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１． 18 年 9 月中間期の連結業績（平成 18 年 4 月 1 日～平成 18 年 9 月 30 日） 
(1) 連結経営成績 (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。 

 売上高     営業利益 経常利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 

18 年 9 月中間期 
17 年 9 月中間期 

 243,923  10.7 
 220,337 － 

 19,037 △4.9 
 20,023 － 

 18,363 △5.8 
 19,496 － 

18 年 3 月期  465,922  38,017  36,761 
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

潜在株式調整後１株当たり中
間(当期)純利益 

 百万円    ％ 円  銭 円  銭 

18 年 9 月中間期 
17 年 9 月中間期 

 9,583 △11.0 
 10,765 － 

137  81  
164  19  

－ 
－ 

18 年 3 月期  16,789 255   38  － 
(注)①持分法投資損益      18 年 9 月中間期   △1 百万円  17 年 9 月中間期 5 百万円      18 年 3 月期 9 百万円 
   ②期中平均株式数(連結) 18 年 9 月中間期 69,544,000 株  17 年 9 月中間期 65,563,858 株  18 年 3 月期 65,741,216 株 
   ③会計処理の方法の変更   無 
   ④売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率（平成 17 年 9 月中

間期は中間連結財務諸表作成初年度であるため、対前年中間期増減率を記載しておりません。） 
 
(2)連結財政状態 
 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 

18 年 9 月中間期 
17 年 9 月中間期 

320,783   
288,752   

115,666   
79,492   

35.4   
27.5   

1,631  50  
1,211  89  

18 年 3 月期 317,966   102,293   32.2   1,470  91  
(注)期末発行済株式数（連結）18 年 9 月中間期 69,544,000 株 17 年 9 月中間期 65,594,000 株 18 年 3 月期 69,544,000 株 
 
(3)連結キャッシュ･フローの状況 

 
営業活動による          

キャッシュ・フロー 
投資活動による          

キャッシュ・フロー 
財務活動による          

キャッシュ・フロー 
現金及び現金同等物 

期 末 残 高          

 百万円 百万円 百万円 百万円 

18 年 9 月中間期 
17 年 9 月中間期 

10,082   
10,157   

△13,235   
△11,657   

△4,412   
△6,564   

41,986   
37,795   

18 年 3 月期 30,692   △25,663   △2,100   49,335   
 
(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項 
   連結子会社数 58 社  持分法適用非連結子会社数 0 社  持分法適用関連会社数 2 社 
 
 
(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 
   連結 (新規)  0 社 (除外)  1 社    持分法 (新規)  0 社 (除外)  0 社 
 
２．19 年 3 月期の連結業績予想（平成 18 年 4 月 1 日～平成 19 年 3 月 31 日） 

 売 上 高 経 常 利 益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 

通   期 471,032   38,359   22,076   
(参考)１株当たり予想当期純利益（通期） 274 円 09 銭 

※ 平成 19 年 3 月期（予想）の１株当たり当期純利益は、公募予定株式数（11,000,000 株）を含めた期末予定発行済株式数

（潜在株式は考慮しない）により算出しており、オーバーアロットメントによる売出しに関連する第三者割当増資による増

加分（上限 1,000,000 株）は含めておりません。 
 
※ 上記の予想は、発表日現在入手可能な情報、仮定並びに判断に基づき作成したものであり、実際の業績は、

今後の経営環境の変化などにより予想数値と異なる可能性があります。 
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１．企業集団の状況 
 

提出日現在、当企業グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社、子会社53社(うち、非連結子会社１

社)及び関連会社２社により構成されております。なお当中間連結会計期間末においては、子会社数は59

社(うち、非連結子会社１社)でありましたが、平成18年10月１日付にて米州組織再編を行い、米州地域

統括・持株会社であるTK HOLDINGS INC.が同社子会社であるTakata Seat Belts Inc.、Takata Restraint 

Systems Inc.等、計6社を吸収合併したため、子会社数は53社となりました。 

当企業グループの主たる業務は、自動車安全部品の開発、製造、販売であり、事業の種類別セグメン

トは、自動車安全部品事業のみの単一セグメントであります。 

主な製品として、シートベルト及びエアバッグを主力としているほか、ステアリング・ホイール、ト

リム、チャイルドシート等、自動車安全にかかる部品を幅広く扱っております。 

また当企業グループは米州、欧州及びアジア(日本含む)の三極を中心としてグローバルに展開してお

り、各々の地域で開発、製造及び販売活動を行うとともに、各地域間で部品等の相互供給を実施し、グ

ローバルレベルでの最適な生産体制の構築を図っております。 

 

当企業グループの主な関係会社は、下記のとおりです。 

 

(地域統括・持株会社) 

当社、Takata Americas、TK HOLDINGS INC.、Takata Asia Pte Ltd 

TREC (Holland) Amsterdam B.V.、TAKATA (Europe) GmbH、TAKATA-PETRI AG 

(研究開発会社) 

当社、TAKATA-PETRI AG、TK HOLDINGS INC. 

(製造会社) 

当社、タカタ九州㈱、 

TK HOLDINGS INC.、Highland Industries, Inc.、Irvin Automotive Products Inc.、Takata-Petri 

S.A.、TAKATA-PETRI AG、TAKATA-PETRI (Sachsen) GmbH、TAKATA-PETRI PARTS, s.r.o.、TAKATA-PETRI 

PARTS POLSKA Sp. z o.o.、TAKATA-PETRI Sp. z o.o.、TAKATA-PETRI Romania S.R.L.、TAKATA-PETRI 

Sibiu S.R.L.、TAKATA-PETRI South Africa (PTY) LTD、Petri-DN GmbH Inflator Systems、 

Takata CPI Singapore Pte Ltd、Takata (Philippines) Corporation、TAKATA-TOA CO., LTD.、

Takata Korea Co., Ltd.、Takata (Shanghai) Safety Systems Co., Ltd.、Takata (Shanghai) 

Automotive Component Co., Ltd.、Takata (Changxing) Safety Systems Co., Ltd.、Abhishek Auto 

Industries Limited  

(販売会社) 

当社、TK HOLDINGS INC.、Highland Industries, Inc.、Irvin Automotive Products Inc.、

Takata-Petri S.A.、TAKATA-PETRI AG、TAKATA-PETRI (Sachsen) GmbH、Takata Asia Pte Ltd、

TAKATA-TOA CO., LTD.、Takata Korea Co., Ltd.、Takata (Shanghai) Safety Systems Co., Ltd.、

Abhishek Auto Industries Limited 
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［事業系統図］ 

 

 

 

 
       製品等の販売 

       研究開発活動 

○：連結子会社 

＊：持分法適用会社 

販売

米州 欧州 アジア

○TK HOLDINGS INC. ○TAKATA-PETRI AG ○Takata Asia Pte Ltd

○Highland Industries, Inc. ○TAKATA-PETRI (Sachsen) GmbH ○TAKATA-TOA CO., LTD.

○Irvin Automotive Products Inc. ○Takata Korea Co., Ltd.

○Takata-Petri S.A. ○Takata (Shanghai) Safety

Systems Co., Ltd.

＊Abhishek Auto Industries 
Limited

製造

米州 欧州 アジア

○TK HOLDINGS INC. ○TAKATA-PETRI AG ○タカタ九州㈱

○Highland Industries, Inc. ○TAKATA-PETRI (Sachsen) GmbH ○Takata CPI Singapore Pte Ltd

○Irvin Automotive Products Inc. ○TAKATA-PETRI PARTS, s.r.o. ○Takata (Philippines)

○Takata-Petri S.A. ○TAKATA-PETRI PARTS POLSKA Sp. Corporation

 z o.o. ○TAKATA-TOA CO., LTD.

○TAKATA-PETRI Sp. z o.o. ○Takata Korea Co., Ltd.

○TAKATA-PETRI Romania S.R.L. ○Takata (Shanghai) Safety

○TAKATA-PETRI Sibiu S.R.L. Systems Co., Ltd.

○TAKATA-PETRI South Africa ○Takata (Shanghai) Automotive

 (PTY) LTD Component Co., Ltd.

○Petri-DN GmbH Inflator Systems ○Takata (Changxing) Safety

Systems Co., Ltd.

＊Abhishek Auto Industries 

Limited

研究開発

米州 欧州

○TK HOLDINGS INC. ○TAKATA-PETRI AG

地域統括

米州 欧州 アジア

○TK HOLDINGS INC. ○TAKATA-PETRI AG ○Takata Asia Pte Ltd

その他（持株会社）

米州 欧州

○Takata Americas ○TREC (Holland) Amsterdam B.V.

○TAKATA (Europe) GmbH

当

社

得意先(自動車メーカー等)



 - 3 - 

２．経営方針 
 

(1) 経営の基本方針 

当社グループの｢社是｣は、下記のとおりであります。 

・ 革新的な製品開発と、最高の品質とサービスで顧客満足に徹する。 

・ 多様な個性と文化を尊重し、タカタ人の誇りをもって夢を実現する。 

・ コミュニティの積極的な一員として、よりよい社会に貢献する。 

 

この社是に基づき、｢“交通事故の犠牲者ゼロ”の実現に向け、確固たるチームワークで真のパートナ

ーシップを築き上げ“安全と安心を提供し続けるタカタ”を作る。｣というビジョンのもと、より具体的

には下記を経営の基本方針として定めております。 

① 三現（現場、現物、現実）主義に則り、積極的に海外展開を進め、お客様に喜ばれる供給体制を整

え、グローバルに品質第一を徹底していく。 

② 一貫して「人の命を守る」製品作りにこだわり続け、「安全」を追求し、常に革新的な製品開発と

最高の品質、サービスで顧客満足に徹していく。 

③ 日本のカーメーカーのみならず、全世界の自動車メーカーを顧客に取引できるよう、常にユーザー

の近くに進出して世界中どこのお客様に対しても適した製品を迅速に納められる体制作りを構築

していく。 

④ 全世界に展開をしていく以上、多様な個性と文化を尊重していき、更には各拠点コミュニティの積

極的な一員として、より良い社会に貢献していく。 

 

(2) 利益配分に関する基本方針 

当社は、長期的な視点より、当社グループの事業の拡大、収益力の向上等による当社株主価値の拡

大を目指すと同時に、株主に対する利益還元も経営上の重要な課題と位置づけており、平成18年3月期

の利益配当は１株当たり12円50銭といたしました。配当性向は17.0％となっております。 

当社グループが属する自動車安全部品業界は企業間競争が激しく、また変化の早い業界であり、今

後の成長に際しては、機動的な資金調達が必要となるとともに、旺盛な資金需要の発生が予想されま

す。 

当社グループは当該資金需要に対し、内部留保資金を投資資金や債務返済資金として積極的に活用

していく方針であります。 

従って、今後の利益配分については、連結業績を念頭に、必要な内部留保資金とのバランスを勘案

しつつ、安定的かつ継続的な配当を実施することを基本といたします。配当金額の決定については連

結ベースでの配当性向を重視する方針であり、具体的には連結当期純利益に対し10～15％程度の分配

を目標といたします。 

なお当社は、会社法第454条第５項に基づき、中間配当制度を採用しております。 

 

(3) 目標とする経営指標 

当社グループは、規模の利益を確保するとともに、一定の価格交渉力を保持するため、主要製品での

マーケットシェアを重視するとともに、効率的かつ付加価値の高い事業活動遂行の判断指標として売上

高営業利益率の向上を目指してまいります。 
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(4) 中長期的な経営戦略及び対処すべき課題 

当企業グループを取り巻く事業環境につきましては、BRICs地区を中心に市場は拡大を継続するものの、

顧客からの更なるコストダウン要求、原材料費高騰の継続、優勝劣敗が明確になるグローバル競争の激

化が想定されます。 

そのような中でも、厳しい競争に打ち勝ち、存在価値を示して生き残るために、あらゆる面で、これ

まで以上のチャレンジが必要になってくると認識しております。 

当企業グループは下記の課題に全社一丸となって積極的に取り組み、世界のお客様に安全と安心を提

供し、“真のお客様満足”を得られる企業となるよう今後共精進していく所存でございます。またBRICs

といった新興市場に対しては、各市場での自動車需要増加を見込んだ戦略を構築していきます。更にグ

ローバルに生産体制を見直し、拠点の新設・統廃合を行いつつ、更なる現地調達化を推進したいと考え

ております。 

 

a. 最高の品質・サービスの確保による、顧客満足度の最大化 

グローバルな規模において、最高の品質・サービスを確保することにより、顧客満足度の最大化をは

かり、当社製品シェアの更なる拡大を目指します。 

そのため、顧客部門の強化により、顧客ニーズの的確かつ迅速なくみ上げを図るとともに、基礎研究

を含めた研究開発体制を充実させ、ニーズを具現化出来るアプリケーション体制を強化して顧客への提

案力を強化します。また適切な生産場所における迅速かつ高品質な生産体制を確保するとともに、製品

化への対応力強化のため、アプリケーション・エンジニアリングの人員強化、人材育成に努めます。更

にそれらを担保するため、品質保証部門の充実を図ります。 

また環境へ積極的に対応し、法規と業界の動向を先取りしていく方針であります。 

 

① 顧客部門及び研究開発体制の強化による顧客提案力の強化 

顧客部門及び研究開発体制の強化により、顧客への迅速な対応を実施し、また顧客提案力を

強化し顧客満足度の向上をはかります。 

 

② 生産活動の充実 

迅速な製品供給の体制を整備するとともに、最高の品質を確保してまいります。 

 

③ 品質保証部門の充実 

上記の活動を担保するため、品質保証部門の充実をはかります。品質情報システムを活用す

るとともに、評価手法のグローバル・レベルでの標準化を目指します。 

 

④ 環境問題への取組み 

法規と業界の動向を先取りし、顧客対応の迅速化を期すことにより、顧客満足度の向上を目

指します。 

 

b. 上記活動についての、グローバルな視点よりの管理手法の確立を目指します。 

当社グループがグローバルに一つのチームとして同じ目標に向かって機動的に動けるように、グロ

ーバルに機能別組織への移行を実行していきます。 

またグローバルな展開を可能とするためIT基幹システムの維持・向上を図る他、より適切な人事制

度の構築により競争力のある人材を確保することとします。 

 

(5) その他、会社の経営上の重要な事項 

 平成18年11月7日に東京証券取引所第一部へ上場しております。 
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３．経営成績及び財政状態 

 

(1) 経営成績 

【当中間期の概況】 

当中間期の世界経済は、原油や一次産品価格の高騰にもかかわらず、全体としては引き続き高い成

長を維持しています。米国では、投資・生産・消費ともやや減速傾向にありますが、輸出の増加・高

水準での株価推移等、依然として堅調な経済成長を継続しています。また、欧州におきましては、ユ

ーロ高による輸出の減少はあるものの、経済全体としては回復傾向を示し、アジア各国でも引き続き

高い経済成長を続けています。 

一方、わが国におきましても、輸出・個人消費・設備投資の堅調な伸びと、円安による輸出の増加

に支えられて、拡大局面に入りつつあります。また、国内の自動車産業におきましては、生産台数が

553万台と前年同期より6.6％増加し、継続して前年度を上回る結果となりました。 

このような経営環境において、当社グループ各社は、生産、技術開発、品質確保、販売、購買の各

機能において、より効率性を追求し、競争力を高めてまいりました。 

生産におきましては、韓国・華城市 長安工業団地にて、12月末のシートベルト生産の本格稼動に向

け、準備を進めています。ルーマニア・シビウでは、エアバッグ基布・クッションの本格生産に入っ

ております。また、米州地区ではメキシコ・トレオン工場でエアバッグの生産を開始しております。 

一方、技術開発においては、前期から継続してパッシブセーフティー・アクティブセーフティーの

両面で、前面衝突、側面衝突、横転事故での自動車乗員保護、更に歩行者保護、二輪車乗員保護を指

向した新技術の開発に注力し、その結果、世界初となる二輪車用エアバッグシステムの商品化に成功

致しました。また、欧州に於ける新たなインフレータ開発拠点、愛知川製造所内の新開発センターで

の開発もスタートしています。加えて、新たにドイツ・ベルリン市に新研究開発センターを建設する

ことも決定しております。 

 品質確保におきましては、“品質第一主義に徹し、グローバル競争力のある会社の実現”という

目標を掲げ、グループ一丸となって、品質の更なる向上に取り組んでまいりました。具体的には、今

後立ち上がる車種についても“クレームゼロ”という目標を掲げ、物の本質を見極めるための保証・

評価に取り組んでおります。 

販売におきましては、中国・韓国、未開拓の欧州市場への拡販、カーテンエアバッグ、新デバイス、

エレクトロニクス製品の販売に注力し、受注活動を行ってまいりました。また、ユーザーに如何に真

の感動を与えられるかというポリシーに沿った製品を提供していくべく活動を行っております。 

購買におきましては、原材料価格高騰・ＥＬＶ対応（環境負荷物質の非使用：欧州指令による）の

影響を受けながらも、仕入先数の絞込みと同時に、コスト・品質両面で競争力があり信頼性が高く安

定供給の可能な新規仕入先の開拓に注力してきました。 また、部品の種類、生産拠点、コスト、リー

ドタイムの観点からサプライチェーンの見直し活動を開始しております。 

これらの諸施策の結果、当中間期の連結売上高は前年同期比10.7%増加の2,439億23百万円となった

ものの、原材料費の高騰、研究開発活動の活発化によるR&D費用の増加等により、経常利益は前年同期

比5.8％減の183億63百万円となりました。またこれらに加え特別損失として、平成18年3月に発生した

メキシコ・モンクローバ工場事故に関連する損失を計上したこと等により、当中間期純利益は前年同

期比11.0％減の95億83百万円となりました。 

 

 

製品別の売上高とその要因は以下のとおりであります。 

① シートベルト製品 

日本地区、及びアジア地区における販売が好調に推移しました。特に日本地区においては顧客需要
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拡大に伴う増収となり、アジア地区でも新規受注に成功するなど大幅な増収で、売上高762億58百万円

と前年同期比4.5％の増加となりました。 

② エアバッグ製品 

米州、日本、アジア地区で、それぞれ販売が好調に推移したことにより、売上高は962億67百万円と

前年同期比17.0％の大幅な増加となりました。 

③ その他製品 

主に、アジア・米州におけるステアリングの販売等が好調に推移したことにより、売上高は713億96

百万円と前年同期比9.7％の増加となりました。 

 

所在地別セグメントの業績は、以下のとおりであります。 

① 日本 

日本国内顧客の需要増加に伴い、シートベルト、エアバッグの販売が好調に推移し、売上高は776

億92百万円と前年同期比8.9％増加しましたが、原材料価格高騰、研究開発費の増加等により、営業利

益は前期比15.8％減少の52億58百万円となりました。 

② 米州 

米系自動車メーカーの拡販政策等により米州地区における自動車市場は堅調に推移し、また日系自

動車メーカーも北米市場における販売好調を維持しました。このためシートベルト、エアバッグの販

売も増加し、また為替水準も前期比円安となったことより、売上高は前年同期比9.0％増加の1,237億

44百万円となりましたが、メキシコ・モンクローバ工場事故による輸送費等の諸経費増加が影響し、

営業利益は前年同期比21.0%減少の72億85百万円となりました。 

③ 欧州地区 

欧州地区における自動車市場はやや軟調に推移しましたが、エアバッグ、ステアリング・ホイール、

シートベルト共、販売はほぼ横ばいとなりました。一方で、為替水準が前期比円安となったこともあ

り、売上高は前年同期比5.2％増加の620億75百万円となりましたが、営業利益は、企業間競争の激化

による採算性の低下等により前年同期比横ばいの12億77百万円となりました。 

④ アジア地区 

アジア地区における販売が大幅に増加したことに加え、当企業グループにおけるグローバル共通部

品の供給拠点として、グループ会社向け売上が好調に推移したため、売上高は前年同期比35.5％増加

の259億81百万円となり、営業利益も前年同期比29.7％増加の45億76百万円となりました。 

 

【通期の見通し】 

今後の世界経済は、米国が堅調に推移し、BRIC’sでも高い経済成長を維持することから、引き続き

緩やかに拡大すると予想されます。わが国においても、輸出・個人消費・設備投資の堅調な伸びに支

えられて、拡大局面が続くものと予測されます。 

国内の自動車産業におきましても、好調な輸出に加え、国内の景気回復を受け、堅調に推移するも

のと考えております。 

このような経営環境において、当社グループ各社は、生産、技術開発、品質確保、販売、購買の各機

能において、効率性を追求し、引き続き競争力を高めてまいります。  

当期の業績につきましては、売上高 4,710 億（前期比 1.1％増）、経常利益 383 億円(前期比 4.3％

増)、当期純利益は 220億円（前期比 31.5％増）を見込んでおります。 
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(2) 財政状態 

当中間期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前期末と比較して73億49百万

円減少の419億86百万円となりました。 

当中間期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果、資金の増加は100億82百万円(前年同期は101億57百万円)となりました。 

この増加の主な要因は、前年同期比減少となった税金等調整前当期純利益176億62百万円の計上、減

価償却費84億53百万円による資金の増加と、仕入債務の減少66億7百万円及び法人税等の支払額85億55

百万円による資金の減少によるものです。 

 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果、資金の減少は132億35百万円(前年同期は116億57百万円)となりました。 

この減少の主な要因は、積極的な設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出101億11百万円と、

投資有価証券の取得による支出20億7百万円によるものです。 

 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果、資金の減少は44億12百万円(前年同期は65億64百万円)となりました。 

この減少の主な要因は、有利子負債圧縮に伴う長期借入金の返済による支出49億39百万円によるも

のです。 

 

なお、当社グループの財政状態に関する各種指標は以下のとおりです。 

 平成17年3月期 平成18年3月期 平成18年9月中間期 

自己資本比率 23.9% 32.2% 35.4% 

債務償還年数 3.1 3.5 － 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 9.8 8.6 6.3 

（注）各指標はいずれも当社連結ベースの財務数値を用いて算出しております。 

・自己資本比率：（期末純資産の合計 － 期末少数株主持分）/ 期末総資産 

・債務償還年数：有利子負債 / 営業キャッシュ・フロー（中間期は記載しておりません） 

 ※営業キャッシュ・フロー…連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを

使用しております。 

・インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー / 利払い 

 ※利払い…連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 
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(3) 事業等のリスク 

当企業グループの事業その他に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があ

ると考えられる主な事項を記載しております。 
また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資者の判断上重要であると考え

られる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から以下に開示しております。 

なお、当企業グループは、これらのリスク発生の可能性を認識したうえで、発生の回避及び発生した場

合の対応に努める所存であります。 

本項においては将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当中間連結会計期間末現在におい

て判断したものであります。 

 

① 海外展開について 

当企業グループは、米州、欧州、及びアジア（日本含む）の各地域で、自動車用安全部品という単

一セグメントにおいて事業を行っているため、業績は、これらの地域における自動車産業の動向に強

く影響を受けます。とりわけ、米州市場への依存度が高く、連結売上高に占める米州市場の売上高は、

平成18年３月期は48.9%、平成18年９月中間期47.4％となっております。 

各地域における自動車の販売動向は、原油価格、金利動向、税制等の経済情勢の他、法的規制等に

影響を受けており、これらの地域の経済情勢及び法的規制等が変化した場合には、当企業グループの

業績に影響を及ぼす可能性があります。 

また、一般的に海外における事業展開の成否は、現地での紛争、テロや災害の発生、感染症の流行、

社会・労働慣行の相違、社会設備（インフラ）の整備状況等の影響を受けている他、近年においては、

海外展開を図っている企業に対する移転価格税制による課税等の問題もあり、これらの事象が発生し

た場合には、当企業グループの海外展開、業績に影響が生じる可能性があります。 

なお、現在、北米市場においては、業績不振に陥った米国大手自動車メーカーの価格引下げ要請等

が生じており、今後の動向によっては、当企業グループの業績に重大な影響を及ぼす可能性がありま

す。さらに、これらの北米自動車メーカーを主要販売先とする自動車部品メーカーの経営不振が深刻

化しており、仮に自動車部品メーカーの倒産等に伴い部品供給が停止し、自動車メーカーの生産に影

響が生じた場合には、受注が減少する等、当企業グループの業績にも影響が生じる可能性があります。 

 

② 特定の販売先への依存について 

当企業グループが対象としている各国の自動車市場は、少数寡占の市場であるため、当企業グルー

プの売上高は上位販売先への依存度が高くなっております。実質的な販売先上位４社グループ（本田

技研工業グループ、General Motorsグループ、DaimlerChryslerグループ、及びトヨタ自動車グループ）

で、当企業グループ連結売上高に占める割合は、平成18年３月期は57.4%、平成18年９月中間期56.6%

となっております。 

当企業グループは、米州、欧州及びアジア（日本含む）の各主要市場において、製造、販売及び研

究開発の拠点を設置し、主要な自動車メーカー各社に対して営業を行うことにより、特定の販売先へ

の依存を低減させるよう努めております。また、実際には、当企業グループの売上高は、当社製品が

搭載されている車種の販売動向に影響を受けているため、主要顧客の売上高の変動がただちに当企業

グループの売上高の減少要因となるとは限りません。 

ただし、主要顧客における販売の減少、車種別販売動向の変化、及び経営戦略の変更等は、当企業

グループの業績変動要因となる可能性があります。 

 

③ 価格競争への対応について 

自動車部品業界は非常に価格競争が厳しい業界であると同時に、自動車メーカーからも恒常的に厳し

い価格低減要請がなされております。 
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当企業グループといたしましては、価格競争や価格低減要請に対応して、受注から量産開始に至るま

での設計段階でのコスト低減策の実施、量産開始後における継続的な仕入コスト削減活動、及び製造現

場における作業効率の改善等、開発・仕入・生産活動全般を通じた恒常的な原価低減策を実施している

ほか、高付加価値製品を投入し、差別化を図ることにより採算の確保に努めております。 

 

ただし、生産開始後においても顧客から継続的な販売価格の引下げ要請があることに加えて、当企業

グループが想定したとおりに原価低減が進む保証はありません。 

そのため、原価低減を上回る販売価格の引下げ要請があった場合、又は高付加価値製品の販売が想定

通りに推移しない場合には、当企業グループの業績は影響を受ける可能性があります。 

 

④ 原材料価格の変動について 

当企業グループの製品であるシートベルト、エアバッグに用いられる部品は、原糸、樹脂、鉄、非鉄

金属等を原材料としており、これらの原材料については、世界規模での需給バランスや各生産地域にお

ける経済情勢等により価格が変動しております。 

当企業グループでは、部品の標準化や仕入先の絞込みによるスケールメリットの追求など、仕入コス

ト増加の回避に努めておりますが、使用している原材料の価格が高騰し、販売価格に転嫁できない場合

には、当企業グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑤ 供給責任について 

 当企業グループは、いくつかの主要原材料、主要部品について、仕入先が限定されております。その

ため、これらの原材料、部品について、何らかの理由により重要な供給元が操業停止等に陥り、当企業

グループの調達活動に支障が生じた場合には、生産活動にも影響を及ぼす可能性があります。 

当企業グループの生産活動においては、同様の製品を生産する拠点を世界各地に展開しているため、

拠点間において部品、半製品及び最終製品を相互供給することが原則として可能である為、リスクの分

散が図られているものと認識しております。しかし、何らかの理由により特定の生産拠点において生産

活動が行えず、顧客に対して製品供給が困難となった場合には、賠償責任の発生、当企業グループに対

する顧客の信用の失墜等に伴う取引関係の停止等により、当企業グループの業績に重大な影響を及ぼす

可能性があります。 

 

⑥ 世界的な競合について 

 当企業グループの主要製品であるシートベルト、エアバッグ市場は、国内外の大手自動車用部品メー

カーが参入しており、自動車市場同様、少数の会社により寡占化された競合の激しい市場であります。

とりわけ、欧州地域については、英国以外の地域への当企業グループの進出が遅かったこともあり、他

の地域と比較して当該地域における収益性が低くなっております。 

さらに、近年、自動車市場が堅調に推移していることを背景に、国内外の自動車用部品メーカーが各

主要市場で生産設備投資、研究開発拠点の設置、他社からの事業買収等により競争力の強化を図ってい

ることに加えて、製品開発力の強化を目的として、自動車メーカーが自動車用安全部品メーカーに対し

て出資を行う等の動きがあります。 

そのため、今後において、さらに競合が激化し、相対的に当企業グループの競争力が低下した場合に

は、当企業グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑦ 新技術への対応について 

自動車業界は、日本、米国、欧州のグローバルリーダー企業による少数寡占化した市場であり、国境

を越えた競争が激化する傾向にあります。これに対して各自動車メーカーは、ユーザーの安全意識の高

まりを背景として、先進的な安全技術を搭載した車種を開発し、市場に投入することにより、一般消費
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者に対する需要喚起を図っております。 

当企業グループといたしましては、欧米亜の三極体制にて、安全に係る法的動向、市場調査等を通じ

た情報に基づき、先進技術に係る研究開発、技術の蓄積を図り、定期的に自動車メーカーに提案するこ

とにより受注を確保するよう努めております。 

ただし、常に顧客の要請を満たす新技術を提示できる保証はなく、同業他社と比較して優位性のある

提案等ができず、受注を逸した場合には、当企業グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑧ 為替変動による影響について 

当企業グループにおきましては、米ドル及びユーロを中心に多額の外貨建て取引を行っております。 

海外子会社は現地通貨建てにより決算書類を作成しており、連結決算時において円貨に換算する必

要があるため、当企業グループの業績は、為替の動向に影響を受ける傾向にあります。 

また、通貨の異なる国・地域間の仕入・販売取引に関して、為替動向によっては、為替予約等を実

施することにより為替ヘッジを行っております。しかし、為替変動のリスクを完全に排除することは

困難であり、為替変動は当企業グループの業績に影響を及ぼしております。 

 

⑨ 金利変動リスクについて 

 当企業グループは、生産設備投資資金、運転資金等を金融機関からの借入により賄っており、有利

子負債依存度は平成18年３月期末において33.8%、平成18年９月中間期末は32.7％となっております。 

 当企業グループといたしましては、デリバティブ等の活用により、金利変動に係るリスクの低減を

図っております。また、今後におきましては、有利子負債を削減する方針でありますが、金利が変動

した場合には、利払い負担の増減という形で当企業グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑩ 海外事業拡大のためのM&A活用について 

当企業グループは、顧客ニーズの迅速な把握、製品の効率的な納品、及び納入コスト削減等の観点

から、顧客に隣接する地域にマーケティング及び生産拠点を設置することを基本方針としております。

特に海外において新規に事業所を設置する際には、自社グループにて新規設立する他、経済性、迅速

性等を勘案し、対象となる企業を買収し、子会社化しております。 

買収を行う際には、事前に対象となる事業部門及び企業の財務内容や契約関係等について詳細なデ

ューディリジェンスを行うことによって、リスクを低減するよう努めております。また現地の主要な

マネジメントについては、原則として当該地域の業界環境や経済動向、企業経営に精通した人材を採

用し、現地の商慣習、社会情勢、労働環境等に合わせた経営を行うよう努めております。 

ただし、買収後の事業環境の変化等により計画どおりに事業が展開できない場合には、子会社の収

益が悪化し、損失が発生する可能性もあり、当企業グループの財政状況など経営全般にわたるリスク

が拡大する可能性があります。 

なお、昭和63年にTK-ECC Limited (英国北アイルランド州) を買収し子会社化したことは、当企業

グループにとって欧州におけるマーケットシェア拡大のみならず、General Motors社をはじめとした

欧米自動車メーカーとの取引をグローバルに展開するための契機となりましたが、同社の事業は競合

激化等の要因により採算を確保することが困難となったため、平成16年３月に操業を停止し、現在は

同社の子会社１社と合わせ清算手続き中であります。当該２社の清算にあたって、平成18年３月期ま

で、総額で19,576百万円の損失を計上しておりますが、今後、本件に係る新たな損失は発生しない見

込であります。 

 

⑪ 災害等による影響について 

当企業グループでは、最適地生産の考え方に基づき、米州、欧州及びアジア（日本含む）の各地域

内に生産拠点を配備しており、各地域内外の生産拠点間で部品、半製品を相互に供給することが可能
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であるため、特定の生産拠点に過度に依存しない体制となっております。ただし、地震、火災等の災

害をはじめ、何らかの理由により、特定の生産拠点において一定期間生産が停止した場合には、当企

業グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

なお、平成18年３月30日にエアバッグの基幹部品を生産している米州地区のモンクローバ工場にて

火災が発生し、一時的に生産が停止しましたが、近隣工場への生産設備を移管するとともに、他の生

産拠点における増産対応も行った結果、顧客に対する製品供給に影響は生じておりません。 

当該事故の発生に伴い、平成18年３月期に固定資産の毀損費用等の事故損失2,748百万円の特別損失

を計上しているほか、当連結事業年度においても、当中間連結会計期間末現在、設備の復旧保守等の

上記事故に関連する費用及び損失が36百万ドル発生しております。 

当社としては、当該事故にかかる一連の損失について、損害保険により補償されることを見込んで

おりますが、査定手続中であるため、当中間連結会計期間末における保険金収入額は13百万ドルとな

っております。 

 

⑫ 製品の欠陥について 

  当企業グループは、人命に係る製品を取り扱っているという認識に基づき、品質第一主義を徹底し、

製品品質の確保、及び品質保証体制の充実に努めております。 

ただし、これらの製品について品質上の問題が発生しないという保証はなく、大規模なリコールや、

製造物責任が発生する可能性があります。当社では、製造物責任賠償については、保険に加入するこ

とにより、また、リコールや不具合対応として、引当金を計上するほか、一部について保険に加入す

ることにより、将来の補償費用発生に備えておりますが、最終的に引当金の範囲内または当該保険の

補償限度内で企業グループが負担する補償額を十分にカバーできるという保証はありません。そのた

め、重大な品質上の問題が発生した場合には、当企業グループの信用力の低下、補償等の発生により、

当企業グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

なお、現在係争中の主要な訴訟として、平成12年10月に米国ハワイ州で発生した交通事故に係る訴

訟があります。当該訴訟は、当社製品であるシートベルトの欠陥により損害を被ったとする被害者よ

り提訴されていた損害賠償請求訴訟であり、平成18年４月に損害賠償金17.2百万米ドルの支払いを命

じる第一審判決を受けました。当社といたしましては、当社製品と交通事故による損害との間に因果

関係は無い旨を主張しており、第一審判決を不服として、現在控訴審にて係争中であります。 

また、現在、リコールにかかる補償として、自動車メーカーのリコール対応費用(約７億円)につい

て、部品供給元の１社である当社が一部負担を求められている事案がありますが、当社責任の有無を

含めて負担金額については交渉中であります。 

 

⑬ 知的財産権について 

当企業グループは、他社と差別化できる技術とノウハウの蓄積に努めており、自社が保有する技術

等については特許権等の取得による保護を図る他、他社の知的財産権に対する侵害のないようリスク

管理に取り組んでおります。 

しかしながら、当企業グループが従来から販売している製品や、今後販売する製品が第三者の知的

財産権に抵触する可能性もあります。また、当企業グループが認識していない特許権等が成立するこ

とにより、当該第三者より損害賠償等の訴訟を起こされる可能性もあります。これらの要因により、

当企業グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑭ 当企業グループと関連当事者との取引について 

当中間連結会計期間末現在、当企業グループと当社の関連当事者であるエスティーティー株式会社等

との間で取引があります。 

同社は、当社の代表取締役社長高田重一郎及びその近親者が議決権の85%を間接保有している会社で
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あります。当企業グループは、同社及び同社子会社からエアバッグ、シートベルトの生産に使用され

るコーティング剤、潤滑剤等を購入しております。当企業グループが購入しているこれらの資材は、

独自の仕様に基づき製造されており、代替先の確保が困難であるため、現状、継続購入しているもの

であります。なお、同社との取引条件につきましては、一般の取引条件を考慮し決定しております。 

上記以外の関連当事者との取引については、当社と古河工業株式会社との取引を除き、平成18年３

月期末までにすべて解消いたしました。同社は、当社の代表取締役社長高田重一郎及びその近親者が

議決権の100%を間接保有している会社であり、当社は、同社から戸塚製造所に係る土地、社屋を賃借

しておりましたが、当該取引は平成18年６月末に当該製造所を移転することにより解消されておりま

す。 

 

当企業グループとの取引(自平成17年４月１日 至平成18年３月31日)         (単位：百万円) 

関係内容 
会社等 

の名称 
住所 

資本金又

は出資金 

事業の内容

又は職業 
役員の 

兼任等 

事業上 

の関係 

取引の 

内容 

取引 

金額 
科目 

期末 

残高 

ｴｽﾃｨｰﾃｨｰ 

株式会社及び

同社子会社 

東京都 

港区等 
120 

潤滑剤等の 

製造販売 
－ 

原材料の

仕入 

原材料 

の仕入 
1,333 

買掛金 

未払金 

123 

３ 

古河工業 

株式会社 

東京都 

港 区 
50 

不動産設備

の管理運営

等 

３名 
不動産の

賃借 

不動産 

の賃借 
535 － － 

 

当企業グループとの取引(自平成 18年４月１日 至平成18年９月 30日)        (単位：百万円) 

関係内容 
会社等 

の名称 
住所 

資本金又

は出資金 

事業の内容

又は職業 
役員の 

兼任等 

事業上 

の関係 

取引の 

内容 

取引 

金額 
科目 

期末 

残高 

ｴｽﾃｨｰﾃｨｰ 

株式会社及び

同社子会社 

東京都 

中央区等 
120 

潤滑剤等の 

製造販売 
－ 

原材料の

仕入 

原材料 

の仕入 
687 

買掛金 

未払金 

133 

９ 

古河工業 

株式会社 

東京都 

港 区 
50 

不動産設備

の管理運営

等 

３名 
不動産の

賃借 

不動産 

の賃借 
133 － － 
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４.中間連結財務諸表等 
(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

  
前中間連結会計期間末 
（平成17年9月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年9月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年3月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金   38,144   43,041   49,681  

２．受取手形及び 
売掛金 

※３  75,303   78,843   77,816  

３．たな卸資産   40,362   45,494   42,325  

４．繰延税金資産   8,830   8,363   6,996  

５．その他   11,399   13,288   13,912  

貸倒引当金   △2,048   △1,526   △1,738  

流動資産合計   171,990 59.6  187,504 58.5  188,994 59.4 

Ⅱ 固定資産           

(1)有形固定資産           

１．建物及び 
構築物 

※１ 
※２ 

26,257   29,344   28,273   

２．機械装置及び
運搬具 

※１ 
※２ 

28,469   30,425   30,270   

３．その他有形固
定資産 

※１ 
※２ 

26,306 81,034  28,167 87,937  27,225 85,768  

(2)無形固定資産           

１．営業権  9,500   -   9,898   

２．のれん  -   10,122   -   

３．その他  2,283 11,783  2,592 12,714  2,883 12,782  

(3)投資その他の資産           

１．投資有価証券  16,383   21,503   19,008   

２．その他  7,676   11,246   11,533   

貸倒引当金  △116 23,943  △122 32,627  △121 30,420  

固定資産合計   116,761 40.4  133,279 41.5  128,971 40.6 

資産合計   288,752 100.0  320,783 100.0  317,966 100.0 
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前中間連結会計期間末 
（平成17年9月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年9月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年3月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．買掛金   28,019   28,919   35,209  

２．短期借入金   50,786   62,106   59,523  

３．１年以内返済予
定の長期借入金 

※２  10,722   6,533   7,040  

４．１年以内償還予
定の社債 

  740   1,940   2,110  

５．未払費用   13,904   14,639   13,264  

６．未払法人税等   7,967   5,827   7,747  

７．製品保証引当金   10,144   11,274   10,379  

８．役員賞与引当金   -   250   500  

９．その他 ※２  16,745   17,121   19,112  

流動負債合計   139,031 48.2  148,612 46.3  154,888 48.7 

Ⅱ 固定負債           

１．社債   9,040   7,100   7,300  

２．長期借入金 ※２  40,107   26,812   31,039  

３．退職給付引当金   7,876   8,528   8,153  

４．役員退職引当金   1,479   1,572   1,536  

５．その他 ※２  9,989   12,491   10,750  

固定負債合計   68,492 23.7  56,504 17.6  58,779 18.5 

負債合計   207,524 71.9  205,116 63.9  213,667 67.2 

           

（少数株主持分）           

少数株主持分   1,735 0.6  - -  2,005 0.6 
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前中間連結会計期間末 
（平成17年9月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年9月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年3月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   12,253 4.2  - -  17,388 5.5 

Ⅱ 資本剰余金   12,719 4.4  - -  17,854 5.6 

Ⅲ 利益剰余金   53,123 18.4  - -  59,348 18.7 

Ⅳ その他有価証券評
価差額金 

  5,264 1.8  - -  6,357 2.0 

Ⅴ 為替換算調整勘定   △3,868 △1.3  - -  1,343 0.4 

資本合計   79,492 27.5  - -  102,293 32.2 

負債、少数株主持
分及び資本合計 

  288,752 100.0  - -  317,966 100.0 

           

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１．資本金   -   17,388 5.4  -  

２．資本剰余金   -   17,854 5.6  -  

３．利益剰余金   -   68,110 21.2  -  

株主資本合計   -   103,354 32.2  -  

Ⅱ 評価・換算差額等           

１．その他有価証券
評価差額金 

  -   6,479 2.0  -  

２．繰延ヘッジ損益   -   △5 △0.0  -  

３．為替換算調整勘定   -   3,632 1.2  -  

評価・換算差額等
合計 

  -   10,106 3.2  -  

Ⅲ 少数株主持分   -   2,205 0.7  -  

純資産合計   -   115,666 36.1  -  

負債純資産合計   -   320,783 100.0  -  
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②【中間連結損益計算書】 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年4月１日 
至 平成17年9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年4月１日 
至 平成18年9月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年4月１日 
至 平成18年3月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   220,337 100.0  243,923 100.0  465,922 100.0 

Ⅱ 売上原価   168,866 76.6  191,679 78.6  361,032 77.5 

売上総利益   51,470 23.4  52,243 21.4  104,890 22.5 

Ⅲ 販売費及び一般管
理費 

※１ 
※２ 

 31,447 14.3  33,205 13.6  66,872 14.3 

営業利益   20,023 9.1  19,037 7.8  38,017 8.2 

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息  417   693   1,077   

２．受取配当金  119   127   186   

３．為替差益  382   -   356   

４．受取ロイヤリ
ティー 

 162   -   380   

５．その他  308 1,390 0.6 398 1,219 0.5 892 2,894 0.6 

Ⅴ 営業外費用           

１．支払利息  1,656   1,562   3,380   

２．その他  261 1,918 0.9 331 1,893 0.8 770 4,150 0.9 

経常利益   19,496 8.8  18,363 7.5  36,761 7.9 
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前中間連結会計期間 

（自 平成17年4月１日 
至 平成17年9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年4月１日 
至 平成18年9月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年4月１日 
至 平成18年3月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅵ 特別利益           

１．固定資産 
売却益 

※３ 39   49   36   

２．貸倒引当金 
戻入益 

 -   196   -   

３．保険金収入 ※６ - 39 0.0 1,497 1,744 0.7 - 36 0.0 

Ⅶ 特別損失           

１．固定資産 
売却損 

※４ 27   54   25   

２．固定資産 
除却損 

※５ 245   123   880   

３．事故損失 ※７ -   2,268   2,748   

４．減損損失 ※８ 198   -   800   

５．事業構造 
改革費用 

※９ -   -   1,041   

６．退職給付 
終了損失 

 - 472 0.1 - 2,445 1.0 178 5,674 1.2 

税金等調整前中間
（当期）純利益 

  19,063 8.7  17,662 7.2  31,123 6.7 

法人税、住民税 
及び事業税 

※10  8,097 3.7  7,887 3.2  14.023 3.0 

少数株主利益   201 0.1  190 0.1  310 0.1 

中間（当期） 
純利益 

  10,765 4.9  9,583 3.9  16,789 3.6 
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③【中間連結剰余金計算書および中間連結株主資本等変動計算書】 

中間連結剰余金計算書 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年4月１日 
至 平成17年9月30日） 

前連結会計年度の連結剰余金計算書 
（自 平成17年4月１日 

至 平成18年3月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

（資本剰余金の部）      

Ⅰ 資本剰余金期首残高   12,666  12,666 

Ⅱ 資本剰余金増加高      

１．増資による新株の発行  53 53 5,188 5,188 

Ⅲ 資本剰余金中間期末（期
末）残高 

  12,719  17,854 

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   43,642  43,642 

Ⅱ 利益剰余金増加高      

１．中間（当期）純利益  10,765  16,789  

２．その他 ※１ 34 10,799 236 17,025 

Ⅲ 利益剰余金減少高      

１．配当金  819  819  

２．役員賞与  500 1,319 500 1,319 

Ⅳ 利益剰余金中間期末（期
末）残高 

  53,123  59,348 
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中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間 （自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日） 

株主資本 評価・換算差額等  

資本金 
資本 

剰余金 

利益 

剰余金 

株主資

本合計 

その他有

価証券評

価差額金 

繰延

ヘッジ

損益 

為替換

算調整

勘定 

評価・換

算差額等

合計 

少数

株主

持分 

純資産

合計 

平成18年3月31日残

高（百万円） 
17,388 17,854 59,348 94,592 6,357 - 1,343 7,700 2,005 104,298 

中間連結会計期間中

の変動額 
          

剰余金の配当 - - △821 △821 - - - - - △821 

中間純利益 - - 9,583 9,583 - - - - - 9,583 

その他 ※ - - △0 △0 - - - - - △0 

株主資本以外の項

目の中間連結会計

期間中の変動額

（純額） 

- - - - 122 △5 2,288 2,405 200 2,606 

中間連結会計期間中

の変動額合計 

（百万円） 

- - 8,761 8,761 122 △5 2,288 2,405 200 11,367 

平成18年9月30日残

高（百万円） 
17,388 17,854 68,110 103,354 6,479 △5 3,632 10,106 2,205 115,666 
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④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年4月１日 
至 平成17年9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年4月１日 
至 平成18年9月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 
（自 平成17年4月１日 

至 平成18年3月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・
フロー 

    

税金等調整前中間（当期）
純利益 

 19,063 17,662 31,123 

減価償却費  7,506 8,453 16,186 

固定資産除売却損益  233 127 868 

減損損失  198 - 800 

保険金収入  - △1,497 - 

事業構造改革費用  - - 1,041 

事故損失  - 2,268 2,748 

貸倒引当金の増加額（△減
少額） 

 151 △254 △221 

退職給付引当金の増加額  130 72 394 

役員退職引当金の増加額
（△減少額） 

 △4 36 52 

製品保証引当金の増加額  415 826 520 

役員賞与引当金の増加額
（△減少額） 

 - △250 500 

為替差損益  △10 △4 △20 

受取利息及び受取配当金  △536 △821 △1,264 

支払利息  1,656 1,562 3,380 

売上債権の減少額（△増加
額） 

 △9,384 165 △9,569 

たな卸資産の増加額  △2,567 △2,258 △3,413 

仕入債務の増加額（△減少

額） 
 △1,165 △6,607 4,908 

未払費用の増加額（△減少
額） 

 1,301 1,077 △516 

その他流動資産の減少額
（△増加額） 

 △126 510 △2,142 

その他流動負債の増加額
（△減少額） 

 472 △1,004 1,066 

その他固定負債の増加額  285 124 97 

役員賞与の支払額  △179 △183 △500 

その他  △403 △67 1,067 

小計  17,038 19,936 47,106 

利息及び配当金の受取額  536 821 1,264 

利息の支払額  △1,718 △1,606 △3,548 

保険金受取額  - 1,497 - 

事故損失に関わる支払額  - △2,009 - 

法人税等の支払額  △5,699 △8,555 △14,129 

営業活動によるキャッシュ・
フロー 

 10,157 10,082 30,692 
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前中間連結会計期間 

（自 平成17年4月１日 
至 平成17年9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年4月１日 
至 平成18年9月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 
（自 平成17年4月１日 
至 平成18年3月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・
フロー 

    

定期預金の預入による支出  △269 △674 △315 

投資有価証券の取得による
支出 

 △83 △2,007 △568 

有形固定資産の取得による
支出 

 △11,126 △10,111 △23,225 

有形固定資産の売却による
収入 

 286 339 305 

無形固定資産の取得による
支出 

 △536 △374 △1,642 

貸付けによる支出  △2 △4 △5 

貸付金の回収による収入  51 7 155 

その他  22 △409 △367 

投資活動によるキャッシュ・
フロー 

 △11,657 △13,235 △25,663 

Ⅲ 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  34 1,760 8,071 

長期借入金の借入による収
入 

 6,624 95 8,931 

長期借入金の返済による支
出 

 △11,934 △4,939 △27,674 

社債の償還による支出  △370 △370 △740 

株式の発行による収入  106 - 10,376 

ファイナンスリース債務返
済による支出 

 △145 △65 △185 

配当金の支払額  △819 △821 △819 

少数株主への配当金の支払
額 

 △59 △70 △59 

財務活動によるキャッシュ・
フロー 

 △6,564 △4,412 △2,100 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換
算差額 

 627 215 1,174 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額
（△減少額） 

 △7,437 △7,349 4,102 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残
高 

 45,232 49,335 45,232 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期
末（期末）残高 

※１ 37,795 41,986 49,335 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年4月１日 
至 平成17年9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年4月１日 
至 平成18年9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年4月１日 
至 平成18年3月31日） 

１．連結の範囲に関

する事項 

（１）連結子会社の数 57社 

主要な連結子会社名 

タカタ九州(株) 

TAKATA-PETRI AG 

TK Holdings Inc. 

（１）連結子会社の数 58社 

主要な連結子会社名 

タカタ九州(株) 

TAKATA-PETRI AG 

TK Holdings Inc.  

 

なお、TAKATA-PETRI 

(Ulm) GmbHは平成18年8月31

日付にてTAKATA-PETRI AGが

吸収合併しております。 

 

（１）連結子会社の数 59社 

主要な連結子会社名 

タカタ九州(株) 

TAKATA-PETRI AG 

TK Holdings Inc. 

 

 （２）非連結子会社の名称等 

非連結子会社 

NAR Holding Corporation 

（連結の範囲から除いた理由） 

非連結子会社は小規模であ

り、総資産、売上高、中間純

損益（持分に見合う額）及び

利益剰余金（持分に見合う

額）等は、いずれも中間連結

財務諸表に重要な影響を及ぼ

していないためであります。 

 

（２）非連結子会社の名称等 

非連結子会社 

NAR Holding Corporation 

（連結の範囲から除いた理由） 

同左 

（２）非連結子会社の名称等 

非連結子会社 

NAR Holding Corporation 

（連結の範囲から除いた理由） 

非連結子会社は小規模であ

り、総資産、売上高、当期純

損益（持分に見合う額）及び

利益剰余金（持分に見合う

額）等は、いずれも連結財務

諸表に重要な影響を及ぼして

いないためであります。 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年4月１日 
至 平成17年9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年4月１日 
至 平成18年9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年4月１日 

至 平成18年3月31日） 

２．持分法の適用に

関する事項 

（１）持分法適用の関連会社数 

 3社 

主要な会社名 

Abhisheck Auto 

Industries Limited 

 

（２）持分法を適用していない

非連結子会社（NAR Holding 

Corporation）は、中間純損

益（持分に見合う額）及び利

益剰余金（持分に見合う額）

等からみて、持分法の対象か

ら除いても中間連結財務諸表

に及ぼす影響が軽微であり、

かつ、重要性がないため持分

法の適用から除外しておりま

す。 

 

（３）Dalphi Metal Espana 

S.A., Dalphi Metal 

Seguridad S.A., Dalphi 

Metal Internacional S.A., 

Dalphi Metal Portugal S.A.

は議決権の100分の20以上、

100分の50以下を自己の計算

において所有しております

が、重要な影響力を行使する

ことができないため関連会社

としておりません。 

 

（４）持分法適用会社のうち、

中間決算日が中間連結決算日

と異なる会社については、中

間連結決算日現在で実施した

仮決算に基づく中間財務諸表

を使用しております。 

 

（１）持分法適用の関連会社数 

 2社 

主要な会社名 

Abhisheck Auto 

Industries Limited 

 

（２）  同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）  同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）  同左 

 

（１）持分法適用の関連会社数 

 2社 

主要な会社名 

Abhisheck Auto 

Industries Limited 

 

（２）持分法を適用していない

非連結子会社（NAR Holding 

Corporation）は、当期純損

益（持分に見合う額）及び

利益剰余金（持分に見合う

額）等からみて、持分法の

対象から除いても連結財務

諸表に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ、重要性がない

ため持分法の適用から除外

しております。 

 

（３） 同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）持分法適用会社のうち、

決算日が連結決算日と異な

る会社については、連結決

算日現在で実施した仮決算

に基づく財務諸表を使用し

ております。 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年4月１日 
至 平成17年9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年4月１日 
至 平成18年9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年4月１日 

至 平成18年3月31日） 

３．連結子会社の中

間決算日（決算

日）等に関する

事項 

連結子会社のうちTakata 

(Shanghai) Safety Systems 

Co., Ltdを含む12社の中間決算

日は6月30日であります。中間

連結財務諸表の作成に当たっ

て、中間連結決算日と異なる会

社については、中間連結決算日

現在で実施した仮決算に基づく

中間財務諸表を使用しておりま

す。それ以外の連結子会社の中

間決算日は中間連結決算日と一

致しております。 

 

 

連結子会社のうちTakata 

(Shanghai) Safety Systems 

Co., Ltdを含む13社の中間決算

日は6月30日であります。中間

連結財務諸表の作成に当たっ

て、中間連結決算日と異なる会

社については、中間連結決算日

現在で実施した仮決算に基づく

中間財務諸表を使用しておりま

す。それ以外の連結子会社の中

間決算日は中間連結決算日と一

致しております。 

 

 

 

連結子会社のうちTakata 

(Shanghai) Safety Systems 

Co., Ltdを含む13社の決算日は

12月31日であります。連結財務

諸表の作成に当たって、連結決

算日と異なる会社については、

連結決算日現在で実施した仮決

算に基づく財務諸表を使用して

おります。それ以外の連結子会

社の決算日は連結決算日と一致

しております。 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年4月１日 
至 平成17年9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年4月１日 
至 平成18年9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年4月１日 

至 平成18年3月31日） 

４．会計処理基準に

関する事項 

（１）在外連結子会社は米国会

計基準を採用しております。 

（１）   同左 （１）   同左 

 （２）重要な資産の評価基準及

び評価方法 

（２）重要な資産の評価基準及

び評価方法 

（２）重要な資産の評価基準及

び評価方法 

 イ 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間連結決算日の市場

価格等に基づく時価法

（評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却

原価は移動平均法により

算定）を採用しておりま

す。 

 

     時価のないもの 

移動平均法による原価

法を採用しております。 

 

イ 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間連結決算日の市場

価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売

却原価は移動平均法によ

り算定）を採用しており

ます。 

 

     時価のないもの 

同左 

 

イ 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

連結決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価

差額は全部資本直入法に

より処理し、売却原価は

移動平均法により算定）

を採用しております。 

 

 

     時価のないもの 

同左 

 

 ロ デリバティブ 

時価法を採用しておりま

す。 

 

ロ デリバティブ 

同左 

 

ロ デリバティブ 

同左 

 

 ハ たな卸資産 

当社及び国内連結子会

社は主として総平均法に

よる低価法を、また、在

外連結子会社は先入先出

法による低価法を採用し

ております。 

 

ハ たな卸資産 

同左 

 

ハ たな卸資産 

同左 

 

 （３）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

（３）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

（３）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

 イ 有形固定資産 

当社及び国内連結子会

社は定率法を、また、在

外連結子会社は定額法を

採用しております。 

なお、主な耐用年数は

次のとおりであります。 

 

機械及び構築物 5～40年

機械装置及び運搬具 3～ 7年

その他 2～20年

 

 

 

イ 有形固定資産 

同左 

 

イ 有形固定資産 

同左 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年4月１日 
至 平成17年9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年4月１日 
至 平成18年9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年4月１日 

至 平成18年3月31日） 

 ロ 無形固定資産 

定額法を採用しており

ます。 

なお、自社利用のソフ

トウェアについては、社

内における利用可能期間

（2～4年）に基づいてお

ります。 

耐用年数の見積りが可

能な無形固定資産につい

ては見積耐用年数に基づ

いております。 

営業権については、在

外連結子会社に係るもの

は米国財務会計基準審議

会基準書第142号「営業

権及びその他の無形資

産」に準拠しておりま

す。 

同基準は、営業権につ

いて償却を行わず、年一

回または減損の可能性を

示す事象が発生した時点

で減損テストを実施し、

これを受けて減損の認識

と測定並びに計上を行う

ものです。 

 

 

ロ 無形固定資産 

定額法を採用しており

ます。 

なお、自社利用のソフ

トウェアについては、社

内における利用可能期間

（2～4年）に基づいてお

ります。 

耐用年数の見積りが可

能な無形固定資産につい

ては見積耐用年数に基づ

いております。 

のれんについては、在

外連結子会社に係るもの

は米国財務会計基準審議

会基準書第142号「営業

権及びその他の無形資

産」に準拠しておりま

す。 

同基準は、のれんにつ

いて償却を行わず、年一

回または減損の可能性を

示す事象が発生した時点

で減損テストを実施し、

これを受けて減損の認識

と測定並びに計上を行う

ものです。 

 

（表示方法の変更） 

前中間連結会計期間におい

て、｢営業権｣として掲記され

ていたものは、当中間連結会

計期間から「のれん」と表示

しております。 

 

ロ 無形固定資産 

同左 

 

 

   （４）繰延資産の処理方法 

   新株発行費 

支出時に全額費用とし

て処理しております。 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年4月１日 
至 平成17年9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年4月１日 
至 平成18年9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年4月１日 

至 平成18年3月31日） 

 （５）重要な引当金の計上基準 

イ 貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の貸倒

損失に備えるため、当社及び

国内連結子会社は一般債権に

ついては貸倒実績率等によ

り、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込額

を計上しております。また在

外連結子会社は主として特定

の債権について回収不能見込

額を計上しております。 

 

 

ロ 製品保証引当金 

納入済製品等の補修費支出

に備えて、過去の実績と当中

間連結会計期間の発生状況を

考慮した所要見込額を計上し

ております。 

 

（５）重要な引当金の計上基準 

イ 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 製品保証引当金 

同左 

（５）重要な引当金の計上基準 

イ 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 製品保証引当金 

納入済製品等の補修費支出

に備えて、過去の実績と当連

結会計年度の発生状況を考慮

した所要見込額を計上してお

ります。 

 

  ハ 役員賞与引当金 

役員賞与の支給に備えるた

め、支給見込額に基づき計上

しております。 

（会計方針の変更） 

当中間連結会計期間におい

て、「役員賞与に関する会計

基準」（企業会計基準第4号 

平成17年11月29日）を適用し

ております。 

これにより、営業利益、経

常利益及び税金等調整前中間

純利益が、250百万円減少し

ております。 

 

 

ハ 役員賞与引当金 

役員賞与の支給に備えるた

め、支給見込額に基づき計上

しております。 

（追加情報） 

役員賞与は従来、利益処

分により未処分利益の減少と

して会計処理していました

が、「役員賞与の会計処理に

関する当面の取扱い」（企業

会計基準委員会実務対応報告

第13号 平成16年3月9日）に

基づき、当連結会計度より、

発生時に費用処理しておりま

す。 

この結果、従来の方法に

比べて、営業利益、経常利益

及び税金等調整前当期純利益

が、500百万円減少しており

ます。 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年4月１日 
至 平成17年9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年4月１日 
至 平成18年9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年4月１日 
至 平成18年3月31日） 

 ニ 退職給付引当金 

当社及び連結子会社におい

て、従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計期間末に

おける退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき、当中

間連結会計期間末において発

生していると認められる額を

計上しております。 

当社及び国内連結子会社の

会計基準変更時差異（829百

万円）については15年による

均等額を費用処理しておりま

す。過去勤務債務は、その発

生時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（15

年）による定額法により費用

処理しております。数理計算

上の差異は、各連結会計年度

の発生時における従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の

年数（15年）による定額法に

より按分した額をそれぞれ発

生の翌連結会計年度から費用

処理することとしておりま

す。 

なお、在外連結子会社は、

米国財務会計基準審議会基準

書第87号「年金の会計処理」

に基づく処理を行っておりま

す。 

 

ニ 退職給付引当金 

同左 

 

 

ニ 退職給付引当金 

当社及び連結子会社におい

て、従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末に

おける退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき計上し

ております。 

当社及び国内連結子会社の

会計基準変更時差異（829百

万円）については15年による

均等額を費用処理しておりま

す。過去勤務債務は、その発

生時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（15

年）による定額法により費用

処理しております。数理計算

上の差異は、各連結会計年度

の発生時における従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の

年数（15年）による定額法に

より按分した額をそれぞれ発

生の翌連結会計年度から費用

処理することとしておりま

す。 

なお、在外連結子会社は、

米国財務会計基準審議会基準

書第87号「年金の会計処理」

に基づく処理を行っておりま

す。 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年4月１日 
至 平成17年9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年4月１日 
至 平成18年9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年4月１日 

至 平成18年3月31日） 

   (追加情報) 

当社及び一部の国内連結子

会社は、当連結会計年度にお

いて退職金規程を改定し、そ

の一部につき確定拠出年金制

度へ移行したため、「退職給

付制度間の移行等に関する会

計処理」（企業会計基準適用

指針第1号）を適用しており

ます。 

この制度改定に伴う影響額

は178百万円であり、退職給

付終了損失として特別損失に

計上しております。 

 

 

 

ホ 役員退職引当金 

当社において、役員の退職

金の支出に備えるため、役員

退職金支給内規に基づく中間

期末要支給額の総額を計上し

ております。 

 

ホ 役員退職引当金 

同左 

ホ 役員退職引当金 

当社において、役員の退職

金の支出に備えるため、役員

退職金支給内規に基づく期末

要支給額の総額を計上してお

ります。 

 

 （６）重要な外貨建の資産又は

負債の本邦通貨への換算の

基準 

外貨建債権債務は、中間連

結決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、為替差額は

損益として処理しておりま

す。なお、在外連結子会社等

の資産及び負債は、中間連結

決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、収益及び費用

は期中平均相場により円貨に

換算し、換算差額は少数株主

持分及び資本の部における為

替換算調整勘定に含めて計上

しております。 

 

 

（６）重要な外貨建の資産又は

負債の本邦通貨への換算の

基準 

外貨建債権債務は、中間連

結決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、為替差額は

損益として処理しておりま

す。なお、在外連結子会社等

の資産及び負債は、中間連結

決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、収益及び費用

は期中平均相場により円貨に

換算し、換算差額は純資産の

部における為替換算調整勘定

及び少数株主持分に含めて計

上しております。 

 

 

 

（６）重要な外貨建の資産又は

負債の本邦通貨への換算の

基準 

外貨建債権債務は、連結決

算日の直物為替相場により円

貨に換算し、為替差額は損益

として処理しております。な

お、在外連結子会社等の資産

及び負債は、連結決算日の直

物為替相場により円貨に換算

し、収益及び費用は期中平均

相場により円貨に換算し、換

算差額は少数株主持分及び資

本の部における為替換算調整

勘定に含めて計上しておりま

す。 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年4月１日 
至 平成17年9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年4月１日 
至 平成18年9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年4月１日 

至 平成18年3月31日） 

 （７）重要なリース取引の処理

方法 

リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース

取引について、在外連結子会

社は通常の売買取引に準じた

会計処理によっております。

なお、当社及び国内連結子会

社については、該当する重要

な取引はありません。 

 

（７）重要なリース取引の処理

方法 

同左 

 

 

（７）重要なリース取引の処理

方法 

同左 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年4月１日 
至 平成17年9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年4月１日 
至 平成18年9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年4月１日 

至 平成18年3月31日） 

 （８）重要なヘッジ会計の方法 

イ ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によって

おります。また、金利ス

ワップ及び金利キャップ

について特例処理の条件

を充たしている場合には

特例処理を採用しており

ます。 

 

ロ ヘッジ手段とヘッジ

対象 

当中間連結会計期間に

ヘッジ会計を適用した

ヘッジ対象とヘッジ手段

は以下の通りでありま

す。 

ヘッジ手段… 

金利スワップ、 

金利キャップ 

ヘッジ対象…借入金 

 

ハ ヘッジ方針 

当社の内規である「市

場リスク管理方針」に基

づき、金利変動リスクを

ヘッジしております。 

 

ニ ヘッジ有効性評価の

方法 

ヘッジ対象の相場変動

又はキャッシュ・フロー

変動の累計とヘッジ手段

の相場変動又はキャッ

シュ・フロー変動の累計

を比較し、その変動額の

比率によって有効性を評

価しております。ただ

し、特例処理によってい

る金利スワップ及び金利

キャップについては、有

効性の評価を省略してお

ります。 

 

 

（８）重要なヘッジ会計の方法 

イ ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっ

ております。また、金利

スワップについて特例処

理の条件を充たしている

場合には特例処理を採用

しております。 

 

 

ロ ヘッジ手段とヘッジ

対象 

当中間連結会計期間に

ヘッジ会計を適用した

ヘッジ対象とヘッジ手段

は以下の通りでありま

す。 

ヘッジ手段… 

金利スワップ 

ヘッジ対象…借入金 

 

 

ハ ヘッジ方針 

同左 

 

 

 

 

ニ ヘッジ有効性評価の

方法 

ヘッジ対象の相場変動

又はキャッシュ・フロー

変動の累計とヘッジ手段

の相場変動又はキャッ

シュ・フロー変動の累計

を比較し、その変動額の

比率によって有効性を評

価しております。ただ

し、特例処理によってい

る金利スワップについて

は、有効性の評価を省略

しております。 

 

（８）重要なヘッジ会計の方法 

イ ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっ

ております。また、金利

スワップ及び金利キャッ

プについて特例処理の条

件を充たしている場合に

は特例処理を採用してお

ります。 

 

ロ ヘッジ手段とヘッジ

対象 

当連結会計年度にヘッ

ジ会計を適用したヘッジ

対象とヘッジ手段は以下

の通りであります。 

ヘッジ手段… 

金利スワップ、 

 金利キャップ 

ヘッジ対象…借入金 

 

 

ハ ヘッジ方針 

同左 

 

 

 

 

ニ ヘッジ有効性評価の

方法 

ヘッジ対象の相場変動

又はキャッシュ・フロー

変動の累計とヘッジ手段

の相場変動又はキャッ

シュ・フロー変動の累計

を比較し、その変動額の

比率によって有効性を評

価しております。ただ

し、特例処理によってい

る金利スワップ及び金利

キャップについては、有

効性の評価を省略してお

ります。 

 

 （９）その他中間連結財務諸表

作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっており

ます。 

 

 

（９）その他中間連結財務諸表

作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

 

 

（９）その他連結財務諸表作成

のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年4月１日 
至 平成17年9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年4月１日 
至 平成18年9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年4月１日 

至 平成18年3月31日） 

５．中間連結キャッ

シュ・フロー計

算書（連結

キャッシュ・フ

ロー計算書）に

おける資金の範

囲 

 手許現金、随時引き出し可能

な預金及び容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得

日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなってお

ります。 

 

同左 

 

 

 

 

同左 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年4月１日 
至 平成17年9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年4月１日 

至 平成18年9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年4月１日 
至 平成18年3月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当中間連結会計期間より、固定資産の

減損に係る会計基準（「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会 平成14年8月9日））

及び「固定資産の減損に係る会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第6

号 平成15年10月31日）を適用しており

ます。これにより税金等調整前中間純利

益は198百万円減少しております。 

なお、減損損失累計額については、改

正後の中間連結財務諸表規則に基づき各

資産の金額から直接控除しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準） 

当中間連結会計期間から「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第5号 平成17年12

月9日）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準適用指針8号 平成

17年12月9日）を適用しております。 

従来の資本の部の合計に相当する金

額は113,465百万円であります。 

なお、中間連結財務諸表規則の改正

により、当中間連結会計期間における

中間連結貸借対照表の純資産の部につ

いては、改正後の中間連結財務諸表規

則により作成しております。 

 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当社及び国内連結子会社において

は、当連結会計年度より、「固定資産

の減損に係る会計基準」（「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会 平成14年8

月9日））及び「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第6号 平成15年10月31日）を

適用しております。これにより税金等

調整前当期純利益は198百万円減少して

おります。 

なお、減損損失累計額については、

改正後の連結財務諸表規則に基づき各

資産の金額から直接控除しておりま

す。 
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表示方法の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年4月１日 
至 平成17年9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年4月１日 
至 平成18年9月30日） 

 

 

（中間連結損益計算書） 

前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました「受

取ロイヤリティー」（当中間連結会計期間は41百万円）

は、営業外収益の総額の100分の10以下となったため、

営業外収益の「その他」に含めて表示しております。 
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注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成17年9月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年9月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18年3月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

は111,151百万円であります。 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

は127,140百万円であります。 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

は119,257百万円であります。 

 

※２ 担保に供している資産 

  

建物及び構築物 2,402 百万円 

機械装置及び 
運搬具 

70 百万円 

その他有形固定
資産 

2,151 百万円 

計 4,624 百万円 

 上記物件は、1年以内に返済予定の長

期借入金1,138百万円、その他流動負債

197百万円、長期借入金3,282百万円、そ

の他固定負債592百万円の担保に供して

おります。 

 

※２ 担保に供している資産 

  
機械装置及び 
運搬具 

485 百万円 

 上記物件は、その他流動負債261百万

円、その他固定負債428百万円の担保に

供しております。 

 

※２ 担保に供している資産 

  

建物及び構築物 264 百万円 

機械装置及び 
運搬具 

389 百万円 

その他有形固定
資産 

518 百万円 

計 1,171 百万円 

 上記物件は、1年以内に返済予定の長

期借入金71百万円、その他流動負債177

百万円、長期借入金157百万円、その他

固定負債586百万円の担保に供しており

ます。 

 

 ※３ 中間連結会計期間末日満期手形 

中間連結会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形交換日を

もって決済処理をしております。な

お、当中間連結会計期間の末日は金

融機関の休日であったため、次の中

間連結会計期間末日満期手形が中間

連結会計期間末残高に含まれており

ます。 

受取手形 313 百万円 

 

 

 

 ４ 偶発債務 

損害賠償請求訴訟 

米国ハワイ州における交通事故に

関し、当社製品であるシートベルト

の欠陥により被害を被ったとする被

害者より提訴されていた損害賠償請

求訴訟について、平成18年4月に損

害賠償金17.2百万米ドルの支払いを

命じる第一審判決を受けました。当

社としては、当社製品と交通事故に

よる損害との間に因果関係はない旨

を主張しており、第一審判決を不服

として控訴し、現在係争中でありま

す。 

詳細は、「中間連結財務諸表等

（２）その他 訴訟」に記載してお

ります。 

 

４ 偶発債務 

損害賠償請求訴訟 

同左 
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（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年4月１日 
至 平成17年9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年4月１日 

至 平成18年9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年4月１日 
至 平成18年3月31日） 

※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。 

発送運賃 4,698 百万円 

給与手当 6,490 百万円 

退職給付費用 257 百万円 

役員退職引当金
繰入 

54 百万円 

貸倒引当金繰入 499 百万円 

研究開発費 9,418 百万円 
 

※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。 

発送運賃 5,873 百万円 

給与手当 6,504 百万円 

役員賞与引当金
繰入 

250 百万円 

退職給付費用 177 百万円 

役員退職引当
金繰入 

36 百万円 

研究開発費 10,395 百万円 
 

※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。 

発送運賃 9,977 百万円 

給与手当 13,618 百万円 

役員賞与引当金
繰入 

500 百万円 

退職給付費用 417 百万円 

役員退職引当
金繰入 

110 百万円 

貸倒引当金繰入 608 百万円 

研究開発費 20,374 百万円 

支払手数料 5,881 百万円 

 

 

※２ 研究開発費の総額は9,418百万円

 であり、すべて一般管理費に計上

 しております。 

 

 

※２ 研究開発費の総額は10,395百万

 円であり、すべて一般管理費に

 計上しております。 

 

 

※２ 研究開発費の総額は20,374百万

円であり、すべて一般管理費に

計上しております。 
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前中間連結会計期間 
（自 平成17年4月１日 
至 平成17年9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年4月１日 

至 平成18年9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年4月１日 
至 平成18年3月31日） 

※３ 固定資産売却益の内容は次のと

おりであります。 

建物及び構築物 8 百万円 

機械装置及び運搬具 30 百万円 

その他 1 百万円 

計 39 百万円 

 

 

※３ 固定資産売却益の内容は次のと

おりであります。 

機械装置及び運搬具 45 百万円 

その他 3 百万円 

計 49 百万円 

 

 

※３ 固定資産売却益の内容は次のと

 おりであります。 

機械装置及び運搬具 29 百万円 

その他 8 百万円 

計 36 百万円 

  

 

※４ 固定資産売却損の内容は次のと

おりであります。 

建物及び構築物 7 百万円 

機械装置及び運搬具 2 百万円 

その他 16 百万円 

計 27 百万円 

 

 

※４ 固定資産売却損の内容は次のと

 おりであります。 

建物及び構築物 36 百万円 

機械装置及び運搬具 16 百万円 

その他 0 百万円 

計 54 百万円 

 

 

※４ 固定資産売却損の内容は次のと

 おりであります。 

建物及び構築物 9 百万円 

機械装置及び運搬具 4 百万円 

その他 12 百万円 

計 25 百万円 

 

 

※５ 固定資産除却損の内容は次のと

おりであります。 

建物及び構築物 50 百万円 

機械装置及び運搬具 141 百万円 

その他 53 百万円 

計 245 百万円 

 

 

※５ 固定資産除却損の内容は次のと

 おりであります。 

建物及び構築物 16 百万円 

機械装置及び運搬具 78 百万円 

その他 27 百万円 

計 123 百万円 

 

 

※５ 固定資産除却損の内容は次のと

 おりであります。 

建物及び構築物 121 百万円 

機械装置及び運搬具 687 百万円 

その他 72 百万円 

計 880 百万円 

 

 

 ※６ 保険金収入は、前連結会計年度

に発生したMonclova工場の爆発事

故にかかわるものであります。 

 

 

 

 

 

※７ 前連結会計年度に発生した

Monclova工場の爆発事故にかかわ

るものであり、内訳は次のとおり

であります。 

設備復旧のための

修繕費用 
1,214 百万円 

生産復旧に関連す

る支出 
1,014 百万円 

その他 39 百万円 

計 2,268 百万円 

 

 

※７ 事故損失はTakata de Mexico, 

S.A. de C.V.のMonclova工場の爆

発事故によるものであり、内訳は

次のとおりであります。 

建物及び構築物 723 百万円 

機械装置及び運搬具 194 百万円 

建設仮勘定 631 百万円 

その他有形固定資産 27 百万円 

たな卸資産 447 百万円 

その他 722 百万円 

計 2,748 百万円 
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前中間連結会計期間 
（自 平成17年4月１日 
至 平成17年9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年4月１日 

至 平成18年9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年4月１日 
至 平成18年3月31日） 

※８ 減損損失 

当中間連結会計期間において、当

社グループは以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しました。 

場所 用途 種類 
減損損失 

(百万円) 

滋賀県

彦根市 

遊休

資産 
土地 198 

 

当社グループの資産グループは、

遊休資産については個別単位で、事

業資産については管理会計上の区分

ごとにグルーピングしております。 

近年の時価下落傾向の中、帳簿価

額に対し時価が著しく下落している

遊休資産について、帳簿価額を回収

可能額まで減額し、当該減少額を減

損損失（198百万円）として特別損

失に計上しました。 

なお、回収可能額は不動産鑑定評

価額に基づく正味売却価額により測

定しております。 

 

 

 

※８ 減損損失 

当連結会計期間において、当社グ

ループは以下の資産グループについ

て減損損失を計上しました。 

場所 用途 種類 
減損損失 

(百万円) 

滋賀県

彦根市 

遊休

資産 
土地 198 

 

当社グループの資産グループは、

遊休資産については個別単位で、事

業資産については管理会計上の区分

ごとにグルーピングしております。 

近年の時価下落傾向の中、帳簿価

額に対し時価が著しく下落している

遊休資産について、帳簿価額を回収

可能額まで減額し、当該減少額を減

損損失（198百万円）として特別損

失に計上しました。 

なお、回収可能額は不動産鑑定評

価額に基づく正味売却価額により測

定しております。 

また、在外連結子会社の固定資産

の減損については、米国財務会計基

準審議会基準書第144号「長期性資

産の減損と処分に関する会計処理」

を適用しており、当連結会計年度に

おいて欧州連結子会社のインフレー

ター工場に関する減損損失601百万

円を計上しております。 

その内訳は次のとおりでありま

す。 

建物及び構築物 128 百万円 

機械装置及び運搬具 397 百万円 

その他 75 百万円 

計 601 百万円 
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前中間連結会計期間 
（自 平成17年4月１日 
至 平成17年9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年4月１日 

至 平成18年9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年4月１日 
至 平成18年3月31日） 

 

 

 

 

※９ 米州及び欧州における連結子会

社の事業再編によって発生した退

職に伴う人件費等578百万円並びに

固定資産の減損損失463百万円であ

ります。減損損失は、米州連結子

会社のトリム工場、エアバック工

場及びステアリング工場に関する

ものであり、その内訳は次のとお

りであります。 

建物及び構築物 28 百万円 

機械装置及び運搬具 434 百万円 

計 463 百万円 

なお、在外連結子会社の固定資

産の減損については、米国財務会

計基準審議会基準書第144号「長期

性資産の減損と処分に関する会計

処理」を適用しております。 

 

※10  法人税等の表示方法 

当中間連結会計期間における税金費

用については、簡便法による税効果会

計を適用しているため、法人税等調整

額は、「法人税、住民税及び事業税」

に含めて表示しております。 

 

※10  法人税等の表示方法 

同左 
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（中間連結剰余金計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年4月１日 
至 平成17年9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年4月１日 
至 平成18年3月31日） 

※１ 利益剰余金増加高の「その他」は、在外連結子会

 社における米国会計基準を適用した際の年金追加最

 小負債に係るものであります。 

 

※１            同左 

 

 

 

（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

 

当中間連結会計期間（自 平成18年4月１日 至 平成18年9月30日） 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び総数に関する事項 

 前連結会計年度末

株式数(株) 

当中間連結会計期間

増加株式数(株) 

当中間連結会計期間

減少株式数(株) 

当中間連結会計期間末

株式数(株) 

発行済株式数     

普通株式 69,544,000 - - 69,544,000 

合計 69,544,000 - - 69,544,000 

自己株式     

普通株式 - - - - 

合計 - - - - 

 

２ 配当に関する事項 

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 

平成18年6月27日 

定時株主総会 
普通株式 821 12.5 平成18年3月31日 平成18年6月27日 

 

※ 中間連結株主資本等変動計算書の「中間連結会計期間中の変動額」の「その他」は、在外連結子会社における米

国会計基準を適用した際の年金追加最小負債に係るものであります。 

 

 



- 41 - 
 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年4月１日 
至 平成17年9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年4月１日 

至 平成18年9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年4月１日 
至 平成18年3月31日） 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末

 残高と中間連結貸借対照 表に掲記

 されている科目の金額との関係 

（平成17年9月30日現在） 

 

 (百万円) 

現金及び預金勘定 38,144 

預入期間が３か月を

超える定期預金 
△348 

現金及び現金同等物 37,795 
 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末

 残高と中間連結貸借対照表に掲

 記されている科目の金額との関係 

（平成18年9月30日現在） 

 

 (百万円) 

現金及び預金勘定 43,041 

預入期間が３か月を

超える定期預金 
△1,055 

現金及び現金同等物 41,986 
 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高

 と連結貸借対照表に掲記されて

 いる科目の金額との関係 

（平成18年3月31日現在） 

 

 (百万円) 

現金及び預金勘定 49,681 

預入期間が３か月を

超える定期預金 
△345 

現金及び現金同等物 49,335 

 

 

   

 

 

（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年4月１日 
至 平成17年9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年4月１日 

至 平成18年9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年4月１日 
至 平成18年3月31日） 

   

１．オペレーティング・リース取引 １．オペレーティング・リース取引 １．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料 
 

１年内 1,425 百万円

１年超 3,941 百万円

合計 5,366 百万円
  

 
１年内 1,155 百万円

１年超 3,399 百万円

合計 4,555 百万円
  

 
１年内 1,668 百万円

１年超 3,738 百万円

合計 5,407 百万円
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（有価証券関係） 

 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

前中間連結会計期間末 
（平成17年9月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年9月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18年3月31日） 

 
取得原価 
(百万円) 

中間連結
貸借対照
表計上額 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

取得原価 
(百万円) 

中間連結
貸借対照
表計上額 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

取得原価 
(百万円) 

連結貸借
対照表計
上額 

(百万円) 

差額 
(百万円) 

（１）株式 1,385 10,233 8,848 3,408 14,298 10,889 1,400 12,085 10,684 

（２）債券          

国債・地方債
等 

- - - - - - - - - 

社債 - - - - - - - - - 

その他 - - - - - - - - - 

（３）その他 - - - - - - - - - 

合計 1,385 10,233 8,848 3,408 14,298 10,889 1,400 12,085 10,684 

  

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

前中間連結会計期間末 
（平成17年9月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年9月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18年3月31日） 

 
中間連結貸借対照表計上額 

（百万円） 
中間連結貸借対照表計上額 

（百万円） 
連結貸借対照表計上額 

（百万円） 

その他有価証券    

非上場株式 5,920 6,955 6,680 
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（デリバティブ取引関係） 

 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年4月１日 
至 平成17年9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年4月１日 
至 平成18年9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年4月１日 
至 平成18年3月31日） 

対象物の
種類 

取引の種類 
契約額等 
(百万円) 

時価 
(百万円) 

評価損益 
(百万円) 

契約額等 
(百万円) 

時価 
(百万円) 

評価損益 
(百万円) 

契約額等 
(百万円) 

時価 
(百万円) 

評価損益 
(百万円) 

金利 スワップ取引 5,539 △108 △108 - - - - - - 

通貨金利 
通貨金利スワップ
取引 

2,839 △236 △236 - - - - - - 

通貨 
為替予約取引 
売建 

  米ドル 
1,229 1,262 △33 - - - - - - 

 （注） ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

 

 

 

（ストック・オプション等関係） 

 
当中間連結会計期間 （自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日） 

 

当中間連結会計期間において、ストック・オプションの付与は行っておりません。 
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)、当中間連結会計期間(自 平成18年4月1

日 至 平成18年9月30日)及び前連結会計年度(自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)において、当連結

グループは自動車安全部品の専門メーカーとして、同一セグメントに属するシートベルト製品及びエア

バッグ製品等の製造、販売を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。 
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【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自平成17年4月1日 至平成17年9月30日） 

 
日本 

（百万円） 
米州 

（百万円） 
欧州 

（百万円） 
アジア 

（百万円） 
計 

（百万円） 

消去又は
全社 

（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高        

(1）外部顧客に対す
る売上高 

47,691 105,630 57,717 9,297 220,337 - 220,337 

(2）セグメント間の
内部売上高 

23,645 7,897 1,284 9,874 42,701 (42,701) - 

計 71,336 113,528 59,001 19,172 263,039 (42,701) 220,337 

営業費用 65,092 104,311 57,629 15,643 242,677 (42,363) 200,313 

営業利益 6,243 9,216 1,371 3,529 20,361 (337) 20,023 

 

当中間連結会計期間（自平成18年4月1日 至平成18年9月30日） 

 
日本 

（百万円） 
米州 

（百万円） 
欧州 

（百万円） 
アジア 

（百万円） 
計 

（百万円） 

消去又は
全社 

（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高        

(1）外部顧客に対す
る売上高 

54,072 115,507 59,992 14,351 243,923 - 243,923 

(2）セグメント間の
内部売上高 

23,620 8,237 2,082 11,630 45,571 (45,571) - 

計 77,692 123,744 62,075 25,981 289,494 (45,571) 243,923 

営業費用 72,433 116,458 60,797 21,405 271,096 (46,210) 224,885 

営業利益 5,258 7,285 1,277 4,576 18,398 639 19,037 

 

前連結会計年度（自平成17年4月1日 至平成18年3月31日） 

 
日本 

（百万円） 
米州 

（百万円） 
欧州 

（百万円） 
アジア 

（百万円） 
計 

（百万円） 

消去又は
全社 

（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高        

(1）外部顧客に対す
る売上高 

100,950 227,748 116,466 20,756 465,922 - 465,922 

(2）セグメント間の
内部売上高 

50,550 15,581 3,010 21,925 91,068 (91,068) - 

計 151,501 243,329 119,477 42,682 556,991 (91,068) 465,922 

営業費用 140,250 223,310 119,247 37,227 520,035 (92,130) 427,905 

営業利益 11,251 20,019 230 5,454 36,955 1,061 38,017 

 

（注）１．国又は地域は、地理的隣接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

米州･･･米国、ブラジル、メキシコ 

欧州･･･ドイツ、イギリス、オランダ、ルーマニア、ポーランド、チェコ 

アジア･･･シンガポール、タイ、フィリピン、マレーシア、中国、韓国 
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【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自平成17年4月1日 至平成17年9月30日） 

 米州 欧州 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 106,105 56,091 12,591 174,789 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － 220,337 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売
上高の割合（％） 

48.2 25.5 5.6 79.3 

 

当中間連結会計期間（自平成18年4月1日 至平成18年9月30日） 

 米州 欧州 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 116,077 59,186 18,139 193,403 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － 243,923 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売
上高の割合（％） 

47.6 24.3 7.4 79.3 

 

前連結会計年度（自平成17年4月1日 至平成18年3月31日） 

 米州 欧州 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 229,219 113,539 27,689 370,448 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － 465,922 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売
上高の割合（％） 

49.2 24.4 5.9 79.5 

  

（注） １．国又は地域は、地理的隣接度により区分しております。 

 ２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

米州･･･米国、ブラジル、メキシコ 

欧州･･･ドイツ、イギリス、オランダ、ルーマニア、ポーランド、チェコ 

アジア･･･シンガポール、タイ、フィリピン、マレーシア、中国、韓国 
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（１株当たり情報） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年4月１日 
至 平成17年9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年4月１日 

至 平成18年9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年4月１日 
至 平成18年3月31日） 

  
１株当たり純資産額 1,211.89円 

１株当たり中間純利益金額 164.19円 
 

  
１株当たり純資産額 1,631.50円 

１株当たり中間純利益金額 137.81円 
 

  
１株当たり純資産額 1,470.91円 

１株当たり当期純利益金額 255.38円 

  
 なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、新株予約権

の残高はありますが、当社株式は非上

場であるため、期中平均株価が把握で

きませんので記載しておりません。 

同左  なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、新株予約権

の残高はありますが、当社株式は非上

場であるため、期中平均株価が把握で

きませんので記載しておりません。 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年4月１日 
至 平成17年9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年4月１日 
至 平成18年9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年4月１日 
至 平成18年3月31日） 

中間（当期）純利益（百万円） 10,765 9,583 16,789 

普通株主に帰属しない金額（百万円） - - - 

普通株式に係る中間（当期）純利益 

（百万円） 
10,765 9,583 16,789 

期中平均株式数（千株） 65,563 69,544 65,741 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概要 

新株予約権（新株予約

権の数 2,901,000個）。 

新株予約権（新株予約

権の数2,902,000個）。 

 

新株予約権（新株予約

権の数2,909,000個）。 
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（重要な後発事象） 

 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年4月１日 
至 平成17年9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年4月１日 
至 平成18年9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年4月１日 
至 平成18年3月31日） 

 当社は、平成12年10月に米国ハワ

イ州で発生した交通事故について、

当社製品であるシートベルトの欠陥

により損害を被ったとする被害者よ

り、損害賠償訴訟を提訴されまし

た。 

当社は、平成17年12月に損害賠償

額を17百万米ドルと認定する陪審評

決を受けましたが、これを不服とし

て現在係争中であります。 

 

 

１．公募による新株式発行 

当社は、平成18年11月7日に株式

会社東京証券取引所市場第一部に上

場いたしました。上場にあたり、平

成18年10月6日及び平成18年10月19

日開催の取締役会において公募によ

る新株式の発行の決議を行い、平成

18年11月6日に払込が完了いたしま

した。この結果、平成18年11月6日

付で資本金は38,810百万円、発行済

株式総数は80,544,000株となりまし

た。 

新株式発行の概要は以下のとおり

であります。 

(１)募集方法 

一般募集（ブックビルディン

グ方式による募集） 

(２)発行する株式の種類及び数 

普通株式 11,000,000株 

(３)発行価格 

1株につき4,100円 

一般募集はこの価格にて行い

ました。 

(４)引受価額 

1株につき3,895円 

この価額は当社が引受人より

1株当たりの新株式払込金とし

て受取った金額であります。 

なお、発行価格と引受価額と

の差額の総額は、引受人の手取

金となります。 

(５)発行価額 

1株につき3,230円 

(６)発行価額の総額 

35,530百万円 

(７)払込金額の総額 

42,845百万円 

(８)資本組入額の総額 

21,422百万円 

(９)払込期日 

平成18年11月6日 
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前中間連結会計期間 
（自 平成17年4月１日 
至 平成17年9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年4月１日 
至 平成18年9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年4月１日 
至 平成18年3月31日） 

  

 

(10)配当起算日 

平成18年10月1日 

(11)資金の使途 

設備投資資金、評価設備等の

更新・拡充、借入金の返済 

 

 

２．売出し（オーバーアロットメン

トによる売出し）に関連して行う第

三者割当増資による新株式の発行 

当社では、株式会社東京証券取引

所への上場に伴う新株式の発行及び

株式売出しに関連し、当社株主から

当社普通株式を借受けた大和証券エ

スエムビーシー株式会社が売出人と

なり、普通株式2,000,000株のオー

バーアロットメントによる売出しを

行いました。これに関連して、平成

18年10月6日及び平成18年10月19日

開催の取締役会において、以下の内

容の第三者割当増資による募集の決

議を行っております。 

(１)割当先 

大和証券エスエムビーシー株

式会社 

(２)発行株式の種類及び数 

普通株式 1,000,000株 

(３)発行価額 

1株につき3,895円 

(４)発行価額の総額 

3,895百万円 

(５)資本組入額の総額 

1,947百万円 

(６)払込期日 

平成18年12月5日 

(８)配当起算日 

平成18年10月1日 

(９)資金の使途 

設備投資資金、評価設備等の

更新・拡充、借入金の返済 
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 (2)【その他】 

 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年4月１日 
至 平成17年9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年4月１日 

至 平成18年9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年4月１日 
至 平成18年3月31日） 

  

 

訴訟 

当社は、平成12年10月に米国ハワイ

州で発生した交通事故に関して、当社

製品であるシートベルトの欠陥により

損害を被ったとする被害者より、損害

賠償訴訟を提訴されました。当社は、

平成17年12月に損害賠償額を17百万米

ドルと認定する陪審評決を受け、平成

18年4月に損害賠償金17.2百万米ドルの

支払いを命じる第一審判決を受けまし

た。 

当社としては、当社製品と交通事故

による損害との間に因果関係はない旨

を主張しており、当社は、第一審判決

を不服として控訴し、現在係争中であ

ります。 

 

 

訴訟 

同左 
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５.生産、受注及び販売の状況 
 

(1)生産実績 

 当中間連結会計期間の生産実績を製品ごとに示すと、次のとおりであります。 

製品の名称 
当中間連結会計期間 

（自 平成18年4月 1日 
至 平成18年9月30日） 

対前中間期比（％） 

    シートベルト （百万円） 76,527 105.4 

    エアバッグ  （百万円） 97,831 119.0 

    その他    （百万円） 68,638 105.1 

合計（百万円） 242,997 110.4 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2)受注状況 

 当社及び連結子会社の生産・販売品目は広範囲かつ多種多様であります。また顧客である自動

車メーカーはジャストインタイムの生産方式を採用しており、当企業グループに対する発注より、

納品までの期間は極めて短期間であるため、受注規模を金額あるいは数量で示すことはしており

ません。 

 

(3)販売実績 

 当中間連結会計期間の販売実績を製品ごとに示すと、次のとおりであります。 

製品の名称 
当中間連結会計期間 

（自 平成18年4月 1日 
至 平成18年9月30日） 

対前中間期比（％） 

   シートベルト  （百万円） 76,258 104.5 

   エアバッグ   （百万円） 96,267 117.0 

   その他     （百万円） 71,396 109.7 

合計（百万円） 243,923 110.7 

 （注）本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 




