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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 252,859 △22.3 8,249 △14.7 8,859 13.7 4,769 △16.2

21年3月期第3四半期 325,523 ― 9,669 ― 7,793 ― 5,689 ―

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3四半期 58.21 ―

21年3月期第3四半期 69.51 ―

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3四半期 328,112 147,651 44.8 1,794.70
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3四半期  147,036百万円 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  

現時点では期末配当予想額は未定であります。 

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 ― 20.00 ― 5.00 25.00
22年3月期 ― 5.00 ―

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 345,000 △10.5 14,000 391.9 14,000 ― 5,500 ― 67.13
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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 

１．平成22年3月期通期の連結業績予想につきまして、平成21年11月５日に発表いたしました業績予想数値を修正しております。詳細につきましては、３  
  ページ定性的情報・財務諸表等 ３．連結業績予想に関する定性的情報、及び平成22年２月８日付「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧く 
  ださい。 
２．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。 
３．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開示させて頂きます。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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3四半期 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3四半期  240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3四半期 81,928,203株 21年3月期第3四半期 81,855,843株
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世界経済は年前半の急激な落ち込みから一転して年後半には持ち直し始め、当第３四半期の経済も回復の動きが 

続きました。しかしながら、その回復力には地域差があり、欧米、日本など先進諸国は穏やかな回復を示しました

が力強さに欠けるものでした。一方、アジアでは中国・インドが第２四半期以降も力強い経済成長を維持し続けま

した。 

このような経済環境下、自動車業界では各国政府の支援による買い換え需要が底支えとなり、自動車生産・販売 

とも好調な推移を見せました。中でも中国は国内自動車販売が急拡大し、年間では世界一の生産国となりました。 

  当企業グループの第3四半期連結累計期間の業績は、年後半は回復基調で推移したものの、年前半の世界的な景気

落ち込みが影響し、売上高は前年同期比22.3%減収の2,528億59百万円となりました。利益面においては、グループ

全体で徹底したコスト削減を継続しましたが、減収による影響により、営業利益は82億49百万円(前年同期比14.7%

の減益)となりました。前期の急激な為替変動に比して、安定的な為替相場が継続したため、経常利益は若干の前期

比増益を確保しましたが、事業再編損の計上等により、当期純利益は47億69百万円(前年同期比16.2%の減益)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 

 全地域で販売が減少し、売上高768億92百万円（前年同期比23.1%の減少）となりました。 

② エアバッグ製品 

 全地域で販売が減少し、売上高1,152億42百万円（前年同期比19.2%の減少）となりました。 

③ その他製品 

 アジア地域において若干の伸びはあったものの、全般的に販売が減少し、売上高607億24百万円（前年同期比

26.8%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、徹底的なコスト削減により、減収の影響を吸収し、前年同期以上の営業利益を計上しまし

た。売上高は773億41百万円（前年同期比27.7％の減少）、営業利益は48億64百万円（前年同期比46.3%の増加）と

なりました。 

② 米州 

 米州におきましては、工場閉鎖等のリストラを実施し、コスト削減につとめましたが、減収の影響を吸収しきれ

ず、営業赤字は拡大しました。売上高は1,028億32百万円（前年同期比22.3％減少）、営業損失は37億65百万円

（前年同期は12億34百万円の営業損失）となりました。 

③ 欧州 

 欧州におきましては、生産規模の縮小にあわせたコスト削減を徹底し、営業黒字を確保しました。売上高は704

億63百万円（前年同期比26.2%の減少）、営業利益は８億97百万円（前年同期は６億85百万円の営業損失）となり

ました。 

④ アジア 

 アジアにおきましては、中国で販売が増加し、減収幅は比較的小幅に留まりました。売上高は534億71百万円

（前年同期比6.5%の減少）、営業利益は66億17百万円（前年同期比14.9％の減少）となりました。 

  

  

 当第３四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10億14百万円減少し、973億

33百万円となりました。  

 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167億９百万円となりました。税金等調整前四半期純利

益82億９百万円、減価償却費132億39百万円に加え、売上の回復を反映して、売上債権が大きく増加したことが資金

の変動要因となりました。 

 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73億27百万円となりました。これは主として、設備投資

によるものであります。 

 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88億92百万円となりました。これは主として有利子負債

の減少によるものであります。  

  

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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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   今後の世界経済は穏やかな景気回復局面が継続するものと思われますが、一方では各国政府による経済対策効果 

 の息切れ懸念や、日米欧の失業率の高止まりなどから、景気動向は依然、不透明な状況が続くことが予想されます。

   このような経済情勢下ではありますが、足元の自動車販売は堅調に推移しており、年度内はその傾向を維持するも

 のと思われます。また当企業グループでは、引き続き、全社をあげてのコスト削減、生産効率化追求などあらゆる経

 営合理化を実行していく所存であります。 

   以上を総合的に勘案しまして、平成22年3月期連結業績としまして、売上高3,450億円(前期比10.5%減少)、営業利 

 益140億円(前期比391.9%増加)、経常利益140億円(前期は３億69百万円の経常利益)及び当期純利益55億円(前期は73 

 億19百万円の損失)を予想しております。 

   なお、前提となる為替レートは１USD＝90円、1ユーロ＝130円です。 

  

  

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３四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。 

  

  

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

タカタ株式会社(7312) 平成22年３月期　第３四半期決算短信

- 4 -



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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 98,425 97,572

受取手形及び売掛金 54,961 41,516

たな卸資産 42,357 38,617

その他 22,082 22,906

貸倒引当金 △831 △1,144

流動資産合計 216,995 199,468

固定資産   

有形固定資産 79,115 86,316

無形固定資産 4,071 4,629

投資その他の資産 27,930 24,938

固定資産合計 111,117 115,884

資産合計 328,112 315,352

負債の部   

流動負債   

買掛金 20,017 15,576

短期借入金 11,582 45,865

コマーシャル・ペーパー 3,000 4,000

1年内返済予定の長期借入金 14,455 12,194

未払法人税等 3,925 513

製品保証引当金 18,261 12,481

その他 27,754 26,813

流動負債合計 98,996 117,445

固定負債   

長期借入金 59,563 32,708

退職給付引当金 7,932 7,690

役員退職慰労引当金 1,880 1,833

その他 12,087 10,294

固定負債合計 81,464 52,527

負債合計 180,460 169,972
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 86,155 82,180

自己株式 △0 △0

株主資本合計 168,076 164,100

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,316 2,725

繰延ヘッジ損益 △14 －

為替換算調整勘定 △25,341 △21,896

評価・換算差額等合計 △21,039 △19,171

少数株主持分 614 450

純資産合計 147,651 145,379

負債純資産合計 328,112 315,352
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 325,523 252,859

売上原価 268,794 212,782

売上総利益 56,728 40,076

販売費及び一般管理費 47,059 31,827

営業利益 9,669 8,249

営業外収益   

受取利息 911 472

受取配当金 325 102

デリバティブ評価益 603 －

為替差益 － 730

その他 479 1,191

営業外収益合計 2,319 2,497

営業外費用   

支払利息 1,593 1,128

為替差損 1,943 －

その他 659 758

営業外費用合計 4,195 1,886

経常利益 7,793 8,859

特別利益   

固定資産売却益 236 146

貸倒引当金戻入額 － 381

受取保険金 1,258 －

特別利益合計 1,495 528

特別損失   

固定資産売却損 26 －

固定資産除却損 100 90

投資有価証券評価損 239 －

事業再編損 342 1,087

特別損失合計 708 1,178

税金等調整前四半期純利益 8,580 8,209

法人税等 2,770 3,331

少数株主利益 120 108

四半期純利益 5,689 4,769
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 8,580 8,209

減価償却費 15,297 13,239

固定資産除売却損益（△は益） △109 △56

投資有価証券評価損益（△は益） 239 －

受取保険金 △1,258 －

事業再編損失 342 1,087

受取利息及び受取配当金 △1,236 △575

支払利息 1,593 1,128

売上債権の増減額（△は増加） 19,182 △13,731

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,839 △3,673

仕入債務の増減額（△は減少） △13,362 4,785

その他の流動資産の増減額（△は増加） 1,101 721

その他の流動負債の増減額（△は減少） △2,878 3,866

その他の固定負債の増減額（△は減少） △166 115

その他 1,561 3,265

小計 25,045 18,381

利息及び配当金の受取額 1,236 575

利息の支払額 △1,386 △1,003

保険金の受取額 1,258 －

事業再編による支出 △258 △1,412

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △6,000 169

営業活動によるキャッシュ・フロー 19,894 16,709

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 △14,479 △6,762

有形固定資産の売却による収入 525 621

無形固定資産の取得による支出 △1,665 △466

その他 △600 △719

投資活動によるキャッシュ・フロー △16,220 △7,327

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） 11,610 △30,746

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 4,000 △1,000

長期借入れによる収入 8,228 34,405

長期借入金の返済による支出 △17,939 △9,287

株式の発行による収入 747 －

配当金の支払額 △3,268 △819

その他 △168 △1,444

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,209 △8,892

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,518 △1,504

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,364 △1,014

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 56,261 97,333
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 該当事項はありません。 

  

 前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年12月31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３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31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 

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1,516百万

円増加しております。 

  

（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  75,316  120,992  93,214  36,000  325,523 -  325,523

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 31,599  11,370  2,239  21,180  66,390  (66,390) -

計  106,915  132,362  95,453  57,181  391,913  (66,390)  325,523

営業利益又は営業損失(△)  3,324  △1,234  △685  7,777  9,181  488  9,669
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当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31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  

  

  

  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31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 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31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。 

  

  
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  51,462  92,956  67,714  40,725  252,859 -  252,859

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 25,879  9,875  2,748  12,745  51,249 (51,249)  - 

計  77,341  102,832  70,463  53,471  304,109 (51,249)  252,859

営業利益又は営業損失(△)  4,864  △3,765  897  6,617  8,614  (365)  8,249

〔海外売上高〕

  米州 欧州 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  121,536  92,238  35,895  249,670

Ⅱ 連結売上高（百万円） - - -  325,523

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
37.3 28.3  11.0  76.6

  米州 欧州 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  93,562  63,593  41,596  198,752

Ⅱ 連結売上高（百万円） - - -  252,859

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 37.0  25.1  16.5  78.6

（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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