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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 140,131 △36.6 886 △91.4 1,722 △83.5 1,194 △74.4

21年3月期第2四半期 220,954 ― 10,348 ― 10,443 ― 4,657 ―

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2四半期 17.56 ―

21年3月期第2四半期 68.49 ―

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2四半期 164,609 99,314 53.6 1,298.60
21年3月期 157,399 94,207 53.8 1,244.80

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  88,302百万円 21年3月期  84,644百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 11.00 ― 11.00 22.00

22年3月期 ― 9.00

22年3月期 
（予想）

― 9.00 18.00

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  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

通期 314,200 △22.4 9,500 △41.0 11,000 △26.5 5,800 22.3 85.30
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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、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） 

(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 

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。業績予想の前提となる仮定等につきましては、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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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2四半期 68,000,000株 21年3月期  68,000,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  1,417株 21年3月期  1,354株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 67,998,607株 21年3月期第2四半期 67,998,849株
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当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年９月30日）における世界経済は、各国政府

の景気刺激策の効果等により、中国、その他のアジア諸国を中心に持ち直しの動きが広まりつつあるも

のの、金融危機による実体経済悪化の影響が色濃く残り、日本、北米、欧州では依然として景気低迷が

続く厳しい状況となりました。  

 当グループの関連する自動車業界におきましては、各国において自動車減税や買い換え補助制度等を

はじめとする需要刺激策がとられたことで、新車販売台数は 悪期を脱し、下げ止まっております。し

かしながら、これらの刺激策の打切りによる反動減の懸念など今後も不透明な状況が続く見通しであり

ます。  

 このような状況の中、当グループは、生産体制の再構築や経費の抑制などの緊急施策を継続しつつ、

不況回復後の新たな市場構造に適応できる企業基盤の構築を目指し、海外における現地生産体質の強化

などの諸施策に引続き取組んできました。  

 当第２四半期連結累計期間の売上高は、世界的な自動車需要の低迷を受け、一部の地域を除き主要客

先からの受注が大幅に減少したことに加え、為替換算上の影響もあり、1,401億31百万円と前年同四半

期に比べ808億23百万円（36.6％）の減収となりました。利益面では、減収に伴う利益の減少等によ

り、営業利益は８億86百万円と前年同四半期に比べ94億62百万円（91.4％）の減益、経常利益は17億22

百万円と前年同四半期に比べ87億20百万円（83.5％）の減益、四半期純利益は11億94百万円と前年同四

半期に比べ34億63百万円（74.4％）の減益となりました。 

 事業の種類別セグメント売上高の状況につきましては、二輪事業では、売上高は26億79百万円と前年

同四半期に比べ11億68百万円（30.4％）の減収となりました。四輪事業では、売上高は1,364億76百万

円と前年同四半期に比べ785億16百万円（36.5％）の減収となりました。主力製品の四輪車用シートに

つきましては、売上高は1,138億32百万円となりました。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226億43百万円となりました。その他事業では、売上高は９億75百万

円と前年同四半期に比べ11億37百万円（53.8％）の減収となりました。 

 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） 

主要客先からの受注の減少及び機種構成変化に加え、海外向け日本供給部品売上の減少等により売上

高は481億13百万円と前年同四半期に比べ328億35百万円（40.6％）の減収となりました。利益面では、

原価低減効果や経費抑制による費用の削減効果はあったものの、減収に伴う利益の減少等により、９億

73百万円の営業損失（前年同四半期は営業利益13億44百万円）となりました。 

（北米） 

主要客先からの受注減少や為替換算上の影響等により、売上高は527億85百万円と前年同四半期に比

べ263億22百万円（33.3％）の減収となりました。利益面では前期に発生したインディアナ新工場の立

上準備費用の減少や経費抑制による費用削減効果はあったものの、減収に伴う利益の減少等により、13

億52百万円の営業損失（前年同四半期は３億18百万円の営業損失）となりました。 

（中国） 

広州及び武漢における主要客先からの受注は堅調に推移したものの、寧波からの他拠点向け部品売上

の減少及び為替換算上の影響等により、売上高は301億51百万円と前年同四半期に比べ29億37百万円

（8.9％）の減収となりました。 

【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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利益面では減収に伴う利益の減少及び為替換算上の影響等はあるものの、寧波における労務費・経費の

抑制、原価低減効果や武漢における機種構成の変化等により、営業利益は38億21百万円と前年同四半期

に比べ９百万円（0.2％）の減益に留まりました。 

（その他の地域） 

ブラジル及びアジア地域における受注が総じて減少したことや、イギリス子会社における生産休止に

よる影響及び為替換算上の影響等により、売上高は185億20百万円と前年同四半期に比べ255億56百万円

（58.0％）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イギリス子会社における生産休止

時の諸費用負担による影響等により、営業利益は10億47百万円と前年同四半期に比べ59億85百万円

（85.1％）の減益となりました。 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、1,646億９百万円と前連結会計年度末に比べ72億10

百万円（4.6％）の増加となりました。流動資産については、941億37百万円と前連結会計年度末に比べ

52億90百万円（6.0％）の増加となりました。これは、現金及び預金が35億35百万円増加したこと並び

に受取手形及び売掛金が18億23百万円増加したことが主な要因です。固定資産については、704億71百

万円と前連結会計年度末に比べ19億19百万円（2.8％）の増加となりました。これは、時価評価による

投資有価証券の増加等により17億69百万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、652億95百万円と前連結会計年度末に比べ21億３

百万円（3.3％）の増加となりました。流動負債につきましては、547億72百万円と前連結会計年度末に

比べ３億61百万円（0.7％）の減少となりました。これは、支払手形及び買掛金が14億39百万円増加し

たものの、短期借入金が10億61百万円減少したこと及び未払金が９億32百万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、105億23百万円と前連結会計年度末に比べ24億65百万円（30.6％）の

増加となりました。これは、長期借入金が21億59百万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純資産は、993億14百万円と前連結会計年度末に比べ51億６百

万円（5.4％）の増加となりました。これは、時価評価に伴う投資有価証券の増加により、その他有価

証券評価差額金が10億80百万円増加したこと、為替換算上の影響により為替換算調整勘定のマイナス残

高が21億83百万円減少したこと及び少数株主持分が14億48百万円増加したことが主な要因です。  

  

当グループの関連する自動車業界の市場動向は、依然として先行きの不透明な状況が続いております

が、第２四半期実績及び近況を踏まえ、以下の通り修正しております。業績予想の詳細につきまして

は、平成21年10月27日に別途公表しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 

 
  通期 
   連結売上高   314,200百万円（前連結会計年度比 22.4％減）  
   連結営業利益   9,500百万円（前連結会計年度比 41.0％減）  
   連結経常利益   11,000百万円（前連結会計年度比 26.5％減）  
   連結当期純利益  5,800百万円（前連結会計年度比 22.3％増） 

 

 なお、為替レートは下期平均で１米ドル＝88円、１人民元＝13.8円を前提としております。 

  

  

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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該当する事項はありません。 

  

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。 

  

該当する事項はありません。 

  

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)

(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２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 23,809 20,273

受取手形及び売掛金 44,985 43,162

商品及び製品 2,690 2,181

仕掛品 1,289 1,478

原材料及び貯蔵品 13,996 13,238

その他 7,403 8,745

貸倒引当金 △36 △232

流動資産合計 94,137 88,847

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 18,517 17,131

機械装置及び運搬具（純額） 16,281 16,732

その他（純額） 17,126 17,712

有形固定資産合計 51,925 51,575

無形固定資産 1,723 1,667

投資その他の資産 16,823 15,309

固定資産合計 70,471 68,552

資産合計 164,609 157,399

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 34,265 32,826

短期借入金 10,244 11,306

1年内返済予定の長期借入金 197 211

未払法人税等 1,196 779

引当金 1,484 1,512

その他 7,383 8,496

流動負債合計 54,772 55,133

固定負債   

長期借入金 2,889 729

引当金 310 321

その他 7,323 7,006

固定負債合計 10,523 8,057

負債合計 65,295 63,191
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

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 81,779 81,384

自己株式 △2 △2

株主資本合計 91,639 91,245

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,659 4,578

為替換算調整勘定 △8,996 △11,179

評価・換算差額等合計 △3,336 △6,600

少数株主持分 11,011 9,563

純資産合計 99,314 94,207

負債純資産合計 164,609 157,399
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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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 220,954 140,131

売上原価 198,046 129,381

売上総利益 22,908 10,749

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 3,022 1,314

給料及び手当 4,128 3,977

その他 5,408 4,571

販売費及び一般管理費合計 12,559 9,863

営業利益 10,348 886

営業外収益   

受取利息 295 188

受取配当金 185 69

受取地代家賃 － 136

持分法による投資利益 257 259

為替差益 － 118

その他 330 182

営業外収益合計 1,068 954

営業外費用   

支払利息 211 109

為替差損 734 －

その他 27 8

営業外費用合計 974 117

経常利益 10,443 1,722

特別利益   

固定資産売却益 119 202

貸倒引当金戻入額 － 183

受取補償金 － 120

その他 7 9

特別利益合計 126 515

特別損失   

固定資産売却損 4 28

固定資産除却損 149 26

関係会社株式評価損 － 61

減損損失 － 58

その他 0 6

特別損失合計 154 181

税金等調整前四半期純利益 10,415 2,056

法人税、住民税及び事業税 3,763 764

法人税等還付税額 － △1,570

法人税等合計 3,763 △806

少数株主利益 1,994 1,668

四半期純利益 4,657 1,194
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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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 10,415 2,056

減価償却費 4,826 5,343

減損損失 － 58

引当金の増減額（△は減少） － △49

受取利息及び受取配当金 △481 △257

支払利息 211 109

持分法による投資損益（△は益） △257 △259

有形固定資産売却損益（△は益） △114 △174

有形固定資産除却損 149 26

関係会社株式評価損 － 61

受取補償金 － △120

売上債権の増減額（△は増加） △4,859 △989

たな卸資産の増減額（△は増加） △199 △1,040

仕入債務の増減額（△は減少） △1,469 2,716

その他 △274 534

小計 7,947 8,016

利息及び配当金の受取額 490 258

利息の支払額 △206 △114

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △3,323 1,602

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,908 9,763

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 － △3,486

定期預金の払戻による収入 － 775

有形固定資産の取得による支出 △6,325 △5,100

有形固定資産の売却による収入 223 303

その他 △684 △394

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,786 △7,902

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） 2,721 △2,451

長期借入れによる収入 － 2,434

配当金の支払額 △747 △747

少数株主への配当金の支払額 △624 △1,247

その他 △63 △334

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,285 △2,346

現金及び現金同等物に係る換算差額 △456 1,159

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,048 673

現金及び現金同等物の期首残高 22,147 19,547

現金及び現金同等物の四半期末残高 21,098 20,221
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当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

該当する事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

 前第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。 

  

 当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21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】 

 前第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  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。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(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
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 当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21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 

  

【海外売上高】 

 前第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。 

  

 当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21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。 

  

該当する事項はありません。 

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

38,944 52,785 29,884 18,516 140,131 ― 140,131

 (2)セグメント間 
   の内部売上高 
   又は振替高

9,169 ─ 266 3 9,440 (9,440) ―

計 48,113 52,785 30,151 18,520 149,571 (9,440) 140,131

営業利益又は営業損
失(△)

△973 △1,352 3,821 1,047 2,543 (1,656) 886

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

北米 中国 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 52,820 30,039 18,647 101,506

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 140,131

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

37.7 21.4 13.3 72.4

(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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第２四半期決算説明会資料については、以下のＵＲＬにてご覧いただくことができます。 
  
 （当社ホームページ）http://ir.tstech.co.jp/html/shiryo.htm 
  
  
  

  

6. その他の情報
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