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平成 19 年 3 月期  個別中間財務諸表の概要     平成 18 年 11 月 14 日 

上場会社名        タカタ株式会社                         上場取引所  東 
コード番号         7312                                         本社所在都道府県  東京都 
（ＵＲＬ  http://www.takata.com  ） 
代   表   者  役職名  代表取締役社長 氏名  高田重一郎 
問合せ先責任者  役職名  経理室長     氏名 渡辺 彦人  ＴＥＬ (03) 3582 － 9228 
決算取締役会開催日 平成 18 年 11 月 14 日             
単元株制度採用の有無            有(１単元 100 株) 
 
１． 18 年 9 月中間期の業績(平成 18 年 4 月 1 日～平成 18 年 9 月 30 日) 
(1) 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 

 77,997 9.0 
 71,571 － 

 4,372 △22.5 
 5,641 － 

 4,781 △15.3 
 5,646 － 

18 年 3 月期  151,846   9,922  10,306 
 
 

中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

 百万円    ％ 円   銭 

18 年 9 月中間期 
17 年 9 月中間期 

 2,661 △17.4 
 3,220 － 

 38 27 
 49 12 

18 年 3 月期  4,841  73 65 

 
 
 

 (注) ①期中平均株式数 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 
     ②会計処理の方法の変更  無 

③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)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 

 154,703 
 150,891 

 50,791 
 35,851 

 32.8 
 23.8 

 730 36 
 546 57 

18 年 3 月期  158,462  48,835  30.8  702 22 
 (注) ①期末発行済株式数  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 
  ②期末自己株式数 18 年 9 月中間期  －株 17 年 9 月中間期 －株 18 年 3 月期 －株 

 

２．19 年 3 月期の業績予想(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  154,901  9,101  5,091 

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 63 円 21 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。 
 
３．配当状況 

 現金配当 1 株当たり配当金（円） 
 
 

 中間期末 期末 年間 
18 年 3 月期  0.00 12.50 12.50 

18 年 9 月期（実績）  0.00  － 

19 年 3 月期（予想）  － 28.00 
28.00 

 

 
※ 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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６.中間財務諸表等 
(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

  
前中間会計期間末 

（平成17年 9月30日） 
当中間会計期間末 

（平成18年 9月30日） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（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  9,023  8,095  12,751  

２．受取手形 ※4 1,736  1,943  1,564  

３．売掛金  21,865  22,173  22,591  

４．たな卸資産  5,305  5,142  5,838  

５．繰延税金資産  3,491  2,123  2,119  

６．その他 ※3 6,570  7,741  7,992  

貸倒引当金  △ 208  △ 222  △ 222  

流動資産合計   47,783 31.7  46,997 30.4  52,636 33.2 

Ⅱ 固定資産       

(1)有形固定資産 ※1 14,081  14,665  14,982  

(2)無形固定資産  982  1,253  1,373  

(3)投資その他の資産         

１．投資有価証券  10,328   14,391   12,180  

２．関係会社株式  75,886   75,886   75,886  

３．その他  1,900   1,579   1,473  

貸倒引当金  △ 71   △ 71   △ 71  

計  88,044   91,786   89,468  

固定資産合計   103,108 68.3  107,706 69.6  105,825 66.8 

資産合計   150,891 100.0  154,703 100.0  158,462 100.0 
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前中間会計期間末 

（平成17年 9月30日） 
当中間会計期間末 

（平成18年 9月30日） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（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  13,082   13,835   15,408  

２．短期借入金  42,300   42,700   42,700  

３．一年以内返済予定の

長期借入金 
 7,163   3,667   3,970  

４．一年以内償還予定の

社債 
 740   1,940   2,110  

５．未払法人税等  2,329   2,112   3,410  

６．製品保証引当金  6,058   6,646   6,371  

７．子会社整理引当金  1,407   -   -  

８．役員賞与引当金   -   250   500  

９．その他  4,108   3,583   4,314  

流動負債合計   77,188 51.2  74,735 48.3  78,784 49.7 

Ⅱ 固定負債          

１．社債  9,040   7,100   7,300  

２．長期借入金  25,050   17,577   19,232  

３．退職給付引当金  1,473   1,683   1,674  

４．役員退職引当金  1,479   1,572   1,536  

５．繰延税金負債  603   1,076   912  

６．その他  204   167   186  

固定負債合計   37,851 25.0  29,176 18.9  30,842 19.5 

負債合計   115,040 76.2  103,911 67.2  109,626 69.2 
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前中間会計期間末 

（平成17年 9月30日） 
当中間会計期間末 

（平成18年 9月30日） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（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 8.1  － －  17,388 11.0 

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金  12,719   －   17,854   

資本剰余金合計   12,719 8.4  － －  17,854 11.3 

Ⅲ 利益剰余金           

１． 任意積立金  1,500   －   1,500   

２． 中間（当期）未処分利
  益  4,114   －   5,735   

利益剰余金合計   5,614 3.8  － －  7,235 4.5 

Ⅳ その他有価証券評価
差額金   5,264 3.5  － －  6,357 4.0 

資本合計   35,851 23.8  － －  48,835 30.8 

負債資本合計   150,891 100.0  － －  158,462 100.0 

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１． 資本金   － －  17,388 11.2  － － 

２． 資本剰余金           

（１）資本準備金  －   17,854   －   

資本剰余金合計   － －  17,854 11.5  － － 

 ３． 利益剰余金           

（１）その他利益剰余金           

別途積立金  －   4,500   －   

繰越利益剰余金  －   4,574   －   

利益剰余金合計   － －  9,074 5.9  － － 

株主資本合計   － －  44,317 28.6 － － 

Ⅱ 評価・換算差額等         

 １． その他有価証券評価

  差額金 
  －   6,479   －  

 ２． 繰延ヘッジ損益   －   △5   －  

評価・換算差額等合

計 
  － －  6,474 4.2  － － 

純資産合計   － －  50,791 32.8 － － 

負債純資産合計   － －  154,703 100.0 － － 
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②【中間損益計算書】 

  
前中間会計期間 

（自 平成17年 4月 1日 
至 平成17年 9月30日） 

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

前事業年度の 
要約損益計算書 

（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    71,571 100.0  77,997 100.0 151,846 100.0 

Ⅱ 売上原価    54,453 76.1  61,527 78.9 116,383 76.6 

売上総利益    17,118 23.9  16,470 21.1 35,462 23.4 

Ⅲ 販売費及び一般管理費    11,476 16.0  12,097 15.5 25,539 16.9 

営業利益    5,641 7.9  4,372 5.6 9,922 6.5 

Ⅳ 営業外収益 ※1   715 1.0  899 1.2 1,971 1.3 

Ⅴ 営業外費用 ※2   711 1.0  490 0.7 1,587 1.0 

経常利益    5,646 7.9  4,781 6.1 10,306 6.8 

Ⅵ 特別利益    0 0.0  0 0.0 350 0.2 

Ⅶ 特別損失 ※5   243 0.4  47 0.0 527 0.3 

税引前中間（当期）

純利益 
   5,402 7.5  4,735 6.1 10,128 6.7 

法人税、住民税及び

事業税 
※4 2,182   2,074   4,350   

法人税等調整額  －  2,182 3.0 － 2,074 2.7 937 5,287 3.5 

中間（当期）純利益    3,220 4.5  2,661 3.4 4,841 3.2 

前期繰越利益    893   －  893  

中間（当期）未処分

利益 
   4,114   －  5,735  
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③【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間 （自 平成18年4月１日 至 平成18年9月30日） 

株主資本 

利益剰余金 
資本剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 

資本準備金 別途積立金 
繰越利益 

剰余金 

利益剰余金

合計 

株主資本 

合計 

平成18年3月31日残高（百万円） 17,388 17,854 1,500 5,735 7,235 42,478 

中間会計期間中の変動額       

別途積立金の積立て － － 3,000 △3,000 － － 

剰余金の配当 － － － △821 △821 △821 

中間純利益 － －  2,661 2,661 2,661 

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額） 
－ － － － － － 

中間会計期間中の変動額合計（百

万円） 
－ － 3,000 △1,160 1,839 1,839 

平成18年9月30日残高（百万円） 17,388 17,854 4,500 4,574 9,074 44,317 

 

評価・換算差額等  

その他有価証

券評価差額金 

繰延ヘッジ

損益 

評価・換算

差額等合計 

純資産合計 

平成18年3月31日残高（百万円） 6,357 － 6,357 48,835 

中間会計期間中の変動額     

別途積立金の積立て － － － － 

剰余金の配当 － － － △821 

中間純利益 － － － 2,661 

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額） 
122 △5 117 117 

中間会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
122 △5 117 1,956 

平成18年9月30日残高（百万円） 6,479 △5 6,474 50,791 
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中間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） 

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

前事業年度 
（自 平成17年 4月 １日 
至 平成18年 3月31日） 

１．資産の評価基準及び評価方

法 

（１）有価証券 

①子会社株式 

総平均法による原価法

を採用しております。 

 

②その他有価証券 

  時価のあるもの 

中間決算日の市場

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。 

 

（１）有価証券 

①子会社株式 

同左 

 

 

②その他有価証券 

  時価のあるもの 

中間決算日の市場

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 

 

 

 

（１）有価証券 

①子会社株式 

同左 

 

 

②その他有価証券 

  時価のあるもの 

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 

 （２）デリバティブ取引 

時価法を採用しており

ます。 

 

（２）デリバティブ取引 

同左 

 

 

（２）デリバティブ取引 

同左 

 （３）たな卸資産 

①製品・仕掛品・原材料 

総平均法による低価

法を採用しております。 

 

（３）たな卸資産 

①製品・仕掛品・原材料 

同左 

 

 

（３）たな卸資産 

①製品・仕掛品・原材料 

同左 

 ②貯蔵品 

最終仕入原価法によ

る原価法を採用しており

ます。 

 

②貯蔵品 

同左 

 

 

②貯蔵品 

同左 
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項目 
前中間会計期間 

 （自 平成17年 4月 １日 
至 平成17年 9月30日） 

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

前事業年度 
（自 平成17年 4月 １日 
至 平成18年 3月31日） 

２．固定資産の減価償却の方法 （１）有形固定資産 

定率法を採用しており

ます。 

なお、主な耐用年数

は次のとおりでありま

す。 

建物 5～40年 

構築物 5～40年 

機械及び装置 3～ 7年 

車両運搬具 3～ 6年 

工具器具備品 2～20年 
 

（１）有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

（１）有形固定資産 

同左 

 （２）無形固定資産 

定額法を採用しておりま

す。 

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

～3年)に基づいており

ます。 

 

（２）無形固定資産 

同左 

 

 

（２）無形固定資産 

同左 

 

３. 引当金の計上基準 （１）貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の

貸倒損失に備えるため、

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。な

お、債権の回収可能性が

ほとんどないと判断された

債権額については、資産

処分等により回収が可能と

認められる額を控除した

残額を取立不能見込額と

して債権額から直接減額

しており、その金額は

5,798百万円であります。 

 

（１）貸倒引当金 

売上債権、貸付金等

の貸倒損失に備えるた

め、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。なお、債

権の回収可能性がほと

んどないと判断された債

権額については、資産

処分等により回収が可

能と認められる額を控

除した残額を取立不能

見込額として債権額か

ら直接減額しており、そ

の金額は6,773百万円

であります。 

 

（１）貸倒引当金 

同左 

 

  （２）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。 

 

（２）製品保証引当金 

同左 

 

（２）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

の実績と当事業年度の

発生状況を考慮した所

要見込額を計上してお

ります。 
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項目 
前中間会計期間 

 （自 平成17年 4月 １日 
至 平成17年 9月30日） 

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

前事業年度 
（自 平成17年 4月 １日 
至 平成18年 3月31日） 

 （３）子会社整理引当金 

子会社の整理に伴い

発生すると見込まれる

損失に備えて必要な金

額を計上しております。 

 

 （３）子会社整理引当金 

子会社の整理に伴い

発生すると見込まれる損

失に備えて必要な金額

を計上しております。 

 

 

 

 

（４）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、

経常利益及び税引前中間

純利益が、250百万円減少

しております。 

 

 

（４）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、

当事業年度より、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） 

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

前事業年度 
（自 平成17年 4月 １日 
至 平成18年 3月31日） 

 （５）退職給付引当金 

従業員の退職給付に

備えるため、当事業年

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、当中間

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。 

会計基準変更時差異

（940百万円）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、各事業年度の発生

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

事業年度から費用処理

することとしております。 

 

（５）退職給付引当金 

同左 

 

（５）退職給付引当金 

従業員の退職給付に

備えるため、当事業年度

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。 

会計基準変更時差異

（940百万円）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、

各事業年度の発生時に

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

れ発生の翌事業年度から

費用処理することとしてお

ります。 

(追加情報) 

当社は、当事業年度に

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142百万円であり、

退職給付終了損失として

特別損失に計上しておりま

す。 

 

  （６）役員退職引当金 

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。 

 

（６）役員退職引当金 

同左 

 

（６）役員退職引当金 

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。 
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項目 
前中間会計期間 

 （自 平成17年 4月 １日 
至 平成17年 9月30日） 

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

前事業年度 
（自 平成17年 4月 １日 
至 平成18年 3月31日） 

４．外貨建の資産及び負債の本

邦通貨への換算基準 

 

外 貨 建 金銭 債権 債 務

は、中間決算日の直物為

替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として

処理しております。 

 

同左 外貨建金銭債権債務

は、期末日の直物為替相

場により円貨に換算し、換

算差額は損益として処理

しております。 

 

５．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は、通

常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっ

ております。 

 

同左 同左 

６．ヘッジ会計の方法 （１）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。 

 

（１）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。 

 

（１）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。 

 

  （２）ヘッジ手段とヘッジ対

象 

当中間会計期間に

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 

 

（２）ヘッジ手段とヘッジ対

象 

当中間会計期間に

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 

 

（２）ヘッジ手段とヘッジ対

象 

当事業年度にヘッジ

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 

 

  （３）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。 

 

（３）ヘッジ方針 

同左 

 

（３）ヘッジ方針 

同左 
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項目 
前中間会計期間 

 （自 平成17年 4月 １日 
至 平成17年 9月30日） 

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

前事業年度 
（自 平成17年 4月 １日 
至 平成18年 3月31日） 

 （４）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。 

 

（４）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。 

 

（４）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。 

７．その他中間財務諸表（財務

諸表）作成のための基本と

なる重要な事項 

 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっており

ます。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 

 



- 64 - 
 

中間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） 

当中間会計期間 
 （自 平成18年 4月 １日 

 至 平成18年 9月30日） 

前事業年度 
 （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。 

これにより税引前中間純利益は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、

改正後の中間財務諸表等規則に基づ

き当該各資産の金額から直接控除して

おります。 

 

 (固定資産の減損に係る会計基準) 

 当事業年度より、「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。 

これにより税引前当期純利益は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、

改正後の財務諸表等規則に基づき当

該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50,796百万円であります。 

なお、中間財務諸表等規則の改正

により、当中間会計期間における中間

貸借対照表の純資産の部については、

改正後の中間財務諸表等規則により作

成しております。 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成17年9月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年 9月30日） 

前事業年度末 
（平成18年 3月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 22,084百万円  22,577百万円  22,139百万円 

   

 ２ 偶発債務  ２ 偶発債務  ２ 偶発債務 

(1) 債務保証 

次の関係会社について、金融

機関からの借入に対し債務保証を

行っております。 

保証先 
金額 

（百万円）
内容 

トレック（オ

ランダ）アム

ステルダム

B.V 

2,700 
借入

債務 

 

  

 

 

(2) 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。

当社はこれを不服として控訴し、現

在係争中であります。 

詳細は、「中間財務諸表等（２）そ

の他 訴訟」に記載しております。 

(2) 損害賠償請求訴訟 

同左 

 

 

   

※３ 消費税等の取り扱い ※３ 消費税等の取り扱い  

仮払消費税等及び仮受消費税

等は、相殺のうえ、金額的重要性

が乏しいため、流動資産の「その

他」に含めて表示しております。 

同左  

   

 ※４ 中間期末日満期手形  

 中間期末日満期手形の会計処

理は、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、次の中間期末日満期

手形が中間期末残高に含まれてお

ります。 

受取手形 313 百万円 
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（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
 （自 平成17年 4月 １日 

 至 平成17年 9月30日） 

当中間会計期間 
 （自 平成18年 4月 １日 

 至 平成18年 9月30日） 

前事業年度 
 （自 平成17年 4月 １日 

 至 平成18年 3月31日） 

※１ 営業外収益のうち主要なもの ※１ 営業外収益のうち主要なもの ※１ 営業外収益のうち主要なもの 

 受取利息 2百万円  受取利息 1百万円  受取利息 3百万円 

 ロイヤリティー 289  ロイヤリティー 478  ロイヤリティー 935 

   

※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの 

 支払利息 582百万円  支払利息 386百万円  支払利息 1,176百万円 

   

３ 減価償却実施額 ３ 減価償却実施額 ３ 減価償却実施額 

 有形固定資産 729百万円  有形固定資産 993百万円  有形固定資産 2,154百万円 

 無形固定資産 240  無形固定資産 367  無形固定資産 571 

   

※４  法人税等の表示方法 

  当中間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。 

※４  法人税等の表示方法 

同左 
 

   

  ※５ 減損損失 

  当事業年度において、当社は以

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

簿価格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、回収可能価額は不動産

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。 
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（リース取引関係） 

前中間会計期間 
 （自 平成17年 4月 １日 

 至 平成17年 9月30日） 

当中間会計期間 
 （自 平成18年 4月 １日 

 至 平成18年 9月30日） 

前事業年度 
 （自 平成17年 4月 １日 

 至 平成18年 3月31日） 

１．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（借主側） 

(1) リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び中間期末残高

相当額 

 取得価

額相当

額 

（百万

円） 

減価償

却累計

額相当

額 

（百万

円） 

中間期

末残高

相当額 

(百万

円) 

車両運

搬具 
 10  1  9 

(2) 未経過リース料中間期末残高相当

額等 

未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年内 2 百万円 

１年超 6 百万円 

合計 9 百万円 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損

失 

支払リース料 1 百万円 

減価償却費相当額 0 百万円 

支払利息相当額 0 百万円 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によっており

ます。 

(5) 利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相

当額とし、各期への配分方法につ

いては、利息法によっております。 

 

 

１．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（借主側） 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損

損失累計額相当額及び中間期

末残高相当額 

 取得価

額相当

額 

（百万

円） 

減価償

却累計

額相当

額 

（百万

円） 

中間期

末残高

相当額 

(百万

円) 

車両運

搬具 
 25  6  19 

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額等 

未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年内 6 百万円 

１年超 14 百万円 

合計 20 百万円 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損

失 

支払リース料 3 百万円 

減価償却費相当額 3 百万円 

支払利息相当額 0 百万円 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

 

(5) 利息相当額の算定方法 

同左 

 

 

１．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（借主側） 

(1)リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び期末残高相

当額 

 取得価

額相当

額 

（百万 

円） 

減価償

却累計

額相当

額 

（百万 

円） 

期末残

高相当

額 

(百万 

円) 

車両運

搬具 
 23  3  20 

(2) 未経過リース料期末残高相当額

等 

未経過リース料期末残高相当

額 

１年内 5 百万円 

１年超 15 百万円 

合計 20 百万円 

(3) 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相

当額、支払利息相当額及び減

損損失 

支払リース料 3 百万円 

減価償却費相当額 3 百万円 

支払利息相当額 0 百万円 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

 

(5) 利息相当額の算定方法 

同左 
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前中間会計期間 
 （自 平成17年 4月 １日 

 至 平成17年 9月30日） 

当中間会計期間 
 （自 平成18年 4月 １日 

 至 平成18年 9月30日） 

前事業年度 
 （自 平成17年 4月 １日 

 至 平成18年 3月31日） 

 

 

 

 

 

 

 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失は

ありません。 

 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 0 百万円 

１年超 1 百万円 

計 2 百万円 

 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失は

ありません。 

 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 0 百万円 

１年超 2 百万円 

計 3 百万円 

 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失は

ありません。 

 

 

（有価証券関係） 

 前中間会計期間（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）及び前事業年度（自 平成17年4月１日 至 平成18年3月31日）において子会社株式で時価のあるもの

はありません。 
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（１株当たり情報） 

前中間会計期間 
 （自 平成17年 4月 １日 

 至 平成17年 9月30日） 

当中間会計期間 
 （自 平成18年 4月 １日 

 至 平成18年 9月30日） 

前事業年度 
 （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 546.57円 

１株当たり中間純利益
金額 

49.12円 

  

 
１株当たり純資産額 730.36円 

１株当たり中間純利益
金額 

38.27円 
 

 
１株当たり純資産額 702.22円 

１株当たり当期純利益
金額 

73.65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。 

項目 
前中間会計期間 

 （自 平成17年 4月 １日 
至 平成17年 9月30日） 

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

前事業年度 
（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） 3,220 2,661 4,841 

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） 
3,220 2,661 4,841 

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） 

当中間会計期間 
 （自 平成18年 4月 １日 

 至 平成18年 9月30日） 

前事業年度 
 （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） 

当中間会計期間 
 （自 平成18年 4月 １日 

 至 平成18年 9月30日） 

前事業年度 
 （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） 

当中間会計期間 
 （自 平成18年 4月 １日 

 至 平成18年 9月30日） 

前事業年度 
 （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 

 

 

 

 




