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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第76期

第２四半期
連結累計期間

第77期
第２四半期
連結累計期間

第76期

会計期間
自 平成25年４月１日

至 平成25年９月30日

自 平成26年４月１日

至 平成26年９月30日

自 平成25年４月１日

至 平成26年３月31日

売上高 （百万円） 20,290 25,830 42,803

経常利益 （百万円） 2,239 5,866 5,561

四半期（当期）純利益 （百万円） 1,938 3,704 4,100

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 2,163 4,224 4,510

純資産額 （百万円） 4,623 10,542 6,880

総資産額 （百万円） 22,377 32,426 23,977

１株当たり四半期（当期）
純利益金額

（円） 47.94 91.65 101.44

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益金額

（円） － － －

自己資本比率 （％） 19.9 32.5 27.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） 2,596 4,535 4,224

投資活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） △874 △1,654 △1,719

財務活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） △1,077 △245 △2,037

現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高

（百万円） 2,442 5,025 2,296
 

　

回次
第76期

第２四半期
連結会計期間

第77期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成25年７月１日

至 平成25年９月30日

自 平成26年７月１日

至 平成26年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 32.06 37.97
 

(注) １  当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２  売上高には、消費税等は含まれておりません。

３ 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

 

２ 【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の

リスク」についての重要な変更はありません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

 

(1) 業績の状況

当第２四半期連結累計期間における世界経済は、米国では雇用情勢の改善による個人消費の増勢から堅調に推

移しましたが、欧州においては持ち直しの動きが足踏み状態にあり、また、新興国では伸び悩みの傾向が続きま

した。国内経済においては、企業収益や雇用環境に改善が見られたものの、消費税率引き上げに伴う反動の影響

により、個人消費に弱さも見られました。わが国の太陽光発電市場においては、導入が急拡大する一方で、一部

電力会社における系統接続申込の回答保留の動きがあり、経済産業省の系統ワーキンググループによる受け入れ

量の精査および対策の検討が行われております。

このような経営環境の下、当社グループでは、再生可能エネルギーの固定価格買取制度を背景に需要が拡大し

ている太陽光発電用パワーコンディショナ事業の「多核化」を推進してまいりました。具体的には、住宅用途か

ら産業用途までのラインアップの拡充に加え、より大規模な太陽光発電事業に特化した分散型システムの提供を

開始しました。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とのハイブリッドパワーコン

ディショナの製品化を進めております。これらの製品につきましては国内市場向けのみならず、北米市場・アセ

アンならびに中国地域向けなどグローバル拡販活動を強力に推進しております。また、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を進め、国内外研究開発体制の更なる拡充も図っ

ております。

その結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、太陽光発電用パワーコンディショナが大幅に増加し、売上高

は25,830百万円（前年同期比27.3％増）、営業利益は5,817百万円（前年同期比155.5％増）、経常利益は5,866百

万円（前年同期比162.0％増）、四半期純利益は3,704百万円（前年同期比91.2％増）となりました。

 

当第２四半期連結累計期間のセグメントごとの業績は次のとおりであります。

①変成器事業

変成器事業は、エアコン用リアクタや高周波トランスなどが堅調に推移し、売上高は4,706百万円（前年同期比

4.7％増）、営業利益は586百万円（前年同期比69.6％増）となりました。

②電源機器事業

電源機器事業は、パワーコンディショナが大幅に増加し、売上高は21,124百万円（前年同期比33.7％増）、営

業利益は5,326百万円（前年同期比175.8％増）となりました。
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(2) 財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末における総資産は32,426百万円となり、前連結会計年度末に比べて8,449百万円増

加しました。これは主として、売上債権が2,743百万円、現金及び預金が2,729百万円、たな卸資産が1,542百万円

それぞれ増加したことによるものであります。

負債は21,883百万円となり、前連結会計年度末に比べて4,786百万円増加しました。これは主として、仕入債務

が2,444百万円、未払法人税等が791百万円それぞれ増加したことによるものであります。

純資産は10,542百万円となり、前連結会計年度末に比べて3,662百万円増加しました。これは主として、四半期

純利益3,704百万円の計上によるものであります。

　

(3)  キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、5,025百万円と、前第２四半期連結累計期間末に

比べ2,582百万円の増加、前連結会計期間末に比べ2,729百万円の増加となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは4,535百万円の収入（前年同期は2,596

百万円の収入）となりました。税金等調整前四半期純利益5,977百万円、仕入債務の増加2,323百万円、減価償却費

565百万円等の増加要因があった一方、売上債権の増加2,622百万円、たな卸資産の増加1,386百万円等の減少要因

がありました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは1,654百万円の支出（前年同期は874百

万円の支出）となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出1,315百万円であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは245百万円の支出（前年同期は1,077百

万円の支出）となりました。主な内訳は、長期借入れによる収入が1,309百万円、長期借入金の返済による支出が

914百万円、配当金の支払額が282百万円であります。

　

(4)  事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を下記のとおり定めておりま

す。

　

会社の支配に関する基本方針

(A) 基本方針の内容の概要

当社取締役会は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配することを目的として、対象会社の取締役会の賛同

を得ずに、一方的に大量の株式買付けを行う行為であっても経済適合性に基づき判断し、当社の企業価値ひいて

は株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。また、株式会社の支配権

の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えておりま

す。

しかしながら、株式の大量買付け等の中には、企業価値ひいては株主共同の利益に明白な侵害をもたらすも

の、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が大量買付行為の内容や

条件等について十分検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供し

ないもの、対象会社が買付者の提示した条件よりも有利な条件を引き出すために買付者との交渉を必要とするも

の等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものもあり得ます。

当社取締役会は、当社グループの買収を企図した当社取締役会の賛同を得ない当社株式の大量買付け等の行為

であっても、これに応じるか否かは、最終的には当社株主の皆様において判断されるべきものであると考えてお

りますが、上記のような不適切な大量買付け等を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者とし

て適切ではなく、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれがあると考えており、この

ような不適切な買収行為が行われる場合には、それに対して相当の対抗措置を発動することも必要と考えており

ます。
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(B) 基本方針実現に資する特別な取組みの概要

当社は、株主の皆様に中長期的に継続して当社に投資していただくため、当社の企業価値ひいては株主共同の

利益を向上させるべく、下記の取組みを実施しております。これらの取組みは、上記(A)の基本方針の実現に資す

るものであると考えております。

①　企業価値向上への取組み

当社は、「お得意先第一主義」、「品質を誇る製品の生産で社会に奉仕する」の経営理念の下、企業目的

を『田淵電機グループの使命は、未来に誇るコアテクノロジーを活かし、地球環境にやさしい「エネルギー

先進企業」として広く社会に貢献することであります』と定め、企業価値ひいては株主共同の利益の向上に

努めております。

そのための特別な取組みとして、2011年度からスタートした「SHIFT THE POWER」を基本戦略とする中期

経営計画（５ヵ年）を積極的に推進し、パワーエレクトロニクス製品を中心とした新しい事業への経営資源

の重点投入、付加価値の高い産業用機器分野への注力、新興国市場における積極的な拡販活動等、経営の安

定化と企業価値増大を図ってまいりました。その結果、営業利益については、2013年度に、当初の計画より

２年前倒しで達成することができました。今後は、設立90周年を迎える2015年度を初年度とする新たな中期

経営計画の策定を検討してまいります。

②　コーポレート・ガバナンスの強化に対する取組み

当社は、前述の経営方針及び企業価値のもと、株主の皆様をはじめとする、あらゆるステークホルダーの

皆様からの信頼を確保し、企業価値向上を図るため、コーポレート・ガバナンスの充実・強化を推進してお

ります。

取締役会においては、法令・定款で定められた事項はもとより、経営上重要な事項についての決議や業務

執行の監督を行っております。また、平成26年６月27日開催の第76回定時株主総会終了後より、新たに執行

役員制度を導入し、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離することにより、責任と権限の明確

化、意思決定の迅速化を図っております。なお、経営に対する監督機能の強化を図るため、社外取締役（３

名）を選任しております。

監査役監査については、実効性を高めるため、法律に関する相当程度の知見を有する社外監査役、及び財

務・会計に関する相当程度の知見を有する社外監査役をそれぞれ選任しているほか、監査役会と内部監査部

門との連携体制を構築しております。各監査役は、法令及び諸基準に準拠し、監査役会が定めた基本方針に

基づく監査を行うほか、取締役会その他の重要な会議に出席し必要な意見陳述を行っております。

 

(C) 不適切な支配の防止のための取組みの概要

当社は、上記（A）の基本方針を実現するための取組みとして、平成26年６月27日開催の第76回定時株主総会に

おいて当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）（以下「本プラン」といいます。）を更新するこ

とを、株主の皆様にご承認いただきました。

本プランの目的は、当社に対し、株式の買付け等を行う者又は提案する者（以下「買付者等」といいます。）

が現れた場合、不適切な買収でないかどうかを株主の皆様が判断する為に必要な情報や時間を確保し、株主の皆

様の為に買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反す

る買収を抑止する仕組みを導入することであります。

本プランの有効期限は３年間とし、実際の発動は、買付者等が、持株比率20％以上となると認められる株式買

付けを行う場合を対象に、社外者で構成する独立委員会の勧告を受けて、取締役会決議により発動いたします。

新株予約権の無償割当てを行う場合には、全ての株主に持株と同数の新株予約権を割り当てますが、買付者等に

は予約権行使をできない条件を付して、その持株比率を半減させることにより、当社の企業価値ひいては株主共

同の利益を防衛いたします。
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(D) 不適切な支配の防止のための取組みについての取締役会の判断及びその理由

本プランは、以下の理由により、上記（A）の基本方針に沿うものであり、当社の株主共同の利益を損なうもの

ではなく、かつ、当社役員の地位の維持を目的とするものではありません。

①本プランは、株式会社東京証券取引所における適時開示、当社事業報告等の法定開示書類における開示、当社

ホームページ等への掲載等により周知させることにより、当社株式に対する買付けを行う者が遵守すべき手続

きがあること、並びに、買付者等の不適切な買付行為による権利行使は認められないとの行使条件及び買付者

等以外の者から株式と引換えに新株予約権を当社が取得するとの取得条項が付された新株予約権の無償割当て

等を、当社が実施することがあり得ることを事前に警告することをもって、当社の企業価値ひいては株主共同

の利益を損なうと判断される買収から防衛することが図られております。

②買収防衛策に関する指針の要件を全て充足していること等

本プランは、経済産業省・法務省の2005年５月27日付「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための

買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主

意思の原則、必要性・相当性確保の原則）を全て充足し、さらに、企業価値研究会の2008年６月30日付「近時

の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の内容（買収者に対して金員等の交付を行うべきではない、

取締役は責任と規律ある行動をとる等）に沿うものであります。

　また、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第440条買収防衛策の導入に係る遵守事項（開示の十分

性、透明性、流通市場への影響、株主の権利の尊重）にも合致するものであります。

③株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること

本プランは、当社株式に対する買付け等がなされた際に、当該買付け等に応じるべきか否かを株主の皆様が

判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や期間を確保し、株主の皆様のために買

付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上

させるという目的をもって導入されるものであります。

④株主意思を重視するものであること

本プランは、平成26年６月27日開催の第76回定時株主総会において更新が決議されたものであります。ま

た、本プランの有効期間は、平成29年開催予定の第79回定時株主総会終結の時までとなっており、いわゆるサ

ンセット条項付であります。また、その有効期間の満了前であっても、当社株主総会において、本プランの廃

止又は変更の決議がなされた場合には、本プランも当該決議に従い廃止又は変更されることになります。以上

の意味において、本プランの廃止及び変更は、当社株主総会の意思に基づくこととなっております。

⑤独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

当社は、本プランの施行・運用にあたり、当社取締役会の恣意的判断を排除し、株主の皆様のために企業価

値ひいては株主共同の利益を客観的に判断し、取締役会に勧告する諮問機関として独立委員会を設置しており

ます。

独立委員会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、社外有識者、当社社外監査役又は当社社外

取締役の中から選任される委員３名以上により構成されております。

また、当社は本プランの運用に際して、適用される法令又は金融商品取引所規則に従い、本プランの各手続

きの進捗状況、又は独立委員会による勧告等の概要、当社取締役会の決議の概要、その他当社取締役会が適切

と考える事項について適時に情報開示を行うこととし、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資する範囲

で本プランの透明な運営が行われる仕組みを確保しております。

⑥合理的な客観的発動要件の設定

本プランは、予め定められた合理的客観的発動要件が充足されなければ発動されないように設定されてお

り、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しております。

⑦第三者専門家の意見の取得

当社取締役会及び独立委員会は、各々独立した第三者(ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁

護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。)の助言を得ることができることにより、判断の公正さ・

客観性がより強く担保された仕組みとなっています。

⑧デッドハンド型もしくはスローハンド型買収防衛策ではないこと

本プランは、当社の株主総会で導入・廃止を決議することから、いわゆるデッドハンド型買収防衛策(取締

役会の構成員の過半数を交代させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。

EDINET提出書類

田淵電機株式会社(E01823)

四半期報告書

 6/21



 

また、当社は、取締役任期を１年とし、毎年の定時株主総会で取締役の全員を選任する制度を採用してお

り、いわゆる期差任期制を採用していないため、本プランはいわゆるスローハンド型（取締役会の構成の交代

を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありません。

 

(5)  研究開発活動

当第２四半期連結累計期間における当社グループの研究開発費の総額は623百万円であります。

なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

(6) 生産、受注及び販売の実績

当第２四半期連結累計期間において、電源機器事業の生産、受注及び販売の実績が著しく増加しております。

これは、太陽光発電用パワーコンディショナが大幅に増加したためであり、電源機器事業の販売高は21,124百万

円（前年同期比33.7％増）、生産高は22,310百万円（前年同期比24.4％増）、受注高は18,845百万円（前年同期比

11.2％増）となりました。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①　【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 120,000,000

計 120,000,000
 

 

②　【発行済株式】

 

種類
第２四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成26年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成26年11月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 40,502,649 40,502,649
東京証券取引所
（市場第二部）

単元株式数は100株で
あります

計 40,502,649 40,502,649 － －
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

 平成26年９月30日 - 40,502,649 - 3,611 - -
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(6) 【大株主の状況】

平成26年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

ＴＤＫ株式会社 東京都港区芝浦3-9-1 8,000 19.75

日本トラスティ・サービス信託銀
行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海1-8-11 5,053 12.48

美登里株式会社 兵庫県芦屋市陽光町8-20-1402 2,824 6.97

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町1-5-5 1,883 4.65

日本マスタートラスト信託銀行株
式会社（信託口）

東京都港区浜松町2-11-3 1,371 3.39

田 淵 暉 久 兵庫県芦屋市 1,190 2.94

株式会社錢高組 大阪市西区西本町2-2-11 900 2.22

資産管理サービス信託銀行株式会
社（証券投資信託口）

東京都中央区晴海1-8-12 664 1.64

ミヨシ電子株式会社 広島県三次市東酒屋町306 635 1.57

伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 東京都中央区日本橋1-4-1 625 1.54

 ― 23,148 57.15
 

 

 
(7) 【議決権の状況】

①　【発行済株式】

平成26年９月30日現在

区分 株式数(株)
議決権の数

(個)
内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）  

－
権利内容に何ら限定のない当
社における標準となる株式普通株式 84,700

完全議決権株式（その他） 普通株式 40,402,700 404,027 同上

単元未満株式 普通株式 15,249 － 同上

発行済株式総数  40,502,649 － －

総株主の議決権  － 404,027 －
 

(注)　単元未満株式数には当社所有の自己株式27株が含まれております。

 

②　【自己株式等】

平成26年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(%)

（自己保有株式） 大阪市淀川区宮原三丁目
４番30号

    

田淵電機株式会社 84,700 － 84,700 0.21

計 － 84,700 － 84,700 0.21
 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「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」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成26年７月１日から平成

26年９月30日まで）及び第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）に係る四半期連結

財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。
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１ 【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 2,296 5,025

  受取手形及び売掛金 9,064 8,893

  電子記録債権 16 2,930

  商品及び製品 2,128 2,990

  仕掛品 575 589

  原材料及び貯蔵品 2,013 2,680

  その他 927 1,451

  貸倒引当金 △0 △3

  流動資産合計 17,021 24,557

 固定資産   

  有形固定資産   

   機械装置及び運搬具（純額） 2,939 3,127

   その他（純額） 1,923 2,473

   有形固定資産合計 4,862 5,600

  無形固定資産 287 299

  投資その他の資産   

   投資有価証券 1,425 1,607

   その他 375 358

   貸倒引当金 △1 △1

   投資その他の資産合計 1,799 1,965

  固定資産合計 6,950 7,865

 繰延資産 5 3

 資産合計 23,977 32,426
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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 6,041 6,825

  電子記録債務 901 2,562

  短期借入金 1,261 1,174

  1年内返済予定の長期借入金 1,295 1,281

  1年内償還予定の社債 160 110

  リース債務 198 202

  未払法人税等 1,422 2,214

  賞与引当金 258 358

  役員賞与引当金 58 －

  製品保証引当金 390 579

  その他 1,340 1,512

  流動負債合計 13,328 16,822

 固定負債   

  社債 210 180

  長期借入金 1,631 2,058

  リース債務 384 322

  退職給付に係る負債 824 787

  その他 717 1,712

  固定負債合計 3,768 5,061

 負債合計 17,097 21,883

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 3,611 3,611

  利益剰余金 3,490 6,988

  自己株式 △16 △21

  株主資本合計 7,086 10,578

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 30 36

  繰延ヘッジ損益 12 132

  為替換算調整勘定 △400 △119

  退職給付に係る調整累計額 △88 △85

  その他の包括利益累計額合計 △445 △35

 少数株主持分 239 －

 純資産合計 6,880 10,542

負債純資産合計 23,977 32,426
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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 20,290 25,830

売上原価 16,274 17,359

売上総利益 4,015 8,471

販売費及び一般管理費 ※1  1,739 ※1  2,653

営業利益 2,276 5,817

営業外収益   

 受取利息 1 1

 受取配当金 3 4

 為替差益 118 67

 持分法による投資利益 12 51

 その他 7 40

 営業外収益合計 144 165

営業外費用   

 支払利息 91 51

 デリバティブ損失 35 23

 その他 54 41

 営業外費用合計 182 116

経常利益 2,239 5,866

特別利益   

 補助金収入 － 165

 固定資産売却益 1 1

 特別利益合計 1 166

特別損失   

 減損損失 － 51

 固定資産除売却損 13 4

 投資有価証券評価損 49 －

 特別損失合計 62 55

税金等調整前四半期純利益 2,178 5,977

法人税、住民税及び事業税 439 2,219

法人税等調整額 △289 △35

法人税等合計 150 2,183

少数株主損益調整前四半期純利益 2,027 3,793

少数株主利益 89 88

四半期純利益 1,938 3,704
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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 2,027 3,793

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 58 6

 繰延ヘッジ損益 11 120

 為替換算調整勘定 7 241

 退職給付に係る調整額 － 2

 持分法適用会社に対する持分相当額 56 59

 その他の包括利益合計 135 430

四半期包括利益 2,163 4,224

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 2,080 4,115

 少数株主に係る四半期包括利益 83 108
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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 2,178 5,977

 減価償却費 495 565

 減損損失 － 51

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 2

 製品保証引当金の増減額（△は減少） 81 189

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 31 －

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） － 38

 補助金収入 － △165

 受取利息及び受取配当金 △5 △5

 支払利息 91 51

 持分法による投資損益（△は益） △12 △51

 有形固定資産除売却損益（△は益） 11 3

 投資有価証券評価損益（△は益） 49 －

 売上債権の増減額（△は増加） △692 △2,622

 たな卸資産の増減額（△は増加） △2,345 △1,386

 仕入債務の増減額（△は減少） 2,544 2,323

 その他 386 851

 小計 2,813 5,823

 利息及び配当金の受取額 5 5

 利息の支払額 △93 △49

 補助金の受取額 － 165

 法人税等の支払額 △129 △1,409

 営業活動によるキャッシュ・フロー 2,596 4,535

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 △782 △1,315

 有形固定資産の売却による収入 1 1

 関係会社株式の取得による支出 － △316

 その他 △93 △23

 投資活動によるキャッシュ・フロー △874 △1,654

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） △1,637 △152

 長期借入れによる収入 1,400 1,309

 長期借入金の返済による支出 △770 △914

 社債の発行による収入 294 －

 社債の償還による支出 △130 △80

 配当金の支払額 － △282

 ファイナンス・リース債務の返済による支出 △184 △95

 少数株主への配当金の支払額 △48 △24

 その他 △1 △5

 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,077 △245

現金及び現金同等物に係る換算差額 11 93

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 655 2,729

現金及び現金同等物の期首残高 1,787 2,296

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  2,442 ※1  5,025
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【注記事項】

(会計方針の変更等)

(会計方針の変更)

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）

及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下「退職給付

適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについ

て第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰

属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法についても、従業員の平均残存

勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引

率を使用する方法へ変更しました。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第２四半

期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減し

ております。

この結果、当第２四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が75百万円減少し、利益剰余金が75百万円増

加しております。また、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える

影響は軽微であります。

 

(四半期連結損益計算書関係)

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 

 
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)

荷造・運送費 316百万円 416百万円

役員報酬・給与手当 585百万円 809百万円

賞与引当金繰入額 54百万円 83百万円

退職給付費用 8百万円 11百万円

製品保証引当金繰入額 143百万円 371百万円

減価償却費 30百万円 46百万円
 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のと

おりであります。

 

 
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)

現金及び預金勘定 2,442百万円 5,025百万円

現金及び現金同等物 2,442百万円 5,025百万円
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(株主資本等関係)

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）

１  配当金支払額

該当事項はありません。

 

２  基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後

となるもの

該当事項はありません。

 

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）

１  配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月27日
定時株主総会

普通株式 282 7.00 平成26年３月31日 平成26年６月30日 利益剰余金
 

 

２  基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後

となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年10月31日
取締役会

普通株式 202 5.00 平成26年９月30日 平成26年12月８日 利益剰余金
 

 

(企業結合等関係)

共通支配下の取引等
1. 取引の概要

(1)　結合当事企業の名称及びその事業の内容
結合当事企業の名称：タイ国田淵電機(当社の連結子会社)
事業の内容　　　　：変成器及び電源機器の製造・販売

(2)　企業結合日
平成26年９月25日

(3)　企業結合の法的形式
少数株主からの株式追加取得による完全子会社化

(4)　結合後企業の名称
変更ありません。

(5)　その他取引の概要に関する事項
当社グループの連携を強化し、経営体制の強化・機動的な意思決定を図ることを目的に、少数株主が保有する

株式を取得いたしました。
　
2. 実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成20年12月26日公表分)及び「企業結合会計基準及び事業

分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日公表分)に基づき、共通支配下

の取引等のうち、少数株主との取引として処理しております。
　

3. 子会社株式の追加取得に関する事項

(1)　取得原価及びその内訳
取得の対価 303百万円

取得に直接要した支出額 －百万円

取得原価（現金及び預金） 303百万円
 

　
(2)　発生した負ののれん発生益の金額及び発生原因
①負ののれん発生益の金額      22百万円

②発生原因
追加取得した子会社株式の取得原価が減少する少数株主持分の額を下回っていたことによるものであります。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ　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）

１. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

 
報告セグメント

調整額
四半期

連結損益計算書
計上額（注１）変成器事業 電源機器事業 計

売上高      

  外部顧客への売上高 4,495 15,794 20,290 － 20,290

 セグメント間の内部売上高
又は振替高

1,503 － 1,503 △1,503 －

計 5,998 15,794 21,793 △1,503 20,290

セグメント利益 345 1,931 2,276 － 2,276
 

(注) １．セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

Ⅱ　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）

１. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

 
報告セグメント

調整額
（注１）

四半期
連結損益計算書
計上額（注２）変成器事業 電源機器事業 計

売上高      

  外部顧客への売上高 4,706 21,124 25,830 － 25,830

 セグメント間の内部売上高
又は振替高

2,057 － 2,057 △2,057 －

計 6,764 21,124 27,888 △2,057 25,830

セグメント利益 586 5,326 5,912 △95 5,817
 

(注) １．セグメント利益の調整額△95百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用

は、主に報告セグメントに帰属しない研究開発費であります。

　　 ２．セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
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)

 １株当たり四半期純利益金額 47円94銭 91円65銭

(算定上の基礎)   

四半期純利益金額(百万円) 1,938 3,704

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 1,938 3,704

普通株式の期中平均株式数(千株) 40,428 40,420
 

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

２ 【その他】
　

第77期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）中間配当について、平成26年10月31日開催の取締役会にお

いて、平成26年９月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

①　配当金の総額                              　 202百万円

②　１株当たりの金額      　                      5円00銭

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日  平成26年12月８日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成26年11月11日

田淵電機株式会社

取締役会  御中

 

有限責任監査法人　トーマツ
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　山　　田　　美　　樹　　㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　奥　　村　　孝　　司　　㊞

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている田淵電機株式会

社の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(平成26年７月１日から平成

26年９月30日まで)及び第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)に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・

フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、田淵電機株式会社及び連結子会社の平成26年９月30日現在の財政

状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示して

いないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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