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　当社グループは、太陽光発電用パワーコンディショナ事業の
「多核化」による周辺分野への拡大を推進し、市場環境の
変化に対応してまいりました。具体的には、住宅用途から 
メガソーラー向けまでの全モデルに出力抑制対応機能を 
取り込んだ製品に加えて、電力の需給バランスに対応可能な
蓄電池を併用した太陽光発電との蓄電ハイブリッドシステムを
発売いたしました。これらの製品につきましては、国内市場
向けのみならず、今後拡大が見込まれる北米、アセアンなど
グローバル市場向けに拡販を開始しております。また、国内外
研究開発体制のさらなる拡充、多層的なマーケティング体制の
構築に加え、全社を挙げた自動化推進による原価低減活動や
品質保証体制の充実など、不断の工場改善も進めております。
さらには、重点事業分野における技術力強化と欧州市場参入を
目的としたM&Aも進めました。
　こうした取り組みにより、当社グループは、既存事業の強化と
新領域・新市場への参入により、持続的な企業価値向上を
図ってまいります。
　株主の皆様におかれましては、今後ともご支援ご鞭撻を
賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

　当中間期における世界経済は、中国及び新興国経済の
減速傾向が強まり、米国では非製造業が堅調に推移した 
ものの製造業で輸出受注が低迷し軟調に推移しました。 
欧州ではユーロ安を背景として緩やかな景気回復基調と 
なりましたが、輸出が減少傾向となるなど不透明感も生じて
きました。わが国経済は、政府の景気政策等の効果もあり
緩やかな回復基調で推移しました。

　当中間期の業績は、再生可能エネルギー固定価格買取
制度（FIT）の見直しによる国内関連市場の後退の影響を 
受け、太陽光発電用パワーコンディショナが減少したことに
より、連結売上高は21,336百万円（前年同期比17.4%減）、
営 業 利 益 は3,614百 万 円（ 同37.9%減 ）、経 常 利 益 は
3,622百 万 円（ 同38.3%減 ）、親 会 社 株 主に帰 属 する 
四半期純利益は2,478百万円（同33.1%減）となりました。
なお、中 間 配当につきましては、1株当たり8円とさせて 
いただきます。

業績結果

株主の皆様へ

当社の取り組み市場概況

Top Message
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ご挨拶
　株主の皆様におかれましては、平素より格別のご高配を賜り、 
厚く御礼申し上げます。
　ここに当社グループの第78期中間期（平成27年4月1日から 
平成27年9月30日まで）の業績をご報告させていただきますので、
ご高覧賜りますようお願い申し上げます。

取締役社長
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Highlights

※「企業結合に関する会計基準」等を適用し、当連結会計年度より、「四半期（当期）純利益」を「親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益」としており、
　前連結会計年度までの「四半期（当期）純利益」についても科目名を統一しております。 2



Topicsトピックス

　当社は、ドイツのトランスメーカー Marschner 
GmbH & Co. KG （以下Marschner社）の持分の
90％を取得し、本年10月1日付で連結子会社としました。
Marschner社をグループ傘下に置くことにより、欧州
における電機や自動車など各種製造業の中心地で
あるドイツでの当社グループ生産拠点の確保と、現地の
営業基盤構築による販路獲得を進めてまいります。　   

　さらに、トランス・制御機器メーカーのテクノ電気
工業株式会社（以下テクノ社、本社：神奈川県秦野市）
の株式を100％取得し、本年10月1日付で連結子会社と
しました。テクノ社が展開する、水冷式トランスや
電磁石・磁場コイルなどの開発技術を、当社グループ
の強みである高度巻線・高周波対応技術などと融合
することにより、新領域・新市場を開拓します。

国内外トランスメーカー2社を子会社化 ～新領域・新市場への参入を加速～
1
Topics

Marschner GmbH & Co. KG テクノ電気工業株式会社
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　当社は本年8月、米国のソフトウェア開発企業 
Growing Energy Labs, Inc. （GELI）と
業務提携しました。
　太陽光発電用の蓄電ハイブリッドパワーコン
ディショナ制御におけるソフトウェア開発を共同

で実施する
ことにより、
さらに効率
的なバッテ
リーマネジ
メントシス
テムの開発
を加速して
まいります。

　太陽光発電と蓄電池を1台でコントロールで
きるパワーコンディショナに蓄電池を組み合
わせた住宅用システム「EIBS」（アイビス）を

日本及び米国で発売を開始し
ました。
　 米 国 サンフランシスコで 
本年7月に開催された太陽光
発 電 関 連 の 総 合 イベ ント 

「北米インターソーラー」の 
当社出展ブースでは、「EIBS」が
高い注目を集めました。当社は、
この「EIBS」を軸に、国内外での
市場展開を加速してまいります。

米国ソフトウェア企業と業務提携 蓄電ハイブリッドシステム
「EIBS」日米で発売2

Topics
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　タイ国田淵電機の新工場が完成し、本年9月より本
格稼働による製品出荷を開始しました。主に北米向け
太 陽 光 発 電用パワーコンディショナの供給拠点と 
します。
　ベトナム田淵電機で工場を増設するとともに、 
製品開発に向けた技 術 棟を新 設します。ともに
2016年1月の完成予定です。ベトナム国内や中国・
華南地域への高周波トランスの供給体制を増強し、 
新 領 域・新 市 場への 参 入を 加 速するとともに、 
研究開発力の現地化をさらに推進します。

タイ・ベトナムの製造子会社で生産能力を増強
4
Topics

貝方士社長（左）とDr. Ryan Wartena社長（右）

蓄電ハイブリッドシステム「EIBS」

ベトナム新工場の
完成予想図

タイ国田淵電機の新工場
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科　目 第78期中間
平成27年9月30日現在

第77期期末
平成27年3月31日現在

資産の部
　流動資産 25,740 29,034
　　現金及び預金 8,089 6,868
　　売上債権 8,830 15,408
　　たな卸資産 7,395 5,229
　　その他 1,427 1,530
　　貸倒引当金 △ 3 △ 3
　固定資産 9,659 8,765
　　有形固定資産 6,985 6,198
　　無形固定資産 642 374
　　投資その他の資産 2,031 2,192
　繰延資産 1 2
　資産合計 35,401 37,802
負債の部
　流動負債 13,758 17,770
　　仕入債務 7,837 8,085
　　短期借入金 872 924
　　1年内償還予定の社債 60 60
　　1年内返済予定の長期借入金 846 907
　　未払法人税等 799 3,471
　　その他 3,342 4,321
　固定負債 5,349 5,371
　　社債 120 150
　　長期借入金 1,208 1,604
　　退職給付に係る負債 808 844
　　その他 3,212 2,772
　負債合計 19,108 23,141
純資産の部
　株主資本 16,522 14,367
　　資本金 3,611 3,611
　　利益剰余金 12,932 10,777
　　自己株式 △ 21 △ 21
　その他の包括利益累計額 △ 229 293
　純資産合計 16,292 14,661
　負債純資産合計 35,401 37,802

Consolidated Financial Statements連結財務諸表
※「企業結合に関する会計基準」等を適用し、当連結会計年度より、「四半期純利益」を「親会社株主に帰属する四半期純利益」としており、
　前連結会計年度までの「四半期純利益」についても科目名を統一しております。

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

（単位:百万円）連結貸借対照表

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

（単位:百万円）

科　目
第78期中間

平成27年4月  1日から
平成27年9月30日まで

第77期中間
平成26年4月  1日から
平成26年9月30日まで

売上高 21,336 25,830

売上総利益 6,747 8,471

営業利益 3,614 5,817

経常利益 3,622 5,866

税金等調整前四半期純利益 3,625 5,977

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,478 3,704

連結損益計算書

（単位:百万円）

科　目
第78期中間

平成27年4月  1日から
平成27年9月30日まで

第77期中間
平成26年4月  1日から
平成26年9月30日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,259 4,535

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 2,013 △ 1,654

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 966 △ 245

現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 58 93

現金及び現金同等物の増減額 1,221 2,729

現金及び現金同等物の期首残高 6,868 2,296

現金及び現金同等物の中間期末残高 8,089 5,025

連結キャッシュ・フロー計算書
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金融機関
9,343,955株
23.07％

証券会社
1,357,199株
3.35％

その他の法人
14,805,324株
36.55％

外国法人等
3,819,923株
9.43％

個人その他
11,091,437株
27.38％

自己名義株式
84,811株
0.21％

Corporate Data会社データ （平成27年9月30日現在）

会社概要
社名 田淵電機株式会社

TABUCHI ELECTRIC CO., LTD.
創業 大正14年（1925年） 5月27日
設立 昭和14年（1939年）12月25日
資本金 3,611,816,596円
本社 大阪市淀川区宮原三丁目4番30号
東京支社 東京都千代田区神田錦町三丁目18番地3

株式の状況

株式分布状況取締役及び監査役 執行役員
代表取締役会長 田淵　暉久
代表取締役社長 貝方士利浩
取締役 阪部　茂一
取締役 佐々野雅雄
社外取締役 塩津　晴二、
社外取締役 早野　利人
社外取締役 齋藤　　昇
常勤監査役 尾崎　利明
社外監査役 米田　秀実
社外監査役 林　　浩志

執行役員会議長 貝方士利浩
副社長執行役員 阪部　茂一
常務執行役員 佐々野雅雄
常務執行役員 坂本　幸隆
執行役員 吉原　宅二
執行役員 井玉　敢
執行役員 丸本　豊
執行役員 黒肱　正彦
執行役員 杉谷純之介
執行役員 佐藤　宗計
執行役員 灘口　紀男
執行役員 高田　充人

ネットワーク

発行可能株式総数 120,000,000株

発行済株式の総数 40,502,649株

株主数 7,534名

大株主
株主名 持株数（千株） 持株比率（%）

TDK株式会社 8,000 19.79

美登里株式会社 2,824 6.98
日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（信託口） 2,505 6.19

株式会社みずほ銀行 1,883 4.66
田淵 暉久 1,193 2.95
日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口） 1,050 2.59

株式会社錢高組 900 2.22
ミヨシ電子株式会社 635 1.57
伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 625 1.54
株式会社三井住友銀行 600 1.48

(注)持株比率は、自己株式数84,811株を控除して算出しております。
※平成27年10月1日付にて連結子会社となりました。
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パワコン

田淵電子工業株式会社 （栃木県 大田原市）
※テクノ電気工業株式会社 （神奈川県 秦野市）

タイ国田淵電機 （タイ国 チャチェンサオ県）
上海田淵変圧器有限公司 （中国 上海市）
香港田淵電機有限公司 （中国・香港 特別行政区）
東莞田淵電機有限公司 （中国 広東省）
ベトナム田淵電機 （ベトナム バクニン省）
米国田淵電機 （米国 カリフォルニア州）

※マルシュナー田淵電機 （ドイツ ヴェーインゲン）
韓国トランス株式会社 （韓国 ソウル特別市）
烟台東山電機有限公司 （中国 山東省）
江西碧彩田淵変圧器有限公司 （中国 江西省）

パワコン

パワコン

電 源

トランス

トランス

電 源

電 源

トランス

トランス

トランス

トランス

トランス

トランス

トランス

トランス



事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会 毎年6月開催

基準日 定時株主総会　毎年3月31日
期末配当金　　毎年3月31日
中間配当金　　毎年9月30日
そのほか必要あるときは、あらかじめ公告して定めた日

単元株式数 100株

【株式に関する住所変更等のお届出及びご照会について】
　証券会社に口座を開設されている株主様は、住所変更等のお届出及びご照会は、口座のある証券
会社宛にお願いいたします。証券会社に口座を開設されていない株主様は、下記の電話照会先に 
ご連絡ください。

株主名簿管理人及び
特別口座の口座管理機関

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 
三井住友信託銀行株式会社

株主名簿管理人
事務取扱場所

大阪市中央区北浜四丁目5番33号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

（郵便物送付先） 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

（電話照会先） 0120-782-031
（インターネットホームページURL） http://www.smtb.jp/personal/agency/index.html

【特別口座について】
　株券電子化前に「ほふり」（株式会社証券保管振替機構）を利用されていなかった株主様には、株主名
簿管理人である上記の三井住友信託銀行株式会社に口座（特別口座といいます。）を開設しております。
特別口座についてのご照会及び住所変更等のお届出は、上記の電話照会先にお願いいたします。

公告方法 当社のウェブサイトに掲載いたします。
http://www.zbr.co.jp/

上場証券取引所 東京証券取引所

株主メモ

〒532-0003 大阪市淀川区宮原三丁目4番30号
TEL. 06-4807-3500　FAX. 06-4807-3502
http://www.zbr.co.jp/


