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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 124,221 ― 5,905 ― 6,091 ― 3,926 ―

20年3月期第1四半期 133,446 6.1 12,124 16.4 12,653 27.3 7,842 58.4

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 48.06 47.77
20年3月期第1四半期 96.34 94.61

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

21年3月期第1四半期 354,705 180,609 50.8 2,200.72
20年3月期 339,010 175,200 51.6 2,145.79

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  180,300百万円 20年3月期  174,928百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 20.00 ― 20.00 40.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期連結累計期間 230,000 ― 8,000 ― 8,800 ― 5,000 ― 61.19
通期 480,000 △7.0 24,000 △34.7 23,000 △36.8 15,000 △34.4 183.58

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、３ページ 定性的情報・財務諸表等 ４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ 定性的情報・財務諸表等 ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績等の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．業績の予想は、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。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年３月14日）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企 
業会計基準適用指針第14号 平成19年３月14日）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  81,928,400株 20年3月期  81,521,900株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  157株 20年3月期  97株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  81,709,453株 20年3月期第1四半期  81,402,349株
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定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

 

　当第１四半期の世界経済は、原油価格をはじめとする資源高が継続し、またサブプライム問題においては、欧米金

融機関を中心とする流動性に対する懸念が拡がるなど、先行き不透明な情勢で推移しました。

　自動車業界におきましては、北米市場の落ち込みが顕在化し、日本および欧州は縮小傾向、アジアは高成長が継続

するものの伸び率は鈍化しており、全体として厳しい状況となりました。

　このような事業環境のもと、当企業グループは北米を中心とした市場低迷の影響を大きく受けましたが、経営全般

にわたり一層の合理化を推進するとともに、アジアを中心とした新興市場への販売を拡大してまいりました。

　上記の結果、当第１四半期の業績は、売上高1,242億21百万円(前年同期比6.9％減)、営業利益59億５百万円(前年同

期比51.3％減)、経常利益60億91百万円(前年同期比51.9％減)、四半期純利益39億26百万円(前年同期比49.9％減)とな

りました。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前期末に比べ59億23百万円増加し、608億20

百万円となりました。

　営業活動によるキャッシュ・フローにおいて、資金の増加は93億92百万円となりました。これは主として、税金等

調整前四半期純利益61億84百万円及び減価償却費51億52百万円による資金の増加と、棚卸資産の増加額15億26百万円

及び法人税等の支払額14億33百万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・フローにおいて、資金の減少は63億２百万円となりました。これは主として、積極的

な設備投資に伴う有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出65億38百万円によるものです。

　財務活動によるキャッシュ・フローにおいて、資金の増加は９億67百万円となりました。これは主として、コマー

シャルペーパーの純増額80億円による資金の増加と、短期借入金の純減額42億52百万円、長期借入金の純減額18億72

百万円及び配当金の支払による支出16億30百万円による資金の減少によるものです。 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　連結業績予想につきましては、平成20年５月８日発表の数値を変更しておりません。
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４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

　該当事項はありません。

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①　繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況

に著しい変化がないと認められる場合に、前事業年度において使用した将来の業績予測やタックス・プラニン

グを利用する方法を適用しております。

②　税金費用については、当第１四半期連結累計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

なお、法人税等調整額は、「法人税等」に含めて表示しております。

 

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

　①　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　平成19年３月14日）及び

「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号　平成19年３月14日）を適用

しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

　②　当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。これにより、

期首利益剰余金が8,315百万円減少しております。また営業利益、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。

③　当社及び国内連結子会社のたな卸資産については、従来、主として総平均法による低価法によっておりまし

たが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年

７月５日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。これに伴う営業利益、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。

④　従来、提出会社は子会社に対する技術・業務支援の対価であるロイヤリティ収入等については、営業外収益

に計上しておりましたが、当事業年度より売上高として計上する方法に変更しました。

　この変更は、当該収入額が金額的な重要性を有し、かつ今後増加が見込まれることより、提出会社の主たる

事業として売上高に計上する方が損益の計上区分としてより適切な処理であると判断したことによるものです。

　この変更により従来の方法によった場合と比較して、所在地別セグメント情報における日本セグメントの売

上高及び営業利益がそれぞれ551百万円増加しております。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 60,995 55,063

受取手形及び売掛金 74,656 71,072

たな卸資産 53,825 49,278

その他 23,851 22,483

貸倒引当金 △1,368 △1,092

流動資産合計 211,960 196,806

固定資産   

有形固定資産 103,871 98,330

無形固定資産   

その他 4,953 13,363

無形固定資産合計 4,953 13,363

投資その他の資産 33,919 30,510

固定資産合計 142,744 142,204

資産合計 354,705 339,010

負債の部   

流動負債   

買掛金 29,384 29,067

短期借入金 29,012 32,203

コマーシャル・ペーパー 8,000 －

1年内返済予定の長期借入金 17,750 20,366

1年内償還予定の社債 400 400

未払法人税等 3,468 2,044

製品保証引当金 13,200 12,410

役員賞与引当金 87 350

その他 30,985 29,239

流動負債合計 132,289 126,081

固定負債   

社債 1,500 1,500

長期借入金 13,583 12,212

退職給付引当金 10,456 9,916

役員退職慰労引当金 1,767 1,835

その他 14,497 12,263

固定負債合計 41,805 37,728

負債合計 174,095 163,809
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 40,727 40,353

資本剰余金 41,193 40,819

利益剰余金 94,172 100,234

自己株式 △0 △0

株主資本合計 176,093 181,407

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,474 4,294

繰延ヘッジ損益 2 387

為替換算調整勘定 △1,269 △11,160

評価・換算差額等合計 4,207 △6,478

少数株主持分 308 272

純資産合計 180,609 175,200

負債純資産合計 354,705 339,010
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 124,221

売上原価 100,635

売上総利益 23,586

販売費及び一般管理費 17,681

営業利益 5,905

営業外収益  

受取利息 304

受取配当金 99

為替差益 367

その他 157

営業外収益合計 929

営業外費用  

支払利息 561

その他 180

営業外費用合計 742

経常利益 6,091

特別利益  

固定資産売却益 88

受取保険金 13

特別利益合計 102

特別損失  

固定資産売却損 7

固定資産除却損 2

特別損失合計 9

税金等調整前四半期純利益 6,184

法人税等 2,220

少数株主利益 36

四半期純利益 3,926
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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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６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 6,184

減価償却費 5,152

固定資産除売却損益（△は益） △78

受取保険金 △13

受取利息及び受取配当金 △404

支払利息 561

売上債権の増減額（△は増加） 131

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,526

仕入債務の増減額（△は減少） △1,153

その他の流動資産の増減額（△は増加） 370

その他の流動負債の増減額（△は減少） 40

その他の固定負債の増減額（△は減少） 131

その他 1,391

小計 10,786

利息及び配当金の受取額 404

利息の支払額 △377

保険金の受取額 13

法人税等の支払額 △1,433

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,392

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 △6,170

有形固定資産の売却による収入 178

無形固定資産の取得による支出 △367

その他 56

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,302

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） △4,252

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 8,000

長期借入れによる収入 2,200

長期借入金の返済による支出 △4,072

株式の発行による収入 747

配当金の支払額 △1,630

その他 △25

財務活動によるキャッシュ・フロー 967

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,866

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,923

現金及び現金同等物の期首残高 54,896

現金及び現金同等物の四半期末残高 60,820
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　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　平成19年３月14日）及び「四半

期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号　平成19年３月14日）を適用しております。

また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

　当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

　当企業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。

ｂ．所在地別セグメント情報

　当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

 （単位：百万円）　

日本 米州 欧州 アジア 計
消去又は
全社

連結

 売上高

(1)外部顧客に対する売上高

(2)セグメント間の内部売上高又は振替高

 

25,647

11,587

 

46,961

4,036

 

39,157

733

 

12,454

6,895

 

124,221

23,253

　

　-

△23,253

 

124,221

-　

計 37,235 50,998 39,891 19,349 147,475 △23,253 124,221

営業費用 35,948 50,358 38,615 16,857 141,779 △23,463 118,316

営業利益 1,287 640 1,275 2,492 5,696 209 5,905

（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。

米国…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

３．提出会社　ロイヤリティ等収入　計上区分の変更

　従来、提出会社は子会社に対する技術・業務支援の対価であるロイヤリティ収入等については、営業外収益

に計上しておりましたが、当事業年度より売上高として計上する方法に変更しました。

　この変更は、当該収入額が金額的な重要性を有し、かつ今後増加が見込まれることより、提出会社の主たる

事業として売上高に計上する方が損益の計上区分としてより適切な処理であると判断したことによるものです。

　この変更により従来の方法によった場合と比較して、日本セグメントの売上高及び営業利益がそれぞれ551

百万円増加しております。
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ｃ．海外売上高

 

　当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

 米州 欧州 アジア 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 47,249 38,831 11,713 97,795

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － － 124,221

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
38.0 31.3 9.4 78.7

（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。

米国…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

 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。これにより、

期首利益剰余金が8,315百万円減少しております。
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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 133,446

Ⅱ　売上原価 104,399

売上総利益 29,046

Ⅲ　販売費及び一般管理費 16,921

営業利益 12,124

Ⅳ　営業外収益 1,349

受取利息 442

その他 906

Ⅴ　営業外費用 821

支払利息 722

その他 98

経常利益 12,653

Ⅵ　特別利益 203

保険金収入 83

その他 119

Ⅶ　特別損失 62

その他 62

税金等調整前四半期純利益 12,794

法人税等 4,752

少数株主利益 199

四半期純利益 7,842
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 12,794

減価償却費 4,894

固定資産売却損益 △21

保険金収入 △83

受取利息及び受取配当金 △533

支払利息 722

売上債権の増加額 △183

棚卸資産の増加額 △525

仕入債務の減少額 △3,870

未払費用の減少額 △548

その他流動資産の増加額 △915

その他流動負債の増加額 3,378

その他固定負債の増加額 △449

その他 △1,291

小計 13,364

利息及び配当金の受取額 533

利息の支払額 △454

保険金受取額 83

法人税等の支払額 △4,273

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,253

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 △372

投資有価証券の取得による支出 △3

有形固定資産の取得による支出 △6,022

有形固定資産の売却による収入 137

無形固定資産の取得による支出 △752

その他 △47

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,060

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 539

長期借入金の返済による支出 △651

株式の発行による収入 140

配当の支払額 △2,441

その他 △34

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,447

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 1,872

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 1,618

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 61,442

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 63,061

タカタ株式会社(7312)　平成21年３月期　第１四半期決算短信

- 11 -



（３）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日　至平成19年６月30日）

　当企業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。

 

ｂ．所在地別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日　至平成19年６月30日）

 （単位：百万円）　

日本 米州 欧州 アジア 計
消去又は
全社

連結

 売上高

(1)外部顧客に対する売上高

(2)セグメント間の内部売上高又は振替高

 

25,652

11,602

 

62,729

4,182

 

34,991

911

 

10,072

5,883

 

133,446

22,578

　

　-

△22,578

 

133,446

-　

計 37,254 66,911 35,902 15,955 156,024 △22,578 133,446

営業費用 34,833 61,939 34,256 13,680 144,709 △23,388 121,321

営業利益 2,421 4,971 1,646 2,275 11,315 809 12,124
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