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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(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2四半期の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2四半期 220,954 ― 10,348 ― 10,443 ― 4,657 ―

20年3月期第2四半期 234,712 18.4 11,819 83.7 12,772 80.2 7,766 98.0

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2四半期 68.49 ―

20年3月期第2四半期 228.42 ―

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2四半期 194,754 106,467 49.3 1,412.83
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2四半期  96,070百万円 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月期及び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 ― 11.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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

通期 449,400 △6.2 20,800 △20.7 21,500 △20.4 11,000 △33.4 161.77

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）  有  

（注）詳細は、5ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。  

(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、5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、5～6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、4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 1 社 （社名
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

） 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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  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2四半期  1,310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2四半期  67,998,849株 20年3月期第2四半期  33,999,793株
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(参考) 平成21年3月期の個別業績予想(平成20年4月1日～平成21年3月31日) 

(％表示は対前期増減率)

 
(注)個別業績予想値の当四半期における修正の有無 有 

  平成20年5月13日に公表しました、平成21年3月期の個別業績予想は、本資料において修正しております。 

  業績予想の詳細につきましては、本日(平成20年10月31日)別途公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」 

    をご参照ください。 

  

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

通 期 157,200 △13.2 △250 △104.0 6,100 △33.7 4,200 △31.5 61.77
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当第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日～９月30日）における世界経済は、中国及びアジア諸国

では拡大を維持したものの、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的金融不安や、原油・原材

料価格の高騰等の影響により、減速感が強まるなか推移しました。  

当グループの関連する自動車業界の生産・販売台数は、中国及びアジア諸国では引続き増加し、欧州・

日本においては概ね横ばいで推移しました。米国では、景気減速による個人消費の冷え込みやガソリン価

格高騰等の影響を受け、生産・販売台数ともに減少しました。  

このような状況の中、当グループは世界各地域において、世界戦略車であるホンダ新型フィットをはじ

めとする新機種の量産立上げ等に取組み、連結収益計画の達成に努めてきました。 

  

当第２四半期連結累計期間における業績は、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、北米では主要客先からの受注が減少し、原油価格の高騰に伴う小型車への

シフトも進みました。 

一方、中国、イギリス及びアジア地域での受注は引続き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、2,209億54百万円と前年同四半期に比べ137億

57百万円（5.9％）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のほか、原材料価

格の高騰による影響等により、営業利益は103億48百万円と前年同四半期に比べ14億70百万円（12.4％）

の減益、経常利益は104億43百万円と前年同四半期に比べ23億29百万円（18.2％）の減益、四半期純利益

は46億57百万円と前年同四半期に比べ31億９百万円（40.0％）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38億48百万円となりました。 

四輪事業では、売上高は2,149億92百万円となりました。主力製品の四輪車用シートにつきましては、

売上高は1,778億20百万円となりました。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371億72百万円となりました。 

その他事業では、売上高は21億13百万円となりました。 

  

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、主に主要客先からの受注の減少により、809億49百万円と前年同四半期に比べ118億43百万

円（12.8％）の減収となりました。利益面では、減収に伴う利益の減少や原材料価格の高騰、為替影響

等により、営業利益は13億44百万円と前年同四半期に比べ39億63百万円（74.7％）の減益となりまし

た。 

（北米） 

売上高は、主に主要客先からの受注の減少や為替換算上の影響により、791億７百万円と前年同四半

期に比べ143億45百万円（15.4％）の減収となりました。利益面では、前期に発生したモデルチェンジ

時の費用減少はあったものの、受注機種構成の変化やインディアナ新工場の立上げ準備費用の増加等に

より、３億18百万円の営業損失（前年同四半期は６億31百万円の営業損失）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主要客先からの受注が好調に推

移したことにより、330億88百万円と前年同四半期に比べ70億73百万円（27.2％）の増収となりまし

た。利益面では、為替換算上の影響はあったものの、増収に伴う利益の増加等により、営業利益は38億

30百万円と前年同四半期に比べ４億61百万円（13.7％）の増益となりました。 

【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
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（その他の地域） 

売上高は、イギリスやアジア地域において、為替換算上の影響はあったものの、総じて受注が好調に

推移したことにより、440億77百万円と前年同四半期に比べ49億35百万円（12.6％）の増収となりまし

た。利益面では、為替換算上の影響はあったものの、増収に伴う利益の増加等により、営業利益は70億

33百万円と前年同四半期に比べ16億46百万円（30.6％）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。 

  

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、1,947億54百万円と前連結会計年度末に比べ54億５百

万円（2.9％）の増加となりました。流動資産につきましては、1,206億53百万円と前連結会計年度末に比

べ42億82百万円（3.7％）の増加となりました。これは、受取手形及び売掛金が49億20百万円増加したこ

とが主な要因です。固定資産につきましては、741億１百万円と前連結会計年度末に比べ11億23百万円

（1.5％）の増加となりました。これは、有形固定資産が14億61百万円増加したことが主な要因です。 

当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、882億86百万円と前連結会計年度末に比べ32億31百

万円（3.8％）の増加となりました。流動負債につきましては、813億50百万円と前連結会計年度末に比べ

31億55百万円（4.0％）の増加となりました。これは、短期借入金が31億59百万円増加したことが主な要

因です。固定負債につきましては、69億36百万円と前連結会計年度末に比べ76百万円（1.1％）の増加と

なりました。 

当第２四半期連結会計期間末における純資産は、1,064億67百万円と前連結会計年度末に比べ21億73百

万円（2.1％）の増加となりました。これは、利益剰余金が28億69百万円増加したことが主な要因です。 

  

当グループを取り巻く経営環境は、原材料価格の動向に加え、米国発の金融危機の影響による世界的な

景気後退や、為替相場での円高が懸念されるなど、先行き不透明な状況が予想されますが、第２四半期ま

での連結業績を踏まえ、以下のとおり平成20年５月13日に公表しました業績予想を変更しております。 

      連結売上高   4,494億円（前連結会計年度比  6.2％減） 

      連結営業利益   208億円（前連結会計年度比 20.7％減） 

      連結経常利益   215億円（前連結会計年度比 20.4％減） 

      連結当期純利益  110億円（前連結会計年度比 33.4％減） 

  
なお、為替レートは下期平均で１米ドル＝100円、１人民元＝15.6円を前提としています。 

また、本日、別途公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり、上記に加え、個別業績予想に

つきましても変更しております。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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当第２四半期連結会計期間から、新たに設立したテイエス テック サン ラジャスタン プライベート 

リミテッドを連結の範囲に含めています。 

  

1.棚卸資産の評価方法 

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２四半期連結累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、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及

び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ267百万円増加し、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. 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）

(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
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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 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 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391百万円計上されて

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２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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 21,201 22,252 

受取手形及び売掛金 68,063 63,142 

製品 2,544 2,261 

仕掛品 2,211 2,127 

原材料及び貯蔵品 18,836 19,101 

その他 7,908 7,598 

貸倒引当金 △112 △113 

流動資産合計 120,653 116,370 

固定資産 

有形固定資産 54,634 53,173 

無形固定資産 2,301 1,884 

投資その他の資産 17,165 17,919 

固定資産合計 74,101 72,977 

資産合計 194,754 189,348 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 52,691 55,101 

短期借入金 12,633 9,473 

未払法人税等 2,781 2,325 

引当金 1,682 1,625 

その他 11,561 9,668 

流動負債合計 81,350 78,194 

固定負債 

引当金 172 1,535 

その他 6,763 5,324 

固定負債合計 6,936 6,859 

負債合計 88,286 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 82,203 79,334 

自己株式 △2 △2 

株主資本合計 92,063 89,194 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 6,570 6,130 

為替換算調整勘定 △2,564 △1,855 

評価・換算差額等合計 4,006 4,274 

少数株主持分 10,397 10,824 

純資産合計 106,467 104,293 

負債純資産合計 194,754 189,348 
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(2) 【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 220,954 

売上原価 198,046 

売上総利益 22,908 

販売費及び一般管理費 

荷造運搬費 3,022 

給料及び手当 4,128 

その他 5,408 

販売費及び一般管理費合計 12,559 

営業利益 10,348 

営業外収益 

受取利息 295 

受取配当金 185 

持分法による投資利益 257 

その他 330 

営業外収益合計 1,068 

営業外費用 

支払利息 211 

為替差損 734 

その他 27 

営業外費用合計 974 

経常利益 10,443 

特別利益 

固定資産売却益 119 

その他 7 

特別利益合計 126 

特別損失 

固定資産売却損 4 

固定資産除却損 149 

その他 0 

特別損失合計 154 

税金等調整前四半期純利益 10,415 

法人税、住民税及び事業税 3,763 

法人税等合計 3,763 

少数株主利益 1,994 

四半期純利益 4,657 
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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。 

  

該当事項する事項はありません。 

  

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、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、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。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 追加情報

テイ・エス　テック㈱（7313）平成21年３月期第２四半期決算短信

－9－



【事業の種類別セグメント情報】 

 当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９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２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 
  

 
(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、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155百万円少なく、営業利益は155百万円多く、「その他の地

域」について、営業費用が111百万円少なく、営業利益は111百万円多く計上されています。 
  

【海外売上高】 

 当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 
  

 
(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 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。 

  

「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。 

(5) セグメント情報

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

66,713 79,102 31,144 43,994 220,954 ― 220,954

 (2)セグメント間 
   の内部売上高 
   又は振替高

14,235 4 1,944 82 16,267 (16,267) ―

計 80,949 79,107 33,088 44,077 237,222 (16,267) 220,954

営業利益又は営業損
失(△)

1,344 △318 3,830 7,033 11,889 (1,540) 10,348

北米 中国 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 79,149 31,376 44,159 154,684

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 220,954

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

35.8 14.2 20.0 70.0

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考資料」

 前年同四半期に係る財務諸表等

（１）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

区分 金額(百万円)
百分比 
(％)

Ⅰ 売上高 234,712 100.0

Ⅱ 売上原価 210,014 89.5

  売上総利益 24,697 10.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 梱包運搬費 3,081

 ２ 役員報酬 250

 ３ 役員退職慰労引当金繰入額 220

 ４ 給与手当 4,212

 ５ 減価償却費 565

 ６ 研究開発費 318

 ７ その他 4,228 12,878 5.5

   営業利益 11,819 5.0

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 175

 ２ 受取配当金 167

 ３ 収入家賃 64

 ４ 持分法による投資利益 307

 ５ 為替差益 388

 ６ その他 106 1,210 0.5

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 235

 ２ その他 21 257 0.1

   経常利益 12,772 5.4

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 9

 ２ 投資有価証券売却益 95

 ３ その他 0 106 0.1

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産売却損 9

 ２ 固定資産除却損 44

 ３ その他 0 53 0.0

   税金等調整前中間純利益 12,825 5.5

   法人税、住民税及び事業税 3,057

   法人税等調整額 79 3,136 1.4

   少数株主利益 1,921 0.8

   中間純利益 7,766 3.3
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前中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９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

の製造及び四輪車の販売を行っています。 

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。 
  

前中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 
(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 営業費用のうち、「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用(1,855百万円)の主なものは、親会社

の本社管理部門にかかる費用です。 

４ 当中間連結会計期間より、当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19年４月１日以降に取

得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更し、平成19年３月31日以

前に取得した有形固定資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の

５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間に

わたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しています。これらの結果、従来の方法によった場合に比較し

て、「日本」について、営業費用が145百万円多く、営業利益は同額少なく計上されています。 

５ 当中間連結会計期間より、在外連結子会社等の収益及び費用の換算方法の変更を行っています。この変更に

伴い、従来の方法によった場合に比較して、「北米」について、売上高が3,155百万円多く、営業費用が

3,159百万円多く、営業利益は４百万円少なく計上され、「中国」について、売上高が1,066百万円少なく、

営業費用が893百万円少なく、営業利益は173百万円少なく計上され、「その他の地域」について、売上高が

1,143百万円少なく、営業費用が945百万円少なく、営業利益は198百万円少なく計上されています。 
  

前中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 
(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 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。 

（２）セグメント情報

 【事業の種類別セグメント情報】

 【所在地別セグメント情報】

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

77,772 93,429 24,432 39,077 234,712 ― 234,712

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

15,020 23 1,582 64 16,690 (16,690) ―

計 92,793 93,452 26,015 39,141 251,402 (16,690) 234,712

営業費用 87,485 94,084 22,646 33,755 237,971 (15,078) 222,893

営業利益 5,307 △631 3,369 5,386 13,431 (1,612) 11,819

 【海外売上高】

北米 中国 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 93,587 24,465 39,161 157,214

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 234,712

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 39.9 10.4 16.7 67.0
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