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1. 平成27年3月期第2四半期の連結業績（平成26年4月1日～平成26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 ％

27年3月期第2四半期 105,184 △0.3 2,468 △65.7 3,527 △52.6 726 △82.9
26年3月期第2四半期 105,550 10.6 7,196 393.9 7,439 ― 4,260 ―

（注）包括利益 27年3月期第2四半期 6,889百万円 （△8.5％） 26年3月期第2四半期 7,531百万円 （―％）

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

27年3月期第2四半期 6.17 5.66
26年3月期第2四半期 36.21 36.15

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

27年3月期第2四半期 253,085 134,912 53.2 1,143.64
26年3月期 247,596 128,556 51.8 1,090.26
（参考）自己資本 27年3月期第2四半期 134,660百万円 26年3月期 128,375百万円

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

26年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
27年3月期 ― 5.00
27年3月期（予想） ― 5.00 10.00

3. 平成27年 3月期の連結業績予想（平成26年 4月 1日～平成27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 220,000 5.7 14,000 23.3 14,000 14.8 8,500 21.6 72.19



(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の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 ： 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） 27年3月期2Q 120,481,395 株 26年3月期 120,481,395 株
② 期末自己株式数 27年3月期2Q 2,733,958 株 26年3月期 2,733,602 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年3月期2Q 117,747,644 株 26年3月期2Q 117,678,563 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

 当第２四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年９月30日まで）における当社グループを取り巻く経営

環境は、世界経済の一部に緩慢な動きが見られるものの、先進国を中心に回復しつつあるという状況で推移いたしま

した。

 当社グループは、成長戦略と構造改革を両輪とした収益改善策を実施しております。成長戦略については、成長機

器であるスマートフォンやタブレット端末に対し、競争優位性のあるスーパーハイエンド商品の販売拡大を図ってい

ます。平成26年４月には、スマートフォンに使用される通信デバイスの需要拡大に対応するため、子会社である太陽

誘電モバイルテクノロジー株式会社が、東京都青梅市に青梅事業所を新設して増産体制を構築しております。また、

自動車電装や産業機器、ヘルスケア、環境エネルギー市場を注力すべき市場と位置付け、高信頼性商品の販売推進、

システムソリューション提案の強化、商流の拡大と多角化に努めてまいりました。一方、構造改革については、ミニ

カンパニー制による純利益管理や継続的な体質改善など、損益分岐点の改善に向けた取り組みを実施しております。

 当第２四半期連結累計期間の連結売上高は1,051億84百万円（前年同期比0.3％減）、営業利益は24億68百万円（前

年同期比65.7％減）、経常利益は35億27百万円（前年同期比52.6％減）、四半期純利益は7億26百万円（前年同期比

82.9％減）となりました。当第２四半期連結累計期間は、子会社の拠点集約などに伴う一時費用の発生や固定費の増

加などがあったため、前年同期比で減益となりました。

 当第２四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102.24円と前年同期の平均為替レートである

１米ドル98.12円と比べ4.12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２四半期連結累計期間は、自動車・産業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、情報

機器向け、通信機器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517億42百万円（前年同期比0.6％減）

となりました。

 

[フェライト及び応用製品]

 メタル系パワーインダクタ「MCOILTM（エムコイル）」、巻線インダクタ、積層チップインダクタなどの各種インダ

クタ商品が含まれます。

 当第２四半期連結累計期間は、民生機器向けの売上が前年同期比で減少したものの、情報機器向け、通信機器向

け、自動車・産業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190億60百万円（前年同期比7.4％

増）となりました。

 

[複合デバイス]

 モバイル通信用デバイス（SAW/FBAR）、電源モジュール、高周波モジュール、部品内蔵配線板「EOMINTM（イオミ

ン）」などが含まれます。

 当第２四半期連結累計期間は、電源モジュール、高周波モジュールの売上が前年同期比で減少したものの、モバイ

ル通信用デバイス（SAW/FBAR）の売上が前年同期比で増加したことにより、売上高は232億43百万円（前年同期比

5.3％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２四半期連結累計期間の売上高は21億73百万円（前年同期比23.4％減）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２四半期連結累計期間の売上高は59億29百万円（前年同期比12.6％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２四半期連結累計期間の売上高は30億35百万円（前年同期比24.9％

減）となりました。

 

- 2 -

太陽誘電㈱ (6976)　平成27年３月期　第２四半期決算短信



 

 

（２）財政状態に関する説明

①財政状態の変動状況

当第２四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54億89百万円増加しました。そのう

ち流動資産は33億24百万円増加しており、主な要因は、現金及び預金の減少126億10百万円、受取手形及び売掛金

の増加86億81百万円、商品及び製品の増加17億44百万円、仕掛品の増加23億83百万円、原材料及び貯蔵品の増加12

億７百万円であります。また、固定資産は21億65百万円増加しており、主な要因は、有形固定資産の増加22億73百

万円であります。

負債は８億66百万円減少しました。主な要因は、支払手形及び買掛金の増加48億87百万円、1年内返済予定の長

期借入金の減少76億１百万円、その他流動負債の増加29億53百万円であります。

純資産は63億56百万円増加しました。

 

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73億26百万円の収入（前年同期比49.9％減）となりました。主な要因は、

税金等調整前四半期純利益33億82百万円、減価償却費102億48百万円、売上債権の増加54億95百万円であります。

投資活動によるキャッシュ・フローは88億35百万円の支出（前年同期比12.5％減）となりました。主な要因は、

固定資産の取得による支出103億16百万円、定期預金の減少７億83百万円であります。

財務活動によるキャッシュ・フローは122億17百万円の支出（前年同期は13億79百万円の収入）となりました。

主な要因は、長期借入金の返済による支出121億５百万円であります。

以上の結果、当第２四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121億34百

万円減少し、424億77百万円となりました。

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成27年３月期の通期連結業績予想につきましては、平成26年５月14日の「平成26年３月期 決算短信」で公表い

たしました連結業績予想に変更はありません。
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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26年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成26年９月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 59,250 46,640 

受取手形及び売掛金 43,012 51,694 

商品及び製品 14,179 15,923 

仕掛品 13,457 15,840 

原材料及び貯蔵品 9,927 11,135 

その他 4,254 6,389 

貸倒引当金 △322 △541 

流動資産合計 143,759 147,083 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物 70,723 73,056 

機械装置及び運搬具 226,115 235,916 

工具、器具及び備品 20,257 21,335 

土地 7,697 8,455 

建設仮勘定 4,481 5,997 

減価償却累計額 △234,877 △248,090 

有形固定資産合計 94,397 96,671 

無形固定資産    

のれん 600 300 

その他 811 749 

無形固定資産合計 1,412 1,050 

投資その他の資産    

投資有価証券 4,859 5,307 

その他 3,493 3,318 

貸倒引当金 △325 △345 

投資その他の資産合計 8,027 8,280 

固定資産合計 103,837 106,002 

資産合計 247,596 253,085 
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    （単位：百万円） 

 
前連結会計年度 

(平成26年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成26年９月30日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 18,597 23,485 

1年内償還予定の社債 8,000 8,000 

1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 365 - 

短期借入金 10,623 11,906 

1年内返済予定の長期借入金 12,472 4,870 

未払法人税等 1,159 1,407 

賞与引当金 2,746 3,048 

役員賞与引当金 74 54 

その他 14,352 17,306 

流動負債合計 68,392 70,079 

固定負債    

転換社債型新株予約権付社債 20,096 20,089 

長期借入金 21,861 17,357 

役員退職慰労引当金 117 122 

退職給付に係る負債 1,936 2,355 

その他 6,635 8,168 

固定負債合計 50,647 48,093 

負債合計 119,040 118,173 

純資産の部    

株主資本    

資本金 23,557 23,557 

資本剰余金 41,495 41,495 

利益剰余金 73,597 73,732 

自己株式 △3,412 △3,413 

株主資本合計 135,236 135,371 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 979 1,324 

繰延ヘッジ損益 △31 △132 

為替換算調整勘定 △7,774 △1,871 

在外子会社の退職給付債務等調整額 △34 △31 

その他の包括利益累計額合計 △6,860 △711 

新株予約権 170 227 

少数株主持分 9 24 

純資産合計 128,556 134,912 

負債純資産合計 247,596 253,085 
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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25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年９月30日) 

売上高 105,550 105,184 

売上原価 80,296 83,042 

売上総利益 25,253 22,142 

販売費及び一般管理費 18,057 19,673 

営業利益 7,196 2,468 

営業外収益    

受取利息 129 184 

受取配当金 55 51 

為替差益 558 697 

持分法による投資利益 - 2 

助成金収入 32 642 

その他 107 167 

営業外収益合計 883 1,746 

営業外費用    

支払利息 267 169 

社債利息 36 36 

持分法による投資損失 3 - 

支払補償費 27 156 

休止固定資産減価償却費 239 172 

その他 65 152 

営業外費用合計 640 687 

経常利益 7,439 3,527 

特別利益    

固定資産売却益 19 7 

その他 - 2 

特別利益合計 19 10 

特別損失    

固定資産除売却損 106 111 

減損損失 548 36 

投資有価証券評価損 129 1 

事業構造改善費用 862 - 

その他 45 4 

特別損失合計 1,692 155 

税金等調整前四半期純利益 5,766 3,382 

法人税、住民税及び事業税 1,431 1,270 

法人税等調整額 96 1,372 

法人税等合計 1,528 2,642 

少数株主損益調整前四半期純利益 4,238 740 

少数株主利益又は少数株主損失（△） △22 13 

四半期純利益 4,260 726 
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（四半期連結包括利益計算書）

（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25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 4,238 740 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 362 344 

繰延ヘッジ損益 28 △100 

為替換算調整勘定 2,901 5,902 

在外子会社の退職給付債務等調整額 - 2 

その他の包括利益合計 3,293 6,149 

四半期包括利益 7,531 6,889 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 7,553 6,876 

少数株主に係る四半期包括利益 △22 13 
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26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 5,766 3,382 

減価償却費 9,921 10,248 

減損損失 548 36 

事業構造改善費用 862 - 

のれん償却額 300 300 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 55 210 

賞与引当金の増減額（△は減少） 179 274 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △15 △20 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △17 3 

受取利息及び受取配当金 △185 △236 

支払利息 267 169 

社債利息 36 36 

持分法による投資損益（△は益） 3 △2 

固定資産除売却損益（△は益） 86 104 

投資有価証券評価損益（△は益） 129 1 

助成金収入 - △593 

売上債権の増減額（△は増加） 298 △5,495 

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,648 △3,915 

仕入債務の増減額（△は減少） △96 2,525 

その他 △1,116 1,336 

小計 15,377 8,369 

利息及び配当金の受取額 178 243 

利息の支払額 △291 △257 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △651 △1,029 

営業活動によるキャッシュ・フロー 14,611 7,326 

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） △451 783 

固定資産の取得による支出 △9,856 △10,316 

固定資産の売却による収入 148 34 

投資有価証券の売却による収入 25 67 

助成金の受取額 - 446 

その他 39 148 

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,094 △8,835 

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） △166 994 

長期借入れによる収入 5,000 - 

長期借入金の返済による支出 △2,535 △12,105 

転換社債の償還による支出 - △365 

自己株式の取得による支出 △1 △0 

配当金の支払額 △586 △586 

リース債務の返済による支出 △330 △154 

その他 0 - 

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,379 △12,217 

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,049 1,592 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6,945 △12,134 

現金及び現金同等物の期首残高 33,280 54,611 

現金及び現金同等物の四半期末残高 40,225 42,477 
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

 該当事項はありません。

 

（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。

 

３．補足情報

  (１) 製品別売上高

          前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間  

          （自 平成25年４月１日 （自 平成26年４月１日 増減 

製品区分   至 平成25年９月30日）   至 平成26年９月30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 52,065 49.3 51,742 49.2 △322 △0.6 

  フェライト及び応用製品 17,748 16.8 19,060 18.1 1,311 7.4 

  複合デバイス 22,071 20.9 23,243 22.1 1,171 5.3 

  その他電子部品 2,838 2.7 2,173 2.1 △665 △23.4 

  電子部品 計 94,723 89.7 96,219 91.5 1,495 1.6 

  記録製品 6,786 6.5 5,929 5.6 △856 △12.6 

  その他 4,039 3.8 3,035 2.9 △1,004 △24.9 

  記録製品その他 計 10,826 10.3 8,965 8.5 △1,861 △17.2 

  合計 105,550 100.0 105,184 100.0 △365 △0.3 

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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平成26年11月６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 ：財務戦略室　財務経理部

TEL　( 03 - 3832 - 0101 )

(百万円未満切捨て)

[業績の概要][業績の概要][業績の概要][業績の概要]

期　別   

科　目 金額（百万円） 増減率(％)

△365　 △0.3　

△4,727　 △65.7　

△3,911　 △52.6　

△2,383　 △41.3　

△3,533　 △82.9　

△641　 △8.5　

円 円

百万円 百万円 443百万円　 12.5%　

百万円 百万円 626百万円　 8.1%　

百万円 百万円 327百万円　 3.3%　

(注)  百分比は売上高比であります。

金額 増減率(％)

百万円 百万円 5,489百万円　 2.2　

百万円 百万円 6,356百万円　 4.9　

％ ％ 1.4ポイント -

円 円 53.38　 4.9　

［製品別売上高］［製品別売上高］［製品別売上高］［製品別売上高］

金額（百万円） 増減率(％)

△322　 △0.6　

1,311　 7.4　

1,171　 5.3　

△665　 △23.4　

1,495　 1.6　

△856　 △12.6　

△1,004　 △24.9　

△1,861　 △17.2　

△365　 △0.3　

営業利益 7,196　 6.8　 2,468　

平成27年３月期　第２四半期決算概要平成27年３月期　第２四半期決算概要平成27年３月期　第２四半期決算概要平成27年３月期　第２四半期決算概要

前第２四半期 当第２四半期

増減

（25.4.1～25.9.30） （26.4.1～26.9.30）

金額（百万円） 百分比（％） 金額（百万円） 百分比（％）

100.0　

2.3　

売上高 105,550　 100.0　 105,184　

3.4　

税引前当期純利益 5,766　 5.5　 3,382　 3.2　

経常利益 7,439　 7.0　 3,527　

包括利益 7,531　 - 6,889　

当期純利益 4,260　 4.0　 726　

1株当たり当期純利益 36.21　 6.17　

0.7　

-

潜在株式調整後

36.15　 円 5.66　 円

1株当たり当期純利益

設備投資額 7,699　 8,326　

減価償却費 9,921　 10,248　

研究開発費 3,554　 3,998　

(26.3.31) (26.9.30)

増減

総資産
247,596　 253,085　

前連結会計年度末 当第２四半期

金額（百万円） 構成比（％）

純資産
128,556　 134,912　

自己資本比率
51.8　 53.2　

前第２四半期 当第２四半期

1株当たり純資産
1,090.26　 1,143.64　

増減

製品区分

（25.4.1～25.9.30） （26.4.1～26.9.30）

金額（百万円） 構成比（％）

49.2　

フェライト及び応用製品 17,748　 16.8　 19,060　 18.1　

コンデンサ 52,065　 49.3　 51,742　

22.1　

その他電子部品 2,838　 2.7　 2,173　 2.1　

複合デバイス 22,071　 20.9　 23,243　

91.5　

記録製品 6,786　 6.5　 5,929　 5.6　

電子部品　計 94,723　 89.7　 96,219　

記録製品その他　計 10,826　 10.3　 8,965　 8.5　

その他 4,039　 3.8　 3,035　

合計 105,550　 100.0　 105,184　 100.0　

2.9　
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