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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 72,695 △41.5 △778 ― △455 ― △367 ―

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

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

22年3月期第1四半期 △4.49 ―

21年3月期第1四半期 48.06 47.77

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

22年3月期第1四半期 321,053 146,441 45.5 1,781.43
21年3月期 315,352 145,379 46.0 1,768.98

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  145,949百万円 21年3月期  144,929百万円

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22年３月期の配当につきましては、現時点において未定であります。 

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

21年3月期 ― 20.00 ― 5.00 25.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― ― ―

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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  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

第2四半期 
連結累計期間

150,000 △37.6 0 ― 0 ― △1,200 ― △14.65

通期 310,000 △19.6 3,000 5.4 1,500 305.7 0 ― ―
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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）  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、４ページ 定性的情報・財務諸表等 ４. その他をご覧下さい。 

(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） 

(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．平成21年５月12日に公表いたしました連結業績予想のうち、第２四半期連結累計期間について修正しております。 
２．中間配当及び期末配当につきましては、今後の状況を見極め実施の可否及び配当金額を改めて公表させて頂きます。 
３．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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 81,928,400株 21年3月期  81,928,400株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  196株 21年3月期  159株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 81,928,219株 21年3月期第1四半期 81,709,453株
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当第１四半期の世界経済は、昨秋発生した金融危機に起因する世界的な経済不況が未だ継続しているものの、一

部では先行きに対する明るい兆しも見え始めました。 

  欧米では景気の先行きに対し「低水準だが、改善の動きはある」との見方が強まり、また日本でも「景気底打ち」

との期待感が強まってきました。一方、中国・インドを始めとする新興国では昨年度ほどではないものの力強い経済

成長率を示しました。 

  このような景気状況下、米国では大手自動車メーカー２社が米国連邦破産法（第11章）を申請するに至りました

が、徐々に米国内での自動車販売台数には底入れの兆しも見えてきました。欧州では各国政府の自動車買い替え補助

金制度が効を奏し、国によりばらつきはあるものの、自動車販売台数も増加し始めました。また日本でもエコカー減

税、補助金制度などの支援策により、新車販売台数の減少幅が縮小してきました。一方、中国では自動車に対する旺

盛な購買需要により自動車生産の拡大が続いています。 

  上記のような事業環境のもと、当企業グループの販売は日本、欧米など主要国での市場低迷が継続している影響を

大きく受けましたが、需要の急伸する中国では販売拡張などに注力した結果が出て来ております。一方、経費面では

内外各地域で固定費等の一層の経費削減努力や、生産の合理化を推進した結果、業績面でもその効果が現れ始めまし

た。 

  以上の結果、当第１四半期の業績は、売上高726億95百万円（前年同期比41.5％減）、営業損失７億78百万円（前

年同期は59億５百万円の営業利益）、経常損失４億55百万円（前年同期は60億91百万円の経常利益）、四半期純損失

３億67百万円（前年同期は39億26百万円の四半期純利益）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 

 主に日本、欧米など主要国での市場低迷が響き、全地域で販売が減少しました。全体としては、売上高213億75

百万円と、前年同期比42.4%の減少となりました。 

② エアバッグ製品 

 アジアでは微減に留まりましたが、日本、欧米など主要国での市場低迷が響き、全地域で販売が減少しました。

全体としては、売上高330億20百万円と、前年同期比38.5%の減少となりました。 

③ その他製品 

 アジアでのステアリング販売で好調な受注を確保したものの、特に欧米におけるトリム製品及び日米におけるセ

ンサー関連製品販売の大幅減速が影響して、売上高183億円と、前年同期比45.2%の減少となりました。 

  

所在地別セグメント業績は、以下のとおりであります。 

① 日本 

 日本におきましては、全ての製品で減収となりました。全般的なコスト削減効果はあったものの、自動車販売減

少の影響を強く受け、全体の売上高は212億４百万円、営業利益は３億94百万円、前年同期比はそれぞれ43.1%の減

少、69.4%の減少となりました。 

② 米州 

 米州におきましては、景気後退による自動車販売減少の影響を強く受け全ての製品で販売が減少しました。全体

の売上高は288億31百万円と、前年同期比43.5%の減少、営業損失は25億74百万円（前年同期は６億40百万円の営業

利益）となりました。 

③ 欧州 

 欧州におきましても、景気後退による自動車販売減少の影響を強く受け全ての製品で販売が減少しました。全体

の売上高は213億15百万円と、前年同期比46.6%の減少、営業損失は３億37百万円（前年同期は12億75百万円の営業

利益）となりました。 

④ アジア 

 アジアにおきましては、中国で販売が増加するなど明るい材料もありましたが、世界的な景気後退の流れには逆

らえず全体では減収となりました。全体の売上高は155億52百万円、営業利益は16億93百万円、前年同期比はそれ

ぞれ19.6%の減少、32.1%の減少となりました。 

  

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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  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19億29百万円減少し、964億

18百万円となりました。 

  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44億65百万円となりました。これは主として、減価

償却費45億25百万円及び仕入債務の増加22億27百万円による資金の増加と、税金等調整前四半期純損失９億58百万

円、売上債権の増加額41億６百万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30億77万円となりました。これは主として、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24億28百万円によるものです。 

 財務活動によるキャッシュ・フローにおいて、資金の減少は35億62百万円となりました。これは主として、長期

借入金の純増額139億63百万円による資金の増加と、短期借入金の純減額151億６百万円による資金の減少によるも

のです。  

  

  当第2四半期連結累計期間の業績予想につきましては、弊社顧客であるカーメーカーが足元において若干の増産傾

向にあること、また為替レートは期首予想比円安で推移しており、コスト削減も計画を上回る水準となることが予想

されるため、売上高1,500億円（前年同期比902億円減、37.6%減）、営業利益０（前年同期は94億24百万円の営業利

益）、経常利益０（前年同期は93億16百万円の経常利益）、四半期純損失12億円(前年同期は61億46百万円の四半期

純利益)に修正することとしました。 

 なお、通期の業績予想に関しましては、第3四半期以降の事業環境が未だ不透明であることより、変更は行いませ

ん。 

     

   

  

  該当事項はありません。  

  

  

① 定率法を採用している固定資産の減価償却費については、当連結会計年度に係る年間の減価償却費の額を期

間按分する方法により算定しています。 

② 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。  

③ 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。 

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

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

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

（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
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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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 97,441 97,572

受取手形及び売掛金 45,852 41,516

たな卸資産 38,563 38,617

その他 23,603 22,906

貸倒引当金 △1,248 △1,144

流動資産合計 204,212 199,468

固定資産   

有形固定資産 85,264 86,316

無形固定資産 4,341 4,629

投資その他の資産 27,234 24,938

固定資産合計 116,840 115,884

資産合計 321,053 315,352

負債の部   

流動負債   

買掛金 17,865 15,576

短期借入金 31,514 45,865

コマーシャル・ペーパー 2,000 4,000

1年内返済予定の長期借入金 13,600 12,194

1年内償還予定の社債 1,500 1,500

未払法人税等 1,377 513

製品保証引当金 14,001 12,481

その他 26,804 25,313

流動負債合計 108,663 117,445

固定負債   

長期借入金 45,468 32,708

退職給付引当金 8,005 7,690

役員退職慰労引当金 1,879 1,833

その他 10,594 10,294

固定負債合計 65,948 52,527

負債合計 174,612 169,972
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 40,727 40,727

資本剰余金 41,193 41,193

利益剰余金 81,424 82,180

自己株式 △0 △0

株主資本合計 163,345 164,100

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,677 2,725

繰延ヘッジ損益 15 －

為替換算調整勘定 △21,089 △21,896

評価・換算差額等合計 △17,395 △19,171

少数株主持分 492 450

純資産合計 146,441 145,379

負債純資産合計 321,053 315,352
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 124,221 72,695

売上原価 100,635 62,525

売上総利益 23,586 10,170

販売費及び一般管理費 17,681 10,949

営業利益又は営業損失（△） 5,905 △778

営業外収益   

受取利息 304 147

受取配当金 99 42

為替差益 367 511

その他 157 230

営業外収益合計 929 932

営業外費用   

支払利息 561 424

その他 180 185

営業外費用合計 742 609

経常利益又は経常損失（△） 6,091 △455

特別利益   

固定資産売却益 88 3

受取保険金 13 －

その他 － －

特別利益合計 102 3

特別損失   

固定資産売却損 7 －

固定資産除却損 2 23

事業再編損 － 239

その他 － 243

特別損失合計 9 506

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

6,184 △958

法人税等 2,220 △620

少数株主利益 36 29

四半期純利益又は四半期純損失（△） 3,926 △367
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

6,184 △958

減価償却費 5,152 4,525

固定資産除売却損益（△は益） △78 19

受取保険金 △13 －

受取利息及び受取配当金 △404 △189

支払利息 561 424

売上債権の増減額（△は増加） 131 △4,106

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,526 1,162

仕入債務の増減額（△は減少） △1,153 2,227

その他の流動資産の増減額（△は増加） 370 △881

その他の流動負債の増減額（△は減少） 40 676

その他の固定負債の増減額（△は減少） 131 94

その他 1,391 1,750

小計 10,786 4,744

利息及び配当金の受取額 404 189

利息の支払額 △377 △255

保険金の受取額 13 －

法人税等の支払額 △1,433 △213

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,392 4,465

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 △2,388

有形固定資産の売却による収入 178 141

無形固定資産の取得による支出 △367 △39

その他 56 △790

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,302 △3,077

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 △15,106

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 8,000 △2,000

長期借入れによる収入 2,200 15,687

長期借入金の返済による支出 △4,072 △1,724

株式の発行による収入 747 －

配当金の支払額 △1,630 △409

その他 △25 △10

財務活動によるキャッシュ・フロー 967 △3,562

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,866 245

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,923 △1,929

現金及び現金同等物の期首残高 54,896 98,348

現金及び現金同等物の四半期末残高 60,820 96,418
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 該当事項はありません。 

  

 前第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）及び当第１四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21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。  

  

前第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） 

  （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 

３．会計処理方法の変更 

（提出会社のロイヤリティ収入等計上区分の変更） 

 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551百万円

増加しております。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

  （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、インド 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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） 
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  25,647  46,961  39,157  12,454  124,221 -  124,221

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 11,587  4,036  733  6,895  23,253  △23,253 -  

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

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

  
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  13,819  26,361  20,701  11,813  72,695 -  72,695

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 7,384  2,469  613  3,739  14,207  △14,207 -  

計  21,204  28,831  21,315  15,552  86,903     △14,207  72,695

営業利益又は営業損失（△）  394  △2,574  △337  1,693  △824  46  △778
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前第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） 

 （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 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年6月30日） 

 （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、インド 

  

 該当事項はありません。 

   

〔海外売上高〕

  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

  米州 欧州 アジア 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  26,465  20,272  12,136  58,874

Ⅱ 連結売上高（百万円） - - -  72,695

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 36.4  27.9  16.7  81.0

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

タカタ株式会社(7312)　平成22年３月期　第１四半期決算短信

- 10 -


	バインダ1.pdf
	決算短信(数値).pdf
	決算短信(文言)

	サマリー情報_FY10 1Q



