △17,742 6,992

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △17,734 7,008

少数株主に係る四半期包括利益 △7 △15
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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23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△6,869 3,152

減価償却費 13,999 14,349

減損損失 109 283

事業構造改善費用 － 254

のれん償却額 633 450

負ののれん償却額 △15 △15

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5 24

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,888 △471

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △46 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △44 11

受取利息及び受取配当金 △223 △204

支払利息 304 418

社債利息 － 55

持分法による投資損益（△は益） △53 △21

固定資産除売却損益（△は益） 386 70

投資有価証券評価損益（△は益） 442 427

売上債権の増減額（△は増加） △2,836 △1,207

たな卸資産の増減額（△は増加） △967 △1,433

仕入債務の増減額（△は減少） 1,979 1,490

その他 149 △800

小計 5,063 16,833

利息及び配当金の受取額 222 264

利息の支払額 △254 △369

事業構造改善費用の支払額 － △3,418

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,248 △748

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,783 12,561

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） 95 65

固定資産の取得による支出 △25,317 △15,419

固定資産の売却による収入 63 29

投資有価証券の取得による支出 △150 －

投資有価証券の売却による収入 5 30

その他 307 483

投資活動によるキャッシュ・フロー △24,995 △14,811

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） 11,039 12,741

長期借入れによる収入 12,000 15,077

長期借入金の返済による支出 △10,372 △2,497

１年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債の
償還による支出

－ △19,635

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 △4 △7

配当金の支払額 △880 △885

リース債務の返済による支出 △724 △548

その他 － 0

財務活動によるキャッシュ・フロー 10,838 4,245

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,298 1,184

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △11,672 3,180

現金及び現金同等物の期首残高 38,811 26,671

現金及び現金同等物の四半期末残高 27,139 29,852
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該当事項はありません。   

   

該当事項はありません。   

   

（１）製品別売上高 

  

（注）当第１四半期連結会計期間より、従来「モジュール」と表示していたものを「複合デバイス」として表示いたし

   ました。また、従来「その他電子部品」に含めていたSAW/FBARデバイス、高周波複合部品を「複合デバイス」 

   に、「コンデンサ」に含めていたエネルギーデバイスを「その他電子部品」に含めて表示することといたしまし

   た。 

   なお、比較のため前第３四半期連結累計期間の数値についても見直し後の製品区分により表示しております。 

  

（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

４．補足情報

        前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間 

増減         （自平成23年４月１日 （自平成24年４月１日 

製品区分 

 至 平成23年12月31日）  至 平成24年12月31日） 

金額（百万円） 
構成比

（％） 
金額（百万円）

構成比

（％） 
金額（百万円） 増減率(％)

  コンデンサ  64,766  45.8  66,665  45.6   1,899  2.9

  フェライト及び応用製品  21,635  15.3  21,469  14.7   △166  △0.8

  複合デバイス  34,150  24.2  37,966  26.0   3,816  11.2

  その他電子部品  3,152  2.2  3,595  2.5   443  14.1

  電子部品 計  123,704  87.5  129,697  88.8   5,993  4.8

  記録製品  12,477  8.8  11,552  7.9   △925  △7.4

  その他  5,249  3.7  4,781  3.3   △468  △8.9

  記録製品その他 計  17,727  12.5  16,333  11.2   △1,393  △7.9

  合計  141,431  100.0  146,031  100.0   4,599  3.3
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平成25年 ２月13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(％)

4,599　 3.3　

7,590　 -

10,090　 -

10,021　 -

14,887　 -

24,735　 -

円 円

百万円 百万円 △977百万円　 △16.3%　
百万円 百万円 △4,516百万円　 △20.7%　
百万円 百万円 349百万円　 2.5%　

(注) 1 百分比は売上高比であります。

      2 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 11,426百万円　 5.5　

百万円 百万円 6,131百万円　 5.9　

％ ％ 0.2ポイント -

円 円 52.38 円 5.9　

［製品別売上高］

金額（百万円） 増減率(％)

1,899　 2.9　

△166　 △0.8　

3,816　 11.2　

443　 14.1　

5,993　 4.8　

△925　 △7.4　

△468　 △8.9　

△1,393　 △7.9　

4,599　 3.3　

(注）セグメント内の製品区分変更の詳細は、添付資料Ｐ９「４．補足情報　（１）製品別売上高」をご覧ください。

146,031　 100.0　

増減

4,781　 3.3　

16,333　 11.2　

129,697　 88.8　

11,552　 7.9　

37,966　 26.0　

3,595　 2.5　

66,665　 45.6　

21,469　 14.7　

当第３四半期

(24.4.1～24.12.31)

金額（百万円） 構成比（％）

純資産

自己資本比率

1株当たり純資産

製品区分

2.2　3,152　

金額（百万円） 構成比（％）

15.3　

34,150　

増減

平成25年３月期　第３四半期決算概要

増減

20.40　

20.36　 円

合計

884.70　

フェライト及び応用製品

複合デバイス

記録製品

記録製品その他　計

コンデンサ

その他電子部品

電子部品　計

1株当たり当期純利益

研究開発費
設備投資額

その他

総資産

減価償却費

前連結会計年度末

当期純利益

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後

50.1　

(24.12.31)

219,887　

当第３四半期

経常利益

百分比（％）金額（百万円）

税引前当期純利益

4,201　 2.9　

3,152　

売上高

営業利益 △3.0　

△5,889　 △4.2　

△6,869　 △4.9　

2,399　

2.2　

1.6　

当第３四半期

（24.4.1～24.12.31）

2.3　

100.0　146,031　

3,356　

141,431　 100.0　

△4,234　

5,024　

円

△12,488　 △8.8　

ー

△106.21　

17,334　
14,349　13,999　

208,461　

前第３四半期

（23.4.1～23.12.31）

金額（百万円） 百分比（％）

6,002　
21,851　

(24.3.31)

12,477　 8.8　

17,727　 12.5　

141,431　

3.7　5,249　

100.0　

(23.4.1～23.12.31)

110,532　

123,704　 87.5　

104,400　

937.08　

前第３四半期

21,635　

49.9　

64,766　 45.8　

24.2　

-包括利益 △17,742　 - 6,992　
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