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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） 

（注）四半期の業績開示は、平成19年3月期第3四半期より行っているため、平成20年3月期第1四半期の増減率につきましては記載しておりません。  

(2) 連結財政状態 

 
（注）平成20年4月1日を効力発生日として1株につき2株の割合をもって株式分割を行いましたので、21年3月期第1四半期の1株当たり四半期純利益及び1株当たり 
   純資産は、分割後の株式数（自己株式を除く）に基づき算出しております。  

(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 109,999 ― 5,651 ― 5,936 ― 2,905 ―

20年3月期第1四半期 118,368 ― 6,082 ― 7,092 ― 3,559 ―

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 42.72 ―

20年3月期第1四半期 104.69 ―

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 189,065 105,090 50.1 1,394.29
20年3月期 189,348 104,293 49.4 2,749.14

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  94,810百万円 20年3月期  93,469百万円

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  

   平成20年4月1日を効力発生日として1株につき2株の割合をもって株式分割を行いましたので、21年3月期（予想）の1株当たり配当金は、分割後の株式数に基づ 
   き記載しております。  

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 ― 17.00 ― 22.00 39.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 11.00 ― 11.00 22.00

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 218,300 ― 9,700 ― 10,100 ― 4,590 ― 67.50
通期 447,000 △6.7 21,300 △18.8 22,000 △18.6 11,440 △30.7 168.24

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、3～4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、3～4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） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1．業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社の経営者が判断した予想であり、リスクや不確実性を含んでおります。従いまして、これらの業績予
想のみに全面的に依拠して投資判断を下すことは控えるようお願いいたします。実際の業績は、様々な重要な要素により、これらの業績予想とは大きく異なる結果となり
得ることを、ご承知おきください。実際の業績に影響を与え得る重要な要素には、当社の事業領域をとりまく経済情勢、市場の動向、対ドルをはじめとする円の為替レート
などが含まれます。業績予想の前提となる仮定については、3ページ「3．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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）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）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。 
3．平成20年4月1日付で、平成20年3月31日 終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、所有株式数を1株につき2株の割合をもって分割して
おります。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

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  68,000,000株 20年3月期  34,000,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  1,122株 20年3月期  561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  67,998,878株 20年3月期第1四半期  33,999,881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（平成20年４月１日～６月30日）における連結業績は、国内では主要客先の完成車輸出の

減少や国内自動車市場の低迷を背景とした販売台数の伸び悩みにより、受注は減少しました。

　海外子会社におきましては、北米における原油価格の高騰に伴う小型車へのシフト影響もあり、主要客

先からの受注は減少したものの、中国、イギリス及びその他アジア地域での受注は好調に推移しました。

　売上高につきましては、主に為替換算上の影響等により、1,099億99百万円と前年同四半期に比べ83億69

百万円（7.1％）の減収となりました。利益につきましては、減収に伴う利益の減少等により、営業利益は

56億51百万円と前年同四半期に比べ４億30百万円（7.1％）の減益、経常利益は59億36百万円と前年同四半

期に比べ11億55百万円（16.3％）の減益、四半期純利益は29億５百万円と前年同四半期に比べ６億54百万

円（18.4%）の減益となりました。

事業別売上高の状況につきましては、二輪事業では、売上高は18億72百万円となりました。

四輪事業では、売上高は1,070億88百万円となりました。主力製品の四輪車用シートにつきましては、売上

高は885億59百万円となりました。また、ドアトリム及びルーフトリムなどの内装品等につきましては、売

上高は185億28百万円となりました。

　その他事業では、売上高は10億39百万円となりました。

なお、所在地別セグメントの業績を示すと、次のとおりです。

（日本）

売上高は、413億89百万円と前年同四半期に比べ54億59百万円（11.7％）の減収となりました。利益面

では、原価低減効果はあったものの、減収に伴う利益の減少や減価償却費の増加等により、営業利益は

13億86百万円と前年同四半期に比べ16億73百万円（54.7％）の減益となりました。

（北米）

売上高は、主要客先からの受注減少や為替換算上の影響等により、386億37百万円と前年同四半期に比

べ107億31百万円（21.7％）の減収となりました。利益面では減収に伴う利益の減少に加え、インディア

ナ新工場の稼動準備費用や北米開発機能強化に伴う費用の増加等により、１億62百万円の営業損失（前

年同四半期は営業利益３億３百万円）となりました。

（中国）

売上高は、為替換算上の影響はあったものの、広州及び武漢における受注が引き続き好調に推移した

ことにより、161億83百万円と前年同四半期に比べ44億74百万円（38.2％）の増収となりました。利益面

では、増収に伴う利益の増加等により、営業利益は20億82百万円と前年同四半期に比べ７億99百万円

（62.4％）の増益となりました。

（その他の地域）

売上高は、為替換算上の影響はあったものの、イギリス、ブラジル及びその他アジア地域でも概ね受

注が好調に推移したことにより、223億26百万円と前年同四半期に比べ34億18百万円（18.1％）の増収と

なりました。利益面では、増収に伴う利益の増加等により、営業利益は31億75百万円と前年同四半期に

比べ７億77百万円（32.4％）の増益となりました。

（注）当連結会計年度より四半期会計基準等を適用したため、上記における前年同四半期との対比につきましては、業績

説明上の参考として記載しております。
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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総資産は、1,890億65百万円と前連結会計年度末に比べ２億82百万円（0.1％）

の減少となりました。流動資産につきましては、1,136億82百万円と前連結会計年度末に比べ26億88百万円

（2.3％）の減少となりました。これは、法人税等の支払及び有形固定資産の取得による支出等により、現

金及び預金が25億80百万円減少したことが主な要因です。固定資産につきましては、753億83百万円と前連

結会計年度末に比べ24億５百万円（3.3％）の増加となりました。これは、有形固定資産が13億４百万円並

びに投資その他の資産が10億98百万円増加したことが主な要因です。

　当第１四半期末における負債合計は、839億75百万円と前連結会計年度末に比べ10億79百万円（1.3％）

の減少となりました。流動負債につきましては、760億48百万円と前連結会計年度末に比べ21億46百万円

（2.7％）の減少となりました。これは、短期借入金が27億99百万円増加したものの、支払手形及び買掛金

が41億27百万円減少したことが主な要因です。固定負債につきましては、79億26百万円と前連結会計年度

末に比べ10億66百万円（15.5％）の増加となりました。

　当第１四半期末における純資産は、1,050億90百万円と前連結会計年度末に比べ７億96百万円（0.8％）

の増加となりました。これは、為替換算調整勘定が15億55百万円減少したものの、利益剰余金が11億16百

万円、その他有価証券評価差額金が17億80百万円増加したことが主な要因です。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

今後の当グループを取り巻く経営環境は、国内自動車販売台数の減少、米国経済の減速による北米自動

車市場の縮小、世界規模での原材料価格の高騰による影響等が懸念されますが、現時点における連結業績

予想につきましては、平成20年５月13日に公表いたしました業績予想を変更しておりません。

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)

該当する事項はありません。

(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.棚卸資産の評価方法

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実

地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっています。

　また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を

見積り、簿価切下げを行う方法によっています。

2.原価差異の配賦方法

予定価格等を適用しているために原価差異が生じた場合、当該原価差異の棚卸資産と売上原価への配

賦を年度決算と比較して簡便的に実施する方法によっています。

3.固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する

方法によっています。

4.法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する

方法によっています。

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ一時差異等
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の発生状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度において使用した将来の業績予測や

タックス・プランニングを利用する方法によっています。

5.税金費用の計算

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対

する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を

乗じて計算しています。

なお、法人税等調整額は、「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示しています。

（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

1.四半期会計基準等の適用

「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基準第12

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

業会計基準適用指針第14号）を当第１四半期連結会計期間から適用しています。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います。

2.棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９

号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下

による簿価切下げの方法）に変更しています。

　なお、これによる損益およびセグメント情報に与える影響は軽微です。

3.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の適用

「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」（企業会計基準委員会 平

成18年５月17日 実務対応報告第18号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修

正を行っています。

この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は

それぞれ172百万円増加し、また利益剰余金は1,037百万円減少しています。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しています。

4.リース取引に関する会計基準等の適用

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３月30

日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成

６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結会計期

間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・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から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上

しています。

　また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する

方法によっています。

　なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しています。

　この結果、従来の方法によった場合に比べて、リース資産が有形固定資産に370百万円計上されていま

す。なお、これによる損益およびセグメント情報に与える影響は軽微です。
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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 19,672 22,252

受取手形及び売掛金 62,847 63,142

製品 2,448 2,261

原材料 16,256 17,398

仕掛品 2,189 2,127

貯蔵品 2,489 1,703

その他 7,882 7,598

貸倒引当金 △102 △113

流動資産合計 113,682 116,370

固定資産

有形固定資産 54,477 53,173

無形固定資産 1,887 1,884

投資その他の資産 19,017 17,919

固定資産合計 75,383 72,977

資産合計 189,065 189,348

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 50,973 55,101

短期借入金 12,272 9,473

未払法人税等 1,964 2,325

引当金 726 1,625

その他 10,110 9,668

流動負債合計 76,048 78,194

固定負債

引当金 166 1,535

その他 7,759 5,324

固定負債合計 7,926 6,859

負債合計 83,975 85,054

純資産の部

株主資本

資本金 4,700 4,700

資本剰余金 5,163 5,163

利益剰余金 80,451 79,334

自己株式 △2 △2

株主資本合計 90,311 89,194

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 7,910 6,130

為替換算調整勘定 △3,411 △1,855

評価・換算差額等合計 4,498 4,274

少数株主持分 10,280 10,824

純資産合計 105,090 104,293

負債純資産合計 189,065 189,348
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（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)

売上高 109,999

売上原価 98,097

売上総利益 11,902

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 1,527

給料及び手当 2,128

その他 2,594

販売費及び一般管理費合計 6,250

営業利益 5,651

営業外収益

受取利息 134

受取配当金 88

持分法による投資利益 107

その他 148

営業外収益合計 479

営業外費用

支払利息 99

為替差損 78

その他 16

営業外費用合計 194

経常利益 5,936

特別利益

固定資産売却益 28

その他 3

特別利益合計 32

特別損失

固定資産売却損 3

固定資産除却損 59

その他 0

特別損失合計 63

税金等調整前四半期純利益 5,905

法人税、住民税及び事業税 1,912

法人税等合計 1,912

少数株主利益 1,088

四半期純利益 2,905
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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)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)を適用しています。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います。

(3) 継続企業の前提に関する注記

該当する事項はありません。

(4) 追加情報

1.役員退職慰労引当金

当社は従来、役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額の100％を役員退職慰

労引当金として計上してきましたが、平成20年６月24日開催の定時株主総会において役員退職慰労金制

度廃止に伴う打切り支給を決議しました。

　この結果、当第１四半期連結会計期間中に退任した役員への支給分を除く、当該定時株主総会終了時

までの期間に対応する役員退職慰労金相当額を、固定負債の「その他」に計上しています。

2.減価償却費

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より既存資産を含め

た機械及び装置について、改正後の法人税法に基づく耐用年数に従い減価償却を行っています。

　なお、これによる損益およびセグメント情報に与える影響は軽微です。

(5) 重要な後発事象

1.平成20年２月22日開催の取締役会決議に基づき、平成20年７月22日にインド ラジャスタン州に当社子

会社を設立しました。

(1)設立会社の概況

・商 号     テイエス テック サン ラジャスタン プライベート リミテッド

　・所在地     インド ラジャスタン州

　・設立年月日 平成20年７月22日

　・資本金     250百万インドルピー

　・株式総数   25,000,000株

　・株主       テイ・エス テック株式会社 60％

　       テイエス テック サン（インディア）リミテッド    25％

　       サン バキューム フォーマース プライベート リミテッド  15％

　・事業の内容 四輪車用シートの製造・販売

(2)設立の目的

主要客先のインド子会社の第二工場新設に伴う、当社シートの供給を目的としています。
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2.平成20年７月25日開催の当社取締役会において、連結子会社であるテイエス テック トリム フィリピ

ンズ インコーポレーテッドとテイエス テック フィリピンズ インコーポレーテッドを合併すること

を決議しました。

　なお、合併に伴う企業結合に関する事項の概要は、以下のとおりです。

(1)結合当事企業の名称及びその事業の内容

テイエス テック トリム フィリピンズ インコーポレーテッド（事業の概要：四輪車用シート及び

内装品の製造・販売）及びテイエス テック フィリピンズ インコーポレーテッド（事業の概要：不動

産業）

(2)企業結合の法的形式

共通支配下の取引

(3)結合後企業の名称

テイエス テック トリム フィリピンズ インコーポレーテッド

(4)取引の目的を含む取引の概要

経営の更なる強化及び効率化を進めるための合併です。

(5)合併期日

平成20年12月（予定）

(6)会計処理の概要

「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）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」（企業会計基準委員会 最終改正平成18年12月22日 企業会計基

準適用指針第10号）に基づいて実施する予定です。
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(6) セグメント情報

【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)

当社及び連結子会社は、四輪車用シート及び四輪車用内装品、二輪車用シート及び二輪車用附属用

品等の製造を行っています。

全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計額に占める四輪事業の割合がいずれも90％を超え

ているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しています。

【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)

日本
(百万円)

北米
(百万円)

中国
（百万円）

その他の地域
(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

33,873 38,634 15,187 22,304 109,999 ― 109,999

　(2)セグメント間
　  の内部売上高
　  又は振替高

7,516 3 995 22 8,538 （8,538) ―

計 41,389 38,637 16,183 22,326 118,538 (8,538) 109,999

営業利益又は営業損
失(△)

1,386 △162 2,082 3,175 6,481 (829) 5,651

(注) 1  国又は地域の区分は、地域的近接度によっています。

2  本邦以外の区分に属する主な国又は地域

　（1）北米………………アメリカ・カナダ・メキシコ

　（2）中国………………中国・香港

　（3）その他の地域……タイ・フィリピン・インド・イギリス・インドネシア・ブラジル

3  四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更に記載のとおり、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」（企業会計基準委員会平

成18年５月17日 実務対応報告第18号）を適用し、連結決算上必要な修正を行っています。この変更に伴い、

「中国」について、営業費用が98百万円少なく、営業利益は98百万円多く、「その他の地域」について、営業費用

が74百万円少なく、営業利益は74百万円多く計上されています。

【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)

北米 中国 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 38,658 15,364 22,358 76,380

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 109,999

Ⅲ 連結売上高に占める
　 海外売上高の割合(％)

35.1 14.0 20.3 69.4

(注) 1 国又は地域の区分は、地域的近接度によっております。

2 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

　 （1）北米……………アメリカ・カナダ・メキシコ

　 （2）中国……………中国・香港

　 （3）その他の地域…タイ・フィリピン・インド・イギリス・インドネシア・ブラジル

3 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高です。

(7) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

「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」（企業会計基準委員会 平成
18年５月17日 実務対応報告第18号）を当第１四半期連結会計期間より適用し、連結決算上必要な修正を
行った結果、利益剰余金は前連結会計年度末に対して1,037百万円減少しています。
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「参考資料」

（要約）前第１四半期連結損益計算書

科  目

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)

金  額

Ⅰ 売上高 118,368

Ⅱ 売上原価 105,930

　売上総利益 12,438

Ⅲ 販売費及び一般管理費 6,356

　営業利益 6,082

Ⅳ 営業外収益 1,131

　1 受取利息及び受取配当金 143

　2 持分法による投資利益 131

　3 為替差益 784

　4 その他 72

Ⅴ 営業外費用 121

　1 支払利息 116

　2 その他 4

　経常利益 7,092

Ⅵ 特別利益 100

Ⅶ 特別損失 16

　税金等調整前四半期純利益 7,175

　税金費用 2,728

　少数株主利益 888

　四半期純利益 3,559

セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】
　前年同四半期（平成20年３月期 第１四半期累計期間）

　 全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計額に占める四輪事業分野の割合がいずれも

　 90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しています。

【所在地別セグメント情報】
　前年同四半期（平成20年３月期 第１四半期累計期間）

　 単位：百万円

日本 北米 中国
その他
の地域

計
消去又
は全社

連結

売上高 46,849 49,369 11,708 18,908 126,835 △8,467 118,368

営業費用 43,789 49,065 10,426 16,511 119,793 △7,506 112,286

営業利益 3,059 303 1,282 2,397 7,042 △960 6,082
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