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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 317,990 △21.4 9,598 △40.4 11,436 △23.6 6,328 33.5
21年3月期 404,761 △15.5 16,093 △38.6 14,962 △44.6 4,741 △71.3

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 93.06 ― 7.1 6.8 3.0
21年3月期 69.73 ― 5.3 8.6 4.0

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  573百万円 21年3月期  567百万円

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 178,272 105,489 52.8 1,383.95
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  94,106百万円 21年3月期  84,644百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 15,679 △12,277 △7,676 16,194
21年3月期 18,851 △14,804 △822 19,547

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 11.00 ― 11.00 22.00 1,495 31.6 1.7
22年3月期 ― 9.00 ― 11.00 20.00 1,359 21.5 1.5

23年3月期 
（予想）

― 11.00 ― 11.00 22.00 14.7

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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）

 

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

184,500 31.7 8,800 892.7 9,600 457.2 5,000 318.7 73.53

通期 366,600 15.3 17,500 82.3 19,000 66.1 10,200 61.2 150.00
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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  

（注）詳細は、10ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

(2) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、28ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、50ページ「１株当たり情報」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 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  1,526株 21年3月期  1,354株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 102,247 △24.7 △2,457 ― 2,694 1.1 3,702 208.7
21年3月期 135,852 △25.0 △2,969 ― 2,666 △71.0 1,199 △80.4

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 54.45 ―

21年3月期 17.64 ―

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 86,034 62,112 72.2 913.44
21年3月期 76,590 57,518 75.1 845.88

（参考） 自己資本 22年3月期  62,112百万円 21年3月期  57,518百万円

※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いては、３ページ「１．経営成績 （１）経営成績の分析」をご覧
ください。 
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①当連結会計年度の経営成績 

当連結会計年度（平成21年４月１日～平成22年３月31日）の世界経済は、各国政府の景気刺激策の効

果等により、総じて景気に持ち直しの動きが見られました。  

 当グループが関連する自動車業界におきましても、自動車需要刺激策の効果等により、新車販売台数

は中国やアジア諸国を中心に回復基調に転じたものの、日本・北米・欧州においては、本格的な市場の

回復には至っておりません。  

このような状況の中、当連結会計年度の受注・生産状況としましては、日本においてはホンダ新型ス

テップワゴン用シート等を、北米においてはアキュラ新型ＺＤＸ用シートやホンダ新型アコードクロス

ツアー用シート・ドアトリム等の生産を開始しました。  

 中国では、ホンダ新型オデッセイ用シート・ドアトリム等の生産を開始したほか、その他の地域にお

いても、ブラジルではホンダ新型シティ用シート、インドネシアではホンダ新型フリード用シート等の

生産を開始しております。  

連結収益確保に向けた取組みにおきましては、グローバルベースで経費抑制等の緊急施策を継続展開

し、その体質強化に取組んでまいりました。さらに、現地調達率の向上や生産体質改革等による利益構

造の見直しに対しても継続的に取組んできた結果、北米の利益体質に一定の改善効果が見られるなど、

連結収益体質の改善・強化を図ることができました。 

当連結会計年度の売上高につきましては、主要客先からの受注は下半期以降、総じて世界各地域で回

復傾向を示したものの、イギリス子会社での４ヵ月にわたる生産休止や、日本における大幅な受注の減

少の影響に加え、為替換算上の影響もあり、3,179億90百万円と前連結会計年度に比べ、867億71百万円

（21.4％）の減収となりました。利益面では、減収にともなう利益の減少等により、営業利益は95億98

百万円と前連結会計年度に比べ64億94百万円（40.4％）の減益、経常利益は114億36百万円と前連結会

計年度に比べ、35億26百万円（23.6％）の減益となりました。当期純利益は、減収にともなう利益の減

少や過年度法人税の計上等の影響はあるものの、外国税額控除に係る法人税等還付税額の計上等によ

り、63億28百万円と前連結会計年度に比べ15億86百万円（33.5％）の増益となりました。  

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、インドにおける受注の増加は

あったものの、主に日本における受注減少の影響により、売上高は53億80百万円と、前連結会計年度に

比べ24億５百万円（30.9％）の減収となりました。  

 四輪事業では、中国及び一部の地域において主要客先からの受注は増加したものの、日本・イギリス

における大幅な受注の減少に加え、アジア地域でも総じて受注が減少したことから、売上高は3,102億

95百万円と前連結会計年度に比べ833億68百万円（21.2％）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2,593億89百万円となりました。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509億５百万円となりました。  

 水上オートバイやスノーモービル用シート等からなるその他事業では、売上高は23億13百万円と前連

結会計年度に比べ９億96百万円（30.1％）の減収となりました。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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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の変化に加え、海外向けの日本供給部品売上の減少等によ

り、売上高は1,102億７百万円と前連結会計年度に比べ342億49百万円（23.7％）の減収となりました。

利益面では、減収にともなう利益の減少はあるものの、原価低減効果や経費抑制による費用の削減効果

等により、営業利益は６億41百万円と前連結会計年度に比べ61百万円（10.5％）の増益となりました。

（北米）  

 主要客先からの受注はほぼ横ばいとなったものの、為替換算上の影響及び機種構成の変化等により、

売上高は1,178億93百万円と前連結会計年度に比べ192億83百万円（14.1％）の減収となりました。利益

面では、前連結会計年度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、経費抑制等による費

用の削減効果及び各種の利益改善施策の効果等はあるものの、３億58百万円の営業損失（前連結会計年

度は14億22百万円の営業損失）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669億97百万円と前連結会計年度に比べ９億80百万円

（1.4％）の減収となりました。利益面では、減収にともなう利益の減少及び為替換算上の影響等はあ

るものの、原価低減効果や経費抑制等による費用の削減効果等により、営業利益は87億91百万円と前連

結会計年度に比べ９億円（11.4％）の増益となりました。 

（その他の地域）  

 イギリス子会社における生産休止の影響や、アジア地域における受注が総じて減少したことに加え、

為替換算上の影響等もあり、売上高は466億20百万円と前連結会計年度に比べ344億75百万円（42.5％）

の減収となりました。利益面では、減収にともな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33億79百万円と前連結会計年度に比べ84億91百万円

（71.5％）の減益となりました。 

  

②次期の見通し  

次期（平成23年３月期）の自動車市場動向としましては、中国及びアジア諸国等を中心に新車販売台

数の増加が期待されるものの、需要刺激策の打切りによる反動減や、景気低迷が長引くことによる需要

回復の遅れなどの懸念は払拭されず、依然として先行きの不透明な状況が続くものと見込んでおりま

す。  

 しかしながら、新車販売台数は 悪期を脱し、総じて回復傾向にあること等から、所在地別の次期の

売上見通しとしましては、以下の通り予測しております。  

(日本)  

 主要客先からの受注台数の増加及び海外向けの日本供給部品売上の増加により、増収を予測しており

ます。  

(北米)  

 為替換算上の影響はあるものの、主要客先からの受注台数の増加により、増収を予測しております。
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(中国)  

 為替換算上の影響はあるものの、主要客先からの受注台数の増加により、増収を予測しております。

(その他の地域）  

 為替換算上の影響はあるものの、イギリス子会社の通年での稼動やアジア地域及びブラジルにおける

受注台数の増加により、増収を予測しております。 

  

以上の売上見通しを前提とし、経費抑制等の緊急施策の継続、受注の増加にともなう諸経費の増加等

を加味して、平成23年３月期の連結業績を以下の通り予測しております。 

  

   連結売上高   3,666億円（前期比15.3％増）  

    連結営業利益   175億円（前期比82.3％増）  

    連結経常利益   190億円（前期比66.1％増）  

    連結当期純利益  102億円（前期比61.2％増）  

  

また、設備投資額につきましては、97億円（前期比15.7％増）を計画しております。  

 なお、為替レートにつきましては、通期平均で、１米ドル＝90円、１人民元＝13.2円を前提としてお

ります。 

  

 ① 資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末における総資産は、1,782億72百万円と前連結会計年度末に比べ208億72百万円

（13.3％）の増加となりました。流動資産については、1,082億89百万円と前連結会計年度末に比べ 

194億42百万円（21.9％）の増加となりました。これは、第４四半期における売上高の増加にともない

受取手形及び売掛金が156億68百万円増加したこと及び原材料等のたな卸資産が31億97百万円増加した

ことが主な要因です。固定資産については、699億82百万円と前連結会計年度末に比べ14億30百万円

（2.1％）の増加となりました。これは有形固定資産が設備投資の抑制等により24億99百万円減少した

ものの、投資その他の資産が、時価評価による投資有価証券の増加等により40億23百万円増加したこと

が主な要因です。 

当連結会計年度末における負債合計は、727億82百万円と前連結会計年度末に比べ95億91百万円

（15.2％）の増加となりました。これは、第４四半期における仕入高の増加にともない支払手形及び買

掛金が92億50百万円増加したことが主な要因です。 

当連結会計年度末における純資産は、1,054億89百万円と前連結会計年度末に比べ112億81百万円

（12.0％）の増加となりました。これは、利益剰余金が48億44百万円増加したこと、時価評価にともな

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22億65百万円増加したこと及び為替換算上

の影響により、為替換算調整勘定のマイナス残高が23億51百万円減少したことが主な要因です。 

(2) 財政状態に関する分析
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 ② キャッシュ・フローの状況  

当連結会計年度のキャッシュ・フローについては、営業活動により156億79百万円増加し、投資活動

により122億77百万円減少し、財務活動により76億76百万円減少し、現金及び現金同等物に係る換算差

額により９億21百万円増加した結果、現金及び現金同等物は33億53百万円の減少となり、期末残高は

161億94百万円（前年同期比17.2％減）となりました。 

      

 営業活動により得られた資金は、156億79百万円と前連結会計年度に比べ31億72百万円（16.8 ％）の

減少となりました。これは、仕入債務の増減額が前連結会計年度の158億43百万円の減少から108億83百

万円の増加となったものの、税金等調整前当期純利益が115億31百万円と前連結会計年度に比べ31億96

百万円減少したこと及び売上債権の増減額が前連結会計年度の131億７百万円の減少から150億29百万円

の増加となったことなどによるものです。 

    

 投資活動により支出した資金は、122億77百万円と前連結会計年度に比べ25億26百万円（17.1％）の

減少となりました。これは、定期預金の預入及び払戻による純増減が41億50百万円の支出となったもの

の、有形固定資産の取得による支出が80億42百万円と前連結会計年度に比べ46億98百万円（36.9％）減

少したことなどによるものです。 

     

 財務活動により支出した資金は、76億76百万円と前連結会計年度に比べ68億53百万円（832.8％）の

増加となりました。これは、長期借入による収入が24億34百万円発生したものの、短期借入金の純増額

が前連結会計年度の25億23百万円の収入から66億46百万円の支出となったことなどによるものです。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
 （注）１ 各指標はいずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

２ 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用し

ています。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対

象としています。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用していま

す。 

３ 株式の時価がないため、2005年度における時価ベースの自己資本比率は記載していません。 

４ 株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。なお、2007年度においては、株

式分割による権利落ちの影響があるため、次の計算方法により株式時価総額を算定しています。 

  期末株価終値 ×（期末発行済株式＋分割による増加株式数） 

  

2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度

自己資本比率（％） 49.8％ 48.5％ 49.4％ 53.8％ 52.8％

時価ベースの自己資本比率
（％）

― 76.2％ 65.5％ 30.1％ 66.8％

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率（％）

79.6％ 54.3％ 30.4％ 67.1％ 59.8％

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ

31.3 41.3 64.4 48.2 74.8
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当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして位置付けるとともに、長期的か

つグローバルな視点に立った事業展開を通じて企業価値の向上に努めております。  

 当期（平成22年３月期）の期末配当については、本日別途公表の「業績予想値と決算値との差異及び

配当予想の修正に関するお知らせ」に記載の通り、１株当たり11円とさせていただく予定です。この結

果、当期の配当金は、中間配当金９円を含め、１株当たり20円となる予定です。  

 なお、内部留保資金につきましては、新技術の開発や将来の事業拡大に向けた投資等に活用すること

により、一層の業績向上と財務体質の強化を図ってまいりたいと存じます。 

次期（平成23年３月期）の配当予想につきましては、連結業績の動向と連結企業体質強化のための内

部留保を勘案し、１株当たり22円（中間期末11円・期末11円）を予定しております。 

  

① 市場環境の変化について 

当グループは、日本、北米、中国、その他のアジア地域、欧州、南米と、世界各国において事業を

展開しております。これらの国々における経済の低迷や、物価等の動向による消費者の購買意欲の低

下は、二輪車及び四輪車の販売減少につながり、当グループの業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

② 本田技研工業㈱及びそのグループ会社に対する販売依存度について 

当グループは、創業当時から本田技研工業㈱及び同社関係会社(以下＝「同社グループ」)のニーズ

に対し、俊敏かつ柔軟な拠点展開、開発及び生産体制をとるべく努めてきています。こうした経緯も

あり、当連結会計年度における連結売上高に占める同社グループに対する売上高の比率は91.7％(同

社グループの取引先への売上高を含めた 終販売先が同社グループとなる売上高の比率は94.9％)と

高水準に達しています。  

 当グループは新型車種の開発・企画段階からプロジェクトへの参画を行い、企画・提案を通じて顧

客ニーズに即した製品開発に努めていますが、こうした当社の施策の成果が、車種毎の継続的な受注

として保証されているものではなく、想定外の失注が発生した場合には当グループの業績に影響を及

ぼす可能性があります。  

 また、当グループとしては同社グループとの定期的な意思疎通の機会を通じ、両社の事業方向性に

ついて確認を行っていますが、同社グループの事業戦略や購買方針の変更、同社グループにおける生

産調整、特定車種の生産拠点移管、生産拠点再編成、当グループの製品を採用した車種の販売開始時

期の変更や販売動向等は、当グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

③ 競合の状況について 

新たな競合先または既存競合先の提携が台頭し、市場におけるシェアを急速に獲得する可能性があ

ります。  

 当グループは、シートをはじめとする内装部品専門メーカーとしての地位確保に向け、常に技術革

新を目指し、高品質で付加価値の高いシート及び内装部品の開発に注力し、競争力の向上に努めてい

ますが、今後も市場シェアを維持、拡大できる保証はありません。  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク
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④ 国際的活動及び海外進出に潜在するリスクについて 

自動車メーカーの「世界 適調達」の動きが強まっている状況下、自動車部品メーカーにおいても

現地生産、部品の現地調達などを基本とした世界 適調達ニーズが高揚してきており、グローバル化

への対応が生き残りの条件となっています。  

 当グループにおいても現地生産の強化等を基本方針とし、北米、中国、その他アジア地域、欧州、

南米に生産子会社を設立し、海外展開を積極的に実施しており、今後もこうした傾向は継続するもの

と考えられます。なお、当連結会計年度における連結売上高に占める各地域別売上高の割合は北米

37.1％、中国20.9％、その他の地域14.8％となっています。  

 以上のような海外展開の状況から、海外における予期しない法律・規制の制定及び変更、移転価格

税制等における税務当局の見解、各国の政治・経済情勢の変化、合弁先企業の経営方針・環境の変

化、人材確保の困難及び未整備のインフラ等により、当グループの経営成績及び財政状態に影響を及

ぼす可能性があります。 

⑤ 取引先の信用リスクについて 

当グループは、自動車部品メーカーとして数多くの取引先を有しております。取引先の経営状態に

ついては、定期的に確認をおこなっておりますが、不測の信用状況の悪化や経営破綻等が発生した場

合には、当グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑥ 原材料の市況変動等の影響について 

当グループの主要製品である四輪車用シートは、鋼材、樹脂材、ウレタン、表皮材等で構成されて

おり、その原材料や部品の調達については供給元との基本取引契約を締結し、安定的な調達に努めて

います。  

 しかし、原材料を取り巻く規制の変化、原材料メーカーの減産、原材料価格の市況変動などに起因

して、当社が対応または吸収できない原材料の供給不足や急激な価格上昇が発生した場合には、当グ

ループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑦ 為替変動の影響について 

当グループはグローバルに事業活動を展開しており、外貨建取引における為替変動の影響を受けま

す。当グループは、外貨建取引における為替相場の変動リスクをミニマイズすべく主要通貨間におけ

る為替ヘッジ取引を行っているものの、全ての為替リスクをヘッジすることは不可能であるため為替

相場の変動が当グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。  

 また、連結財務諸表作成に用いる換算為替レートの如何によっては円貨換算後の経営成績が変動す

ることにより当グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑧ 災害・事故等による製造ラインへの影響について 

当グループでは製造ラインの中断による潜在的なリスクを 小限にするため、各工場の全ての設備

に対して定期的に災害防止安全検査及び設備点検を実施しています。  

 しかしながら製造ラインで発生する生産中断による影響を完全に防止または軽減できる保証はあり

ません。  

 また、製造ラインにおける工程改善の取組み、設備の汎用化、工場間における生産機種のフレキシ

ブルな移管対応等を進め、生産能力の向上に努めていますが、大規模な地震等の自然災害及び伝染病

やその他操業を中断する事象が発生した場合、生産能力が著しく低下する可能性があり、当グループ

の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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⑨ 知的財産権保護について 

当グループは、自社が製造する製品に関連した技術とノウハウを蓄積してきましたが、将来に亘っ

てこのような知的財産権が広範囲に保護されない可能性があります。また、広範囲に亘って知的財産

権が違法に侵害されることによって当グループの事業活動に影響を及ぼす可能性があります。  

 上記に加え、当グループは、他社の知的財産権を侵害しないよう、十分に注意を払いながら製品・

技術の開発に当たっていますが、当グループの開発した製品・技術が第三者の知的財産権を侵害して

いると判断される可能性があります。  

 当社の北米子会社であるテイエス テック ノースアメリカ インコーポレーテッド等３社は、米国

リア コーポレーション（以下「リア社」）より、四輪車用シートにおける後突時の頚部障害を軽減

させる機構が、リア社所有の特許権を侵害しているとの主張により、特許権侵害による損害賠償（金

額の明示無し）を求める訴えを、平成19年９月14日（訴状送達日は現地時間平成19年11月９日）に提

起されました。  

 当グループとしては、リア社が主張する特許権侵害には当たらないものと確信しており、今後もそ

の正当性を主張してまいります。本件による当グループの連結業績への影響はないものと考えており

ますが、訴訟の動向によっては当グループの事業活動に影響を及ぼす可能性があります。 

⑩ 製品の欠陥への対応について 

当グループは、製造工程内品質保証体制の構築や、ISO9001等の国際標準規格に基づく品質マネジ

メントシステムの運用等を通じ、製品の欠陥の予防に努めております。  

 製造物責任賠償に繋がるような製品欠陥の発生に対しては、保険への加入やトレーサビリティ（製

造履歴の追跡）体制の構築等によりリスクヘッジをおこなっておりますが、リコール等によって発生

する多額のコストや信用の低下等により、当グループの業績及び財務状態に影響が及ぶ可能性があり

ます。 

⑪ 法規制への対応について 

当グループは、事業を展開する各国において、安全、環境等の様々な法的規制の適用を受け、これ

らの関連法規を遵守した事業活動を行っています。特に、欧米を中心とする自動車の安全法規に対し

ては、今後の法的規制動向にも対応が可能な研究開発体制を整えています。  

 ただし、今後の様々な法的規制の強化または新たな規制の制定に対し、規制を遵守できなかった場

合、当グループの事業活動を制限される可能性があります。  

 また、これらの法的規制の強化または新たな規制の制定は、コスト増につながる可能性があり、当

グループの業績及び財務状態に影響を及ぼす可能性があります。 

⑫ 退職給付債務について 

当グループの従業員退職給付費用及び債務は、割引率や期待運用収益率などの前提条件に基づいて

算出されております。従いまして、実際の結果が前提条件と異なった場合、または前提条件が変更と

なった場合は、当グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 
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事業の系統図 

当グループは、当社及び国内外39社の関係会社により構成され、事業別には、二輪事業、四輪事業及びそ
の他事業からなっています。また、その他の関係会社である本田技研工業（株）とは、継続的で緊密な事業
上の関係にあります。事業の系統図は、次のとおりです。 

 

2. 企業集団の状況
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関係会社の状況 

名称 住所
資本金又は
出資金

主要な事業
の内容

議決権の所有
(被所有)割合

関係内容

所有割合
(％)

被所有
割合 
(％)

役員の 
兼任等

資金 
援助

営業上
の取引

設備
の賃
貸借

(連結子会社)

九州テイ・エス㈱
熊本県 
菊池市

百万円
110

二輪事業
四輪事業 
その他事業

100.0 ―
兼任 1名 
出向 1名

貸付

当社からの技
術支援・部品
仕入・設備購
入・不動産賃
借、当社への
製品販売

あり

サン化学工業㈱
静岡県 
浜松市

百万円
99

二輪事業
四輪事業 
その他事業

53.8 ― 出向 2名 ―

当社からの不
動産賃借、当
社への製品販
売

あり

㈱テイ・エス ロジスティクス
埼玉県 
川越市

百万円
99

その他事業 100.0 ― 出向 5名 貸付

当社からの不
動産賃借、当
社への不動産
賃貸・物流支
援・当社製品
の製造・当社
製品及び部品
の梱包・輸送

あり

総和産業㈱
千葉県 
千葉市

百万円
40

四輪事業 100.0 ―
兼任 1名 
出向 4名

―
当社への製品
販売

あり

テイエス テック 
ホールディング カンパニー

アメリカ 
デラウェア州

千米ドル
46,100

四輪事業 100.0 ―
兼任 2名 
出向 4名

債務
保証

― ―

トライ・コン  
インダストリーズ リミテッド

アメリカ 
ネブラスカ州

千米ドル
5,100

二輪事業
四輪事業 
その他事業

100.0
(100.0)

― 出向 2名 ―

当社からの技
術支援・部品
仕入・設備購
入、当社への
製品販売

―

テイエス トリム  
インダストリーズ  
インコーポレーテッド

アメリカ 
オハイオ州

千米ドル
23,000

四輪事業
100.0

(100.0)
― 出向 2名 ―

当社からの技
術支援・部品
仕入・設備購
入、当社への
製品販売

―

テイエス テック ユーエスエー 
コーポレーション

アメリカ 
オハイオ州

千米ドル
15,000

四輪事業
100.0

(100.0)
― 出向 3名 ―

当社からの技
術支援・部品
仕入・設備購
入、当社への
製品販売

―

テイエス テック ノース 
アメリカ インコーポレーテッド

アメリカ 
オハイオ州

千米ドル
3,000

四輪事業
100.0

(100.0)
―

兼任 2名
出向11名

―

当社からの技
術支援・部品
仕入、当社へ
の製品販売

―

テイエス テック アラバマ  
リミテッド ライアビリティー  
カンパニー

アメリカ 
アラバマ州

千米ドル
10,000

四輪事業
100.0

(100.0)
― 出向 2名 ―

当社からの技
術支援・部品
仕入・設備購
入、当社への
製品販売

―

トライモールド リミテッド  
ライアビリティー カンパニー

アメリカ 
オハイオ州

千米ドル
3,000

四輪事業
100.0

(100.0)
― 出向 1名 ― ― ―

テイエス テック インディアナ  
リミテッド ライアビリティー  
カンパニー

アメリカ 
インディアナ
州

千米ドル
10,000

四輪事業
100.0

(100.0)
― 出向 2名 ―

当社からの技
術支援・部品
仕入

―

テイエス テック カナダ 
インコーポレーテッド

カナダ 
オンタリオ州

千加ドル
6,000

四輪事業
100.0

(100.0)
― 出向 2名 ―

当社からの技
術支援・部品
仕入・設備購
入、当社への
製品販売

―

トライモント  
マニファクチャリング  
インコーポレーテッド

カナダ 
オンタリオ州

千加ドル
2,000

四輪事業
100.0

(100.0)
― 出向 1名 ―

当社からの部
品仕入、当社
への製品販売

―

インダストリアス  
トライ・コン デ メキシコ  
エスエーデーイーシーブイ

メキシコ 
タマウリパス
州

千米ドル
1

四輪事業
100.0

(100.0)
― 出向 2名 ―

当社からの部
品仕入、当社
への製品販売

―

広州提愛思汽車内飾系統有限公司
中国 
広東省

千米ドル
3,860

四輪事業 52.0 ―
兼任 1名 
出向 2名

―
当社からの技
術支援・設備
購入

―

広州徳愛康紡績内飾製品有限公司
中国 
広東省

千米ドル
3,300

四輪事業 52.0 ―
兼任 1名 
出向 2名

― ― ―

寧波保税区提愛思泉盟汽車内飾 
有限公司

中国 
浙江省

千米ドル
5,000

四輪事業
100.0
(40.0)

―
兼任 2名 
出向 2名

―
当社からの部
品仕入

―

－11－

テイ・エス　テック（株）（7313）平成22年３月期決算短信



  

 
（注）１ 主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しています。 

 ２ 議決権の所有（被所有）割合の（内書）は間接所有割合です。 

 ３ 特定子会社は、テイエス テック ホールディング カンパニー、テイエス テック（タイランド）カンパニー 

リミテッド、テイエス テック ユーケー リミテッド、広州提愛思汽車内飾系統有限公司、ピーティーテイ

エス テック インドネシア、テイエス テック ド ブラジル リミターダ、寧波保税区提愛思泉盟汽車内飾有

限公司、寧波出口加工区提愛思泉盟汽車内飾有限公司、武漢提愛思全興汽車零部件有限公司、テイエス テ

ック サン（インディア）リミテッド及びテイエス テック サン ラジャスタン プライベート リミテッドで

す。 

４ 本田技研工業（株）は、有価証券報告書の提出会社です。 

５ テイエス テック ホールディング カンパニー及び広州提愛思汽車内飾系統有限公司については、売上高

（連結会社間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えています。 
  

 テイエス テック ホールディング カンパニー    広州提愛思汽車内飾系統有限公司 

   売上高       117,893百万円         売上高        43,924百万円  

   経常利益         77            経常利益        4,285  

   当期純利益           96            当期純利益        3,110  

   純資産額       14,533            純資産額        9,086  

   総資産額       39,682            総資産額       25,135 

名称 住所
資本金又は
出資金

主要な事業
の内容

議決権の所有
(被所有)割合

関係内容

所有割合
(％)

被所有
割合 
(％)

役員の 
兼任等

資金 
援助

営業上
の取引

設備
の賃
貸借

寧波出口加工区提愛思泉盟汽車内飾
有限公司

中国 
浙江省

千米ドル
5,000

四輪事業
100.0
(40.0)

―
兼任 2名 
出向 2名

―

当社からの技
術支援・部品
仕入・設備購
入、当社への
製品販売

―

武漢提愛思全興汽車零部件有限公司
中国 
湖北省

千米ドル
9,000

四輪事業 60.0 ―
兼任 1名 
出向 2名

―
当社からの技
術支援・設備
購入

―

テイエス テック(ホンコン) 
カンパニー リミテッド

中国 
香港

千HKドル
600

四輪事業
100.0
(1.0)

―
兼任 1名 
出向 2名

―
当社からの製
品仕入、当社
への製品販売

―

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

フィリピン 
ラグナ州

千比ペソ
125,000

四輪事業 100.0 ―
兼任 2名 
出向 3名

―

当社からの技
術支援・部品
仕入、当社へ
の製品販売

―

ピーティー テイエス テック 
インドネシア

インドネシア 
西ジャワ州

千米ドル
7,000

四輪事業 90.0 ― 出向 4名 ―

当社からの技
術支援・部品
仕入・設備購
入、当社への
製品販売

―

テイエス テック(タイランド) 
カンパニー リミテッド

タイ 
アユタヤ県

千バーツ
150,000

四輪事業 64.5 ― 出向 3名 ―

当社からの技
術支援・部品
仕入、当社へ
の製品販売

―

テイエス テック サン(インディア)
リミテッド

インド 
ウッタル・プ
ラデーシュ州

千印ルピー
154,800

二輪事業
四輪事業

74.0
(0.0)

―
兼任 1名 
出向 2名

―
当社からの技
術支援、当社
への製品販売

―

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

インド 
ラジャスタン
州

千印ルピー
250,000

四輪事業
85.0

(25.0)
―

兼任 1名 
出向 2名

― ― ―

テイエス テック ユーケー  
リミテッド

イギリス 
ウィルシャー
州

千英ポンド
12,000

四輪事業 100.0 ―
兼任 1名 
出向 1名

―

当社からの技
術支援・部品
仕入・設備購
入、当社への
製品販売

―

テイエス テック ド ブラジル  
リミターダ

ブラジル 
サンパウロ州

千レアル
8,570

四輪事業
82.5

(11.1)
― 出向 2名 ―

当社からの技
術支援

―

(持分法適用関連会社)  
当社からの技
術支援広州広愛興汽車零部件有限公司

中国 
広東省

千米ドル
5,000

四輪事業 36.0 ―
兼任 1名 
出向 1名

― ―

ラグナ テイエス ランド 
インコーポレーテッド

フィリピン 
ラグナ州

千比ペソ
2,700

その他事業
40.0

(40.0)
― 出向 2名 ― ― ―

(その他の関係会社)  
当社からの部
品仕入、当社
への部品販売

 
本田技研工業㈱ 
 

東京都 
港区

百万円
86,067

自動車の
製造販売

0.2 22.6 ― ― ―
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当グループは「人材重視」「喜ばれる企業」を経営理念としています。 

「人材重視」とは「人こそ企業成長の決め手」と考え、働く者全てが「夢」と「情熱」を持って活き

活き働くことができる企業でありたいという理念であり、「喜ばれる企業」とは「快適さや感動を与え

られる製品」を世界に送り出し、世界の自動車内装品サプライヤーとして自立し、社会と融合して全て

のステークホルダーから喜ばれ、存在を期待される企業でありたいという理念です。 

この経営理念に基づき、「わたしたちは 常に モノづくりに夢を求めて 無限の可能性に 挑戦し 快

適で良質な商品を 競争力のある価格で 世界のお客様に 提供する」という社是を実践し、企業価値の

向上に努めていきます。 

  

当社は、連結での企業活動の成果を重視しており、連結売上高経常利益率を経営目標に掲げていま

す。  

 具体的には、連結売上高経常利益率6.0％以上を達成することを目指しています。 

  

当グループは、平成20年度より３ヵ年にわたる第10次中期経営計画（平成21年３月期～平成23年３月

期）を策定しております。 

本計画は、第９次中期経営計画における経営課題を整理したうえで将来を見据え策定したものであ

り、「Good Quality Companyを実現する」を定性目標に、「世界TOP品質の実現」「安全・環境・魅力

商品技術の進化」「グローバルマネージメントの強化」「テイ・エス テック コーポレート・ガバナン

ス（以下、「ＴＳＣＧ」）の進化」の４つの重点施策から成り立っています。 

第10次中期は、真のグローバル企業としての更なる成長に向けた企業基盤づくりと、新たな進化への

仕込みの中期と位置づけ、本計画を完遂することで「テイ・エス テックのモノ造りの形」を確かなも

のとし、企業活動のすべての領域で質が高く、存在を期待される企業「Good Quality Company」の実現

を目指してまいります。 

〔４つの重点施策〕  

①世界TOP品質の実現  

 製造品質、円滑な新機種の量産立上げ等をグローバルベースで更に追求し、各種品質指標の高位定

着・市場品質の向上に努めてまいります。  

②安全・環境・魅力商品技術の進化  

 頚部障害の軽減機構をはじめとする安全技術や、車の燃費向上に寄与する軽量化などの環境技術、ユ

ーザーニーズに応える魅力的な商品を創出する魅力商品技術の開発を一層強化し、他社が追従できない

当社独自の先進技術の確立に努めてまいります。  

③グローバルマネジメントの強化  

 世界各地域の管理機能の強化により、グローバルレベルでのコスト競争力の強化や、北米事業の収益

力向上を図り、連結収益力の更なる拡大に努めてまいります。  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略
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④ＴＳＣＧの進化  

 コーポレート・ガバナンス、コンプライアンス、リスクマネジメント、企業倫理の４領域の管理強化

施策であるＴＳＣＧのグローバル展開、人材育成システムの構築、環境経営の強化に取組み、ＣＳＲ先

進企業を目指してまいります。 

  

自動車市場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、中期的な動向としましては、新

興国市場の台頭による低価格車需要の高まりや、ユーザーの環境・小型車志向の高まりなどが予測され

ており、これらへの対応が業界における当面の課題となっております。 

第10次中期 終年度を迎えた当グループとしましては、経営計画における４つの重点施策の完遂を目

指すとともに、市場回復後の新たな世界市場の構造を中期的な視点で見据え、新興国向けエントリーカ

ーに対応するための部品調達体制の強化に努めてまいります。 

また、燃費向上のための製品の軽量化、企業の社会的責任である環境保全に貢献するための環境技

術、並びに当グループの使命とも言える乗員の身体を守る安全技術の進化に引続き取組むとともに、こ

れらの技術の高いレベルでの融合にも、グループを挙げて取組んでまいります。 

  

該当する事項はありません。 

  

(4) 会社の対処すべき課題

(5) その他、会社の経営上重要な事項
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4.【連結財務諸表】 
(1)【連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 20,273 21,201

受取手形及び売掛金 43,162 58,830

商品及び製品 2,181 2,878

仕掛品 1,478 1,369

原材料及び貯蔵品 13,238 15,847

未収還付法人税等 2,102 1,801

繰延税金資産 1,864 2,605

その他 4,778 3,816

貸倒引当金 △232 △61

流動資産合計 88,847 108,289

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※2  17,131 ※2  18,447

機械装置及び運搬具（純額） 16,732 14,679

工具、器具及び備品（純額） 6,851 5,649

土地 ※2  8,166 ※2  8,139

リース資産（純額） 388 660

建設仮勘定 2,305 1,499

有形固定資産合計 ※3  51,575 ※3  49,076

無形固定資産 1,667 1,572

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  9,697 ※1  13,343

関係会社出資金 1,098 1,207

長期貸付金 818 1,006

繰延税金資産 472 605

その他 3,417 3,472

貸倒引当金 △195 △303

投資その他の資産合計 15,309 19,333

固定資産合計 68,552 69,982

資産合計 157,399 178,272
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 32,826 42,076

短期借入金 11,306 6,315

1年内返済予定の長期借入金 ※2  211 ※2  185

リース債務 197 491

未払法人税等 779 872

賞与引当金 1,424 1,511

役員賞与引当金 88 82

繰延税金負債 19 73

その他 8,279 8,476

流動負債合計 55,133 60,085

固定負債   

長期借入金 ※2  729 2,870

リース債務 196 190

繰延税金負債 3,035 5,532

役員退職慰労引当金 91 79

退職給付引当金 230 326

その他 3,774 3,699

固定負債合計 8,057 12,697

負債合計 63,191 72,782

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 81,384 86,229

自己株式 △2 △3

株主資本合計 91,245 96,089

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,578 6,844

為替換算調整勘定 △11,179 △8,827

評価・換算差額等合計 △6,600 △1,983

少数株主持分 9,563 11,382

純資産合計 94,207 105,489

負債純資産合計 157,399 178,272
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 404,761 317,990

売上原価 ※1  364,791 ※1  287,971

売上総利益 39,969 30,018

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 4,898 3,022

役員報酬 586 608

給料及び手当 8,754 8,306

減価償却費 1,081 1,111

研究開発費 739 993

その他 7,814 6,377

販売費及び一般管理費合計 ※1  23,875 ※1  20,419

営業利益 16,093 9,598

営業外収益   

受取利息 634 394

受取配当金 379 228

受取地代家賃 193 303

為替差益 － 226

持分法による投資利益 567 573

その他 404 327

営業外収益合計 2,179 2,055

営業外費用   

支払利息 369 206

減価償却費 49 0

為替差損 2,827 －

その他 64 11

営業外費用合計 3,310 217

経常利益 14,962 11,436

特別利益   

固定資産売却益 ※2  128 ※2  208

投資有価証券売却益 － 63

受取補償金 495 161

その他 8 24

特別利益合計 633 458

特別損失   

固定資産売却損 ※3  27 ※3  41

固定資産除却損 ※4  832 ※4  119

関係会社株式評価損 － 101

減損損失 － ※5  90

その他 8 9

特別損失合計 868 363

－17－

テイ・エス　テック（株）（7313）平成22年３月期決算短信



(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

税金等調整前当期純利益 14,727 11,531

法人税、住民税及び事業税 4,201 3,839

法人税等還付税額 － △2,232

過年度法人税等 － 925

法人税等調整額 1,908 △881

法人税等合計 6,110 1,650

少数株主利益 3,875 3,552

当期純利益 4,741 6,328
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 4,700 4,700

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,700 4,700

資本剰余金   

前期末残高 5,163 5,163

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,163 5,163

利益剰余金   

前期末残高 79,334 81,384

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △1,037 －

当期変動額   

剰余金の配当 △1,495 △1,359

従業員奨励福利基金等 △71 △123

連結範囲の変動 △85 －

当期純利益 4,741 6,328

当期変動額合計 3,088 4,844

当期末残高 81,384 86,229

自己株式   

前期末残高 △2 △2

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △2 △3

株主資本合計   

前期末残高 89,194 91,245

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △1,037 －

当期変動額   

剰余金の配当 △1,495 △1,359

従業員奨励福利基金等 △71 △123

連結範囲の変動 △85  

当期純利益 4,741 6,328

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 3,088 4,844

当期末残高 91,245 96,089
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 6,130 4,578

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,551 2,265

当期変動額合計 △1,551 2,265

当期末残高 4,578 6,844

為替換算調整勘定   

前期末残高 △1,855 △11,179

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △9,323 2,351

当期変動額合計 △9,323 2,351

当期末残高 △11,179 △8,827

評価・換算差額等合計   

前期末残高 4,274 △6,600

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,874 4,617

当期変動額合計 △10,874 4,617

当期末残高 △6,600 △1,983

少数株主持分   

前期末残高 10,824 9,563

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,261 1,819

当期変動額合計 △1,261 1,819

当期末残高 9,563 11,382

純資産合計   

前期末残高 104,293 94,207

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △1,037 －

当期変動額   

剰余金の配当 △1,495 △1,359

従業員奨励福利基金等 △71 △123

連結範囲の変動 △85 －

当期純利益 4,741 6,328

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △12,136 6,437

当期変動額合計 △9,048 11,281

当期末残高 94,207 105,489
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 14,727 11,531

減価償却費 10,067 11,038

減損損失 － 90

のれん償却額 14 2

負ののれん償却額 △16 △55

貸倒引当金の増減額（△は減少） 139 △77

賞与引当金の増減額（△は減少） △100 86

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △32 △5

退職給付引当金の増減額（△は減少） △426 74

受取利息及び受取配当金 △1,014 △623

支払利息 369 206

持分法による投資損益（△は益） △567 △573

為替差損益（△は益） 1,240 △397

有形固定資産売却損益（△は益） △101 △166

有形固定資産除却損 832 119

関係会社株式評価損 － 101

投資有価証券売却損益（△は益） 0 △61

受取補償金 △495 △161

売上債権の増減額（△は増加） 13,107 △15,029

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,348 △2,924

仕入債務の増減額（△は減少） △15,843 10,883

その他 △1,713 2,378

小計 24,536 16,436

利息及び配当金の受取額 1,524 1,090

利息の支払額 △378 △209

法人税等の支払額 △6,830 △2,295

補償金の受取額 － 657

営業活動によるキャッシュ・フロー 18,851 15,679

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 △578 △7,329

定期預金の払戻による収入 － 3,179

有形固定資産の取得による支出 △12,741 △8,042

有形固定資産の売却による収入 217 383

投資有価証券の取得による支出 △45 △28

投資有価証券の売却による収入 0 127

子会社株式の取得による支出 △10 －

連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得によ
る支出

△322 －

貸付けによる支出 △207 △566

貸付金の回収による収入 203 255

その他 △1,319 △255

投資活動によるキャッシュ・フロー △14,804 △12,277
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

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） 2,523 △6,646

長期借入れによる収入 － 2,434

長期借入金の返済による支出 － △211

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △198 △436

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △1,495 △1,359

少数株主への配当金の支払額 △1,681 △1,455

少数株主からの払込みによる収入 30 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △822 △7,676

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,749 921

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,524 △3,353

現金及び現金同等物の期首残高 22,147 19,547

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △74 －

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  19,547 ※1  16,194
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該当事項はありません。 

  

  

(5)【継続企業の前提に関する注記】

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社数   28社

１ 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社数   28社

(2) 連結子会社名

連結子会社名は、「２．企業集団の状況 関係会

社の状況」に記載しているため省略しています。

なお、当連結会計年度において新たに設立したテ

イエス テック サン ラジャスタン プライベート 

リミテッド及び当連結会計年度において新たに子

会社となった総和産業㈱については、当連結会計

年度より連結の範囲に含めることとしました。 

また、前連結会計年度において事業譲渡を行った

㈱ホンダプリモ テイ・エス及び当連結会計年度

においてテイエス テック トリム フィリピンズ 

インコーポレーテッドに吸収合併されたテイエス 

テック フィリピンズ インコーポレーテッドにつ

いては、当連結会計年度末をもって連結の範囲よ

り除外することとしました。

(2) 連結子会社名

連結子会社名は、「２．企業集団の状況 関係会

社の状況」に記載しているため省略しています。

(3) 非連結子会社名 ㈱テイエス・コーポレーション

㈲テイ・エス保険サービス 

天津提愛思塑料製品有限公司 

重慶提愛思塑料製品有限公司 

㈱ホンダプリモ テイ・エス 

㈱ソーワ・テクノ

(3) 非連結子会社名 

同左

(4) 非連結子会社とした６社は、小規模であり、重要

性がないので連結の範囲から除外しています。

(4)         同左

２ 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用関連会社数

２社

２ 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用関連会社数

同左

(2) 持分法適用関連会社名

ラグナ テイエス ランド イン

コーポレーテッド

広州広愛興汽車零部件有限公司

(2) 持分法適用関連会社名

同左

 

(3) 持分法を適用しない非連結子会社名及び関連会社

名

㈱テイエス・コーポレーション

㈲テイ・エス保険サービス

天津提愛思塑料製品有限公司

重慶提愛思塑料製品有限公司

テイエス・パピーホンダ㈱

槇忠化成㈱

㈱テック東栄

㈱ホンダプリモ テイ・エス

㈱ソーワ・テクノ

(3) 持分法を適用しない非連結子会社名及び関連会社

名

同左

(4) 持分法を適用しない９社については、おのおの連

結当期純損益及び連結利益剰余金等に及ぼす影響

が軽微であり、かつ、全体としても重要性がない

ため持分法を適用していません。

(4)         同左
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前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、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、テイエス テ

ック ユーケー リミテッド、テイエス テック(タ

イランド)カンパニー リミテッド、広州提愛思汽

車内飾系統有限公司、テイエス テック(ホンコ

ン)カンパニー リミテッド、ピーティー テイエ

ス テック インドネシア、テイエス テック ド 

ブラジル リミターダ、広州徳愛康紡績内飾製品

有限公司、寧波保税区提愛思泉盟汽車内飾有限公

司、寧波出口加工区提愛思泉盟汽車内飾有限公司

及び武漢提愛思全興汽車零部件有限公司の決算日

は12月31日です。連結財務諸表の作成にあたって

は、同日現在の財務諸表を使用しています。な

お、連結決算日との間に生じた重要な取引につい

ては、連結上必要な調整を行っています。

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

同左

４ 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ 有価証券

子会社株式及び関連会社株式

時価のないもの

…移動平均法による原価法

４ 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ 有価証券

子会社株式及び関連会社株式

時価のないもの

同左

その他有価証券

時価のあるもの

…決算末日の市場価格等に基づく時価法(評

価差額は、全部純資産直入法により処理

し、売却原価は、移動平均法により算定)

その他有価証券

時価のあるもの

 同左 

時価のないもの

…移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

ロ たな卸資産

通常の販売目的で保有するたな卸資産
評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切
下げの方法）によっています。
原材料・仕掛品・製品

……先入先出法による原価法 
ただし、一部については個別法による
原価法

貯蔵品
…… 終仕入原価法による原価法

（会計方針の変更） 

当連結会計年度より、「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）を適用しています。 

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。

ロ たな卸資産

通常の販売目的で保有するたな卸資産
評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切
下げの方法）によっています。
原材料・仕掛品・製品

……先入先出法による原価法 
ただし、一部については個別法による
原価法

貯蔵品
…… 終仕入原価法による原価法
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前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産（リース資産を除く）

当社及び国内連結子会社は定率法、在外連結子

会社は見積耐用年数に基づく定額法を採用して

います。

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物

(建物附属設備は除く)については、定額法を採

用しています。

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物及び構築物 ２～50年

機械装置及び運搬具 ２～20年

工具、器具及び備品 ２～20年
 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産（リース資産を除く）

当社及び国内連結子会社は定率法、在外連結子

会社は見積耐用年数に基づく定額法を採用して

います。

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物

(建物附属設備は除く)については、定額法を採

用しています。

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物及び構築物 ２～50年

機械装置及び運搬具 ２～20年

工具、器具及び備品 ２～20年

（追加情報） 

有形固定資産の耐用年数の変更 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正を契

機として見直しを行った結果、既存資産を含めた

機械装置について、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。

ロ 無形固定資産（リース資産を除く）

当社及び国内連結子会社は定額法(３～20年)、

在外連結子会社は、見積耐用年数に基づく定額

法を採用しています。

ロ 無形固定資産（リース資産を除く）

同左

  ハ リース資産 
   所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る 
   リース資産 
    リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と  
    する定額法を採用しています。 
    なお、所有権移転外ファイナンス・リース取 
    引のうち、リース取引開始日が平成20年３月 
    31日以前の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によっ 
    ています。

 ハ リース資産
   所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る 
   リース資産 
      同左
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前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(3) 重要な引当金の計上基準

イ 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性を検

討し、回収不能見込額を計上しています。

(3) 重要な引当金の計上基準

イ 貸倒引当金

同左

ロ 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額

に基づき計上しています。

なお、在外連結子会社は賞与引当金の計上はし

ていません。

ロ 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額

に基づき計上しています。

ハ 役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与の支出に充てるた

め、当連結会計年度における支給見込額に基づ

き、計上しています。

ハ 役員賞与引当金 

  同左

ニ 役員退職慰労引当金

国内連結子会社は、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％を計上しています。

（追加情報） 

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、当連結会計年度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。

ニ 役員退職慰労引当金

国内連結子会社は、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％を計上しています。

ホ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年

度末における退職給付債務及び年金資産の見込

額に基づき当連結会計年度末において発生して

いると認められる額を計上しています。

過去勤務債務については、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数(17年)に

よる按分額を費用処理することとしています。

数理計算上の差異については、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(17

年)による按分額をそれぞれ発生の翌連結会計

年度より費用処理しています。

在外連結子会社の一部は、確定拠出型年金制度

等を採用しています。

ただし、当社においては、会計上の退職給付費

用を超えて財政計算による掛金を拠出した結

果、超過額が発生したため、当該金額を前払年

金費用として投資その他の資産の「その他」に

計上しています。

ホ 退職給付引当金

同左

－26－

テイ・エス　テック（株）（7313）平成22年３月期決算短信



 

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(4) 重要なヘッジ会計の方法

(イ)ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっています。また、為替予

約が付されている外貨建金銭債権債務について

は振当処理を行っています。

(4) 重要なヘッジ会計の方法

(イ)ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっています。なお、為替予

約について振当処理の要件を満たしているもの

は振当処理を、金利スワップについて特例処理

の要件を満たしているものは特例処理を採用し

ています。

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

デリバティブ取引(為替予約取引等)

ヘッジ対象

為替変動等による損失の可能性があり、相場

変動等が評価に反映されていないもの及びキ

ャッシュ・フローが固定され、その変動が回

避されるもの。

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

為替予約、金利スワップ等

ヘッジ対象

外貨建金銭債権債務、借入金利息

(ハ)ヘッジ方針

為替リスクを回避する目的で、金銭債権債務の

回収及び支払の一部についてキャッシュ・フロ

ーを固定化しています。

(ハ)ヘッジ方針

為替リスクを回避する目的で、金銭債権債務の

回収及び支払の一部についてキャッシュ・フロ

ーを固定化しています。また、借入金の金利変

動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を

行っています。

(ニ)ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計と

ヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計を

比較し、両方の変動額を基礎に判定していま

す。

(ニ)ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計と

ヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計を

比較し、両方の変動額を基礎に判定していま

す。ただし、特例処理によっている金利スワッ

プについては、有効性の評価を省略していま

す。

(5) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を

採用しています。

(5) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

同左

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価

評価法によっています。

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

同左

６ のれん及び負ののれんの償却に関する事項

のれん及び負ののれんは５年間で均等償却していま

す。

６ のれん及び負ののれんの償却に関する事項

    同左

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に

満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか

負わない短期的な投資としています。

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左
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(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

（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）を当連結会

計年度から適用し、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、当連

結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前

当期純利益はそれぞれ129百万円増加し、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。   

       

（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 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 改正平成19年３月30日 企業会計基準

適用指針第16号）を当連結会計年度から適用し、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、残存価額を零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388百万円計上されていま

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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【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

（連結貸借対照表） ──────────

 財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成20

年８月７日内閣府令第50号）が適用となることに伴

い、前連結会計年度において、「たな卸資産」として

掲記されたものは、当連結会計年度から「商品及び製

品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記して

います。なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含

まれる「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵

品」は、それぞれ2,261百万円、2,127百万円、19,101

百万円です。

（連結損益計算書）

 前連結会計年度において、販売費及び一般管理費の区

分掲記しておりました「役員退職慰労引当金繰入額」

は、当連結会計年度において、金額的重要性が乏しく

なったため「その他」に含めています。なお、当連結

会計年度の「その他」に含まれている「役員退職慰労

引当金繰入額」は９百万円です。

(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(平成22年３月31日)

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりです。

投資有価証券 263百万円

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりです。

投資有価証券 162百万円

※２ 担保に供している資産 ※２ 担保に供している資産

 

建物 35百万円

土地 89百万円

 計 124百万円

      上記物件は、１年内返済予定の長期借入金34百万

   円、長期借入金15百万円の担保に供しています。

 

建物 33百万円

土地 89百万円

計 122百万円

      上記物件は、１年内返済予定の長期借入金15百万 

   円の担保に供しています。

※３ 有形固定資産から直接控除した減価償却累計額

は、75,262百万円です。

※３ 有形固定資産から直接控除した減価償却累計額

は、82,939百万円です。

 

 ４ 保証債務

被保証者
保証金額
(百万円)

被保証債務の内容

天津提愛思塑料製
品有限公司

40 金融機関からの借入金

従業員 315

テ イ・エ ス  テ ッ ク
「社員住宅ローン」制
度による金融機関から
の借入金

 ４ 保証債務

被保証者
保証金額
(百万円)

被保証債務の内容

天津提愛思塑料製
品有限公司

40 金融機関からの借入金

従業員 271

テ イ・エ ス  テ ッ ク
「社員住宅ローン」制
度による金融機関から
の借入金

 
 ５ 受取手形裏書譲渡高 58百万円

 
 ５ 受取手形裏書譲渡高 40百万円
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

※１ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開
 発費は、10,874百万円です。

※１ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開
 発費は、9,617百万円です。

 

※２ 固定資産売却益の内容は、次のとおりです。
(百万円)

機械装置及び運搬具 56
工具、器具及び備品 
土地

0
71

計 128

※２ 固定資産売却益の内容は、次のとおりです。
(百万円)

建物及び構築物
機械装置及び運搬具

0
27

工具、器具及び備品
土地

0
180

計 208

※３ 固定資産売却損の内容は、次のとおりです。
(百万円)

建物及び構築物 0

機械装置及び運搬具 23

工具、器具及び備品 2

計 27

※３ 固定資産売却損の内容は、次のとおりです。
(百万円)

建物及び構築物 21

機械装置及び運搬具 19

工具、器具及び備品 0

計 41

※４ 固定資産除却損の内容は、次のとおりです。
(百万円)

建物及び構築物 78

機械装置及び運搬具 155

工具、器具及び備品 68

無形固定資産 529

計 832

※４ 固定資産除却損の内容は、次のとおりです。
(百万円)

建物及び構築物 23

機械装置及び運搬具 67

工具、器具及び備品 23

無形固定資産 5

計 119

※５ 固定資産減損損失
  当グループは以下の資産グループについ 

   て減損損失を計上しました。

場所 用途 種類

タイ アユタヤ県 事業用資産
機械装置・工
具、器具

カナダ オンタリオ
州 遊休資産 機械装置
アメリカ オハイオ
州 事業用資産 構築物

遊休資産 機械装置
当グループは、製品カテゴリーを資産グルーピン
グの基礎とし、資産を事業用資産、共用資産及び
遊休資産にグルーピングしています。タイ アユ
タヤ県、カナダ オンタリオ州及びアメリカ オ
ハイオ州の事業用資産及び遊休資産について、今
後使用見込みがなく、売却が困難である為、帳簿
価額の全額を減額し、当該減少額を固定資産減損
損失として、それぞれ３百万円、10百万円、76百
万円を特別損失に計上しています。
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前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 
  

   
(変動事由の概要) 
 平成20年４月１日付株式分割（１株を２株に分割）による増加    34,000,000株 

  

２ 自己株式に関する事項 
  

   
(変動事由の概要) 
増加数の主な内訳は、次のとおりです。 
 平成20年４月１日付株式分割（１株を２株に分割）による増加    561株 
 単元未満株式の買取りによる増加    232株 

  

３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 
  

 
  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 34,000,000 34,000,000 ― 68,000,000

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 561 793 ― 1,354

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月24日 
定時株主総会

普通株式 747 22 平成20年３月31日 平成20年６月25日

平成20年10月31日 
取締役会

普通株式 747 11 平成20年９月30日 平成20年12月１日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年６月23日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 747 11 平成21年３月31日 平成21年６月24日
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当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 
  

   
  

２ 自己株式に関する事項 
  

   
(変動事由の概要) 
増加数の主な内訳は、次のとおりです。 
 単元未満株式の買取りによる増加      172株 

  

３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 
  

 
  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

  

  

 
  

  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 68,000,000 ― ― 68,000,000

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 1,354 172 ― 1,526

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成21年６月23日 
定時株主総会

普通株式 747 11 平成21年３月31日 平成21年６月24日

平成21年10月30日 
取締役会

普通株式 611 ９ 平成21年９月30日 平成21年11月30日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年６月22日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 747 11 平成22年３月31日 平成22年６月23日

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係
(百万円)

現金及び預金勘定 20,273

    計 20,273

預入期間が３か月を超える定期預金 △721

その他 △4

現金及び現金同等物 19,547
 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係
(百万円)

現金及び預金勘定 21,201

   計 21,201

預入期間が３か月を超える定期預金 △4,994

その他 △12

現金及び現金同等物 16,194
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前連結会計年度(自平成20年４月１日 至平成21年３月31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樹脂部品等

の製造を行っています。 

全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額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。 
  

当連結会計年度(自平成21年４月１日 至平成22年３月31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樹脂部品等

の製造を行っています。 

全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額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。 

  

  

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31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(3,748百万円)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 資産のうち、「消去又は全社」の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社と連結子会社が保有している

長期投資資金(投資有価証券9,697百万円)です。 

また、親会社が保有する連結子会社株式及び連結子会社出資金12,859百万円は、「消去又は全社」の項目で

消去しています。 

５ 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、当連結会計年度より、「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87百万円少なく、営業利益は87百万円多く、「その他の地域」について、営業費用が42百万

円少なく、営業利益は42百万円多く計上されています。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

２ 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)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

121,782 137,166 64,853 80,958 404,761 ─ 404,761

(2) セグメント間の内部
売上高及び振替高

22,674 10 3,124 137 25,947 (25,947) ─

計 144,457 137,177 67,978 81,095 430,708 (25,947) 404,761

営業費用 143,876 138,599 60,087 69,223 411,787 (23,120) 388,667

営業利益又は営業損失
（△）

580 △1,422 7,890 11,871 18,920 (2,826) 16,093

Ⅱ 資産 73,032 36,454 30,302 25,506 165,295 (7,895) 157,399
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当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31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(3,363百万円)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 資産のうち、「消去又は全社」の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社と連結子会社が保有している

長期投資資金(投資有価証券13,343百万円)です。 

また、親会社が保有する連結子会社株式及び連結子会社出資金12,859百万円は、「消去又は全社」の項目で

消去しています。 

  

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)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

87,541 117,890 65,950 46,607 317,990 ─ 317,990

(2) セグメント間の内部
売上高及び振替高

22,666 3 1,046 12 23,728 (23,728) ─

計 110,207 117,893 66,997 46,620 341,718 (23,728) 317,990

営業費用 109,565 118,252 58,206 43,240 329,264 (20,873) 308,391

営業利益又は営業損失
（△）

641 △358 8,791 3,379 12,453 (2,855) 9,598

Ⅱ 資産 78,294 39,481 38,564 30,449 186,789 (8,517) 178,272
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前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31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。 

  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31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。 

  

３ 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) 137,251 65,260 81,225 283,736

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 404,761

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

33.9 16.1 20.1 70.1

北米 中国 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 117,938 66,562 46,856 231,356

Ⅱ 連結売上高(百万円) ─ ─ ─ 317,990

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

37.1 20.9 14.8 72.8
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(リース取引関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１ ファイナンス・リース取引
 所有権移転外ファイナンス・リース取引

１ ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引

 (１)リース資産の内容
  有形固定資産

主として、親会社及び連結子会社におけるシー

ト・内装金型（工具、器具及び備品）です。
 (２)リース資産の減価償却の方法

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項の「４ 会計処理基準に関する事項 (２)重

要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載の

とおりです。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリ

ース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっており、その内容は次のとおり

です。

 (１)リース資産の内容
 有形固定資産

  同左 

   
(２)リース資産の減価償却の方法

    同左 

  

 

 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリ

ース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっており、その内容は次のとおり

です。

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額

 

機械装置 
及び運搬具 
(百万円)

工具、器具
及び備品 
(百万円)

合計
  

(百万円)

取得価額 
相当額

442 896 1,338

減価償却 
累計額相当額

270 574 844

期末残高 
相当額

171 322 493

  

機械装置
及び運搬具
(百万円)

工具、器具
及び備品 
(百万円)

合計
  

(百万円)

取得価額
相当額

338 166 505

減価償却
累計額相当額

236 130 366

期末残高
相当額

101 36 138

② 未経過リース料期末残高相当額
(百万円)

１年以内 388

１年超 133

合計 522

② 未経過リース料期末残高相当額
(百万円)

１年以内 75

１年超 70

合計 146

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額
(百万円)

支払リース料 606

減価償却費相当額 578

支払利息相当額 25

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額
(百万円)

支払リース料 326

減価償却費相当額 307

支払利息相当額 9

④ 減価償却費相当額の算定方法

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっています。

④ 減価償却費相当額の算定方法 

    同左

⑤ 利息相当額の算定方法

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっています。

⑤ 利息相当額の算定方法 

    同左

 

２ オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能の

ものに係る未経過リース料
(百万円)

１年以内 419

１年超 1,527

合計 1,947
 

２ オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能の

ものに係る未経過リース料
(百万円)

１年以内 512

１年超 1,572

合計 2,085
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前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

  （追加情報） 

   当連結会計年度から平成18年11月17日公表の「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会 

  計基準第11号）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針 

  第13号）を適用しています。 

   この結果、従来の開示対象範囲に加えて、連結子会社と関連当事者との取引が開示対象に追加 

  されています。  
  

１ 関連当事者との取引 

(１) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引 

(イ) 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等 

 
取引条件及び取引条件の決定方針等 

製品の販売については、個別に見積書を提出し価格交渉の上、決定しています。 

 部品材料の購入については、提示された価格をもとに交渉の上、決定しています。 

(注) 取引金額には消費税等は含まず、期末残高には消費税等は含んでいます。 

  

(ロ) 連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の 

       関係会社の子会社等 

 
取引条件及び取引条件の決定方針等 

製品の販売については、個別に見積書を提出し価格交渉の上、決定しています。 

(注) 取引金額には消費税等は含まず、期末残高には消費税等は含んでいます。 
  

(関連当事者情報)

種類
会社等 

の名称又は
氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有 

(被所有)割合
(％)

関連当事
者と 
の関係

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

その他
の関係
会 社
( 当 該
その他
の関係
会社の
親会社
含む)

本田技研 
工業㈱

東京都 
港区

86,067
自動車の
製造販売

0.2
(直接 22.6)

当社製品
の納入先

当社製品の
販売

86,042 売掛金 6,552

部品材料の
購入

19,896 買掛金 226

種類
会社等 

の名称又は
氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有 

(被所有)割合
(％)

関連当事
者との関

係
取引の内容

取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

その他
の関係
会社の
子会社

㈱ホンダト
レーディン
グ

東京都 
千 代 田
区

1,600

内外資材
(非鉄金
属、鋼板
等)の輸出
入取引

―
当社製品
の納入先

当社製品の
販売

8,053 売掛金 1,373
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(２) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引 

連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の 

  関係会社の子会社等 

①テイエス テック ユーエスエー コーポレーション 

 
取引条件及び取引条件の決定方針等 

製品の販売については、個別に見積書を提出し価格交渉の上、決定しています。 

(注) 取引金額には消費税等は含まず、期末残高には消費税等は含んでいます。 
  

②テイエス テック（タイランド）カンパニー リミテッド 

 
取引条件及び取引条件の決定方針等 

製品の販売については、個別に見積書を提出し価格交渉の上、決定しています。 

(注) 取引金額には消費税等は含まず、期末残高には消費税等は含んでいます。 

  

２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

(1) 親会社情報 

該当する事項はありません。 

  

(2) 重要な関連会社の要約財務情報 

該当する事項はありません。 

種類
会社等 

の名称又は
氏名

所在地
資本金又 
は出資金

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有 

(被所有)割合
(％)

関連当事
者と 
の関係

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

その他
の関係
会社の
子会社

ホンダオブ
アメリカマ
ニュファク
チュアリン
グ・インコ
ーポレーテ
ッド

アメリカ 
オハイオ
州

千米ドル 
578,000

二輪車、四
輪車の製造
販売

―
当社製品
の納入先

当社製品の
販売

49,169 売掛金 2,231

種類
会社等 

の名称又は
氏名

所在地
資本金又 
は出資金

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有 

(被所有)割合
(％)

関連当事
者との関

係
取引の内容

取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

その他
の関係
会社の
子会社

ホンダオー
トモービル
（タイラン
ド）カンパ
ニー・リミ
テッド

タイ 
アユタヤ
県

千バーツ 
5,460,000

四輪車の製
造販売

―
当社製品
の納入先

当社製品の
販売

15,969 売掛金 2,150
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当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

１ 関連当事者との取引 

(１) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引 

(イ) 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等 

 
取引条件及び取引条件の決定方針等 

製品の販売については、個別に見積書を提出し価格交渉の上、決定しています。 

 部品材料の購入については、提示された価格をもとに交渉の上、決定しています。 

(注) 取引金額には消費税等は含まず、期末残高には消費税等は含んでいます。 

  

(ロ) 連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の 

       関係会社の子会社等 

 
取引条件及び取引条件の決定方針等 

製品の販売については、個別に見積書を提出し価格交渉の上、決定しています。 

(注) 取引金額には消費税等は含まず、期末残高には消費税等は含んでいます。 
  

種類
会社等 

の名称又は
氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有 

(被所有)割合
(％)

関連当事
者と 
の関係

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

その他
の関係
会 社
( 当 該
その他
の関係
会社の
親会社
含む)

本田技研 
工業㈱

東京都 
港区

86,067
自動車の
製造販売

0.2
(直接 22.6)

当社製品
の納入先

当社製品の
販売

57,587 売掛金 8,287

部品材料の
購入

11,142 買掛金 305

種類
会社等 

の名称又は
氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有 

(被所有)割合
(％)

関連当事
者との関

係
取引の内容

取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

その他
の関係
会社の
子会社

㈱ホンダト
レーディン
グ

東京都 
千 代 田
区

1,600

内外資材
(非鉄金
属、鋼板
等)の輸出
入取引

―
当社製品
の納入先

当社製品の
販売

7,540 売掛金 1,987
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(２) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引 

連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の 

  関係会社の子会社等 

①テイエス テック ユーエスエー コーポレーション 

 
取引条件及び取引条件の決定方針等 

製品の販売については、個別に見積書を提出し価格交渉の上、決定しています。 

(注) 取引金額には消費税等は含まず、期末残高には消費税等は含んでいます。 
  

②テイエス テック（タイランド）カンパニー リミテッド 

 
取引条件及び取引条件の決定方針等 

製品の販売については、個別に見積書を提出し価格交渉の上、決定しています。 

(注) 取引金額には消費税等は含まず、期末残高には消費税等は含んでいます。 

  

③テイエス テック アラバマ リミテッド ライアビリティー カンパニー 

 
取引条件及び取引条件の決定方針等 

製品の販売については、個別に見積書を提出し価格交渉の上、決定しています。 

(注) 取引金額には消費税等は含まず、期末残高には消費税等は含んでいます。 

  

２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

(1) 親会社情報 

該当する事項はありません。 

  

(2) 重要な関連会社の要約財務情報 

該当する事項はありません。 

種類
会社等 

の名称又は
氏名

所在地
資本金又 
は出資金

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有 

(被所有)割合
(％)

関連当事
者と 
の関係

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

その他
の関係
会社の
子会社

ホンダオブ
アメリカマ
ニュファク
チュアリン
グ・インコ
ーポレーテ
ッド

アメリカ 
オハイオ
州

千米ドル 
578,000

二輪車、四
輪車の製造
販売

―
当社製品
の納入先

当社製品の
販売

38,532 売掛金 3,981

種類
会社等 

の名称又は
氏名

所在地
資本金又 
は出資金

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有 

(被所有)割合
(％)

関連当事
者との関

係
取引の内容

取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

その他
の関係
会社の
子会社

ホンダオー
トモービル
（タイラン
ド）カンパ
ニー・リミ
テッド

タイ 
アユタヤ
県

千バーツ 
5,460,000

四輪車の製
造販売

―
当社製品
の納入先

当社製品の
販売

10,312 売掛金 2,328

種類
会社等 

の名称又は
氏名

所在地
資本金又 
は出資金

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有 

(被所有)割合
(％)

関連当事
者との関

係
取引の内容

取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

その他
の関係
会社の
子会社

ホンダマニ
ュファクチ
ャリングオ
ブ ア ラ バ
マ・エル・
エル・シー

アメリカ
アラバマ
州

千米ドル 
400,000

四輪車の製
造販売

―
当社製品
の納入先

当社製品の
販売

27,111 売掛金 3,107
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(税効果会計関係)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(平成22年３月31日)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
内訳

(百万円)
(繰延税金資産)

賞与引当金繰入超過額 516

未払費用 441

固定資産等に含まれる未実現利益 57

役員退職慰労引当金超過額 365

退職給付引当金 46

貸倒引当金繰入計上 28

棚卸資産に含まれる未実現利益 39

減価償却超過額 292

固定資産除却損否認 252

研究開発費 585

繰越欠損金 294

その他 622

繰延税金資産小計 3,542

評価性引当額 △180

繰延税金負債との相殺 △1,025

  繰延税金資産合計 2,336

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
内訳

(百万円)
(繰延税金資産)

賞与引当金繰入超過額 533

未払費用 632

固定資産等に含まれる未実現利益 52

役員退職慰労引当金超過額 360

退職給付引当金 146

貸倒引当金繰入計上 129

棚卸資産に含まれる未実現利益 187

減価償却超過額 371

研究開発費 860

繰越欠損金 158

タックスヘイブン課税留保金 194

その他 732

繰延税金資産小計 4,358

評価性引当額 △478

繰延税金負債との相殺 △669

 繰延税金資産合計 3,210

 

(繰延税金負債)

在外子会社の減価償却費 150

その他投資有価証券評価差額金 3,030

前払年金費用 218

未収事業税 92

その他 588

繰延税金負債小計 4,080

繰延税金資産との相殺 △1,025

  繰延税金負債合計 3,055  

(繰延税金負債)

在外子会社の減価償却費 800

その他投資有価証券評価差額金 4,512

前払年金費用 302

その他 659

繰延税金負債小計 6,275

繰延税金資産との相殺 △669

 繰延税金負債合計 5,606

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との差異の原因となった主な項目別の内訳

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下で
あるため注記を省略しています。

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                     （％）

法定実効税率 39.8

（調整）

交際費等永久に損金に算入されな
い項目

1.2

受取配当金等永久に益金に算入さ
れない項目

△3.8

連結上消去された連結子会社から
の配当

15.7

税額控除 △8.9

各国の税率差異による差額 △25.4

評価性引当額の増減 2.2

過年度法人税等 △5.9

その他 △0.6

税効果適用後の法人税等の負担率 14.3
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当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

  １ 金融商品の状況に関する事項 

（１）金融商品に対する取組方針 

当グループは、資金運用については、元本保証を前提とした定期預金またはそれに準ずる金融商

品を基本とし、また、資金調達については銀行借入等による方針を採用しています。デリバティブ

取引は、将来の為替変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針を採用

しています。 

（２）金融商品の内容及びそのリスク 

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。また、グローバル

に事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されてい

ますが、安定的な利益の確保のため、先物為替予約を利用してヘッジしています。 

投資有価証券は、主に得意先及び取引銀行の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されていま

す。また、取引先企業等に対し長期貸付を行っています。 

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが１年以内の支払期日です。また、その一

部には部品等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されていますが、外貨建

ての営業債権と同様に先物為替予約を利用してヘッジしています。 

借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達を目的としたものであり、長期借入金

は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、 長で４年半

後です。 

デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目

的とした先物為替予約取引等です。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方

針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の「連結財務諸表作成のための基本となる重要

な事項」に記載されている「重要なヘッジ会計の方法」をご覧下さい。 

（３）金融商品に係るリスク管理体制 

①信用リスク（得意先の契約不履行等に係るリスク）の管理 

当社は、与信管理規程に従い、営業債権の残高について得意先ごとの与信限度額を超えていな

いかを定期的にモニタリングするとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減

を図っています。 

②市場リスク（為替の変動リスク）の管理 

当社及び一部の連結子会社は、外貨建ての営業債権債務について、通貨別月別に把握された為

替の変動リスクに対して、予定取引の範囲内で先物為替予約を利用してヘッジしています。 

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限等を定めた社内ルールに従い、資金担当

部門が決裁担当者の承認を得て行っています。なお、デリバティブ取引の利用にあたっては、信

用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っています。 

③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理 

当社は、各部署からの報告に基づき、経理部が適時に資金繰計画を作成・更新することで流動

性リスクを管理しています。 

（４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

「２ 金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等について

は、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 

(金融商品関係)
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  ２ 金融商品の時価等に関する事項 

平成22年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり

です。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めていません（（注

２）を参照）。 

 
    （＊１）長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しています。 

    （＊２）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味 

        の債務となる項目については、（ ）で示しています。 

  

（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

   資産 

   （１）現金及び預金、（２）受取手形及び売掛金、（３）未収還付法人税 

      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価 

      額によっています。 
  
   （４）投資有価証券 

      これらの時価について、株式は取引所の価格によっています。 

      また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を 

      参照。 
  
   （５）長期貸付金 

      当社及び一部の連結子会社では、長期貸付金の時価の算定は、その将来キャッシュ・フ 

      ローを国債の利回り等適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いた現在 

      価値により算定しています。 

（単位：百万円）

連結貸借対照表
計上額

時価 差額

（１） 現金及び預金 21,201 21,201 ―

（２） 受取手形及び売掛金 58,830 58,830 ―

（３） 未収還付法人税等 1,801 1,801 ―

（４） 投資有価証券

   その他有価証券 13,109 13,109 ―

（５） 長期貸付金 1,006  

   貸倒引当金（*1） △234

772 734 △37

 資産計 95,715 95,677 △37

（１） 支払手形及び買掛金 42,076 42,076 ―

（２） 短期借入金 6,315 6,315 ―

（３） １年内返済予定の長期借入金 185 191 5

（４） 未払法人税等 872 872 ―

（５） 長期借入金 2,870 2,672 △197

 負債計 52,320 52,127 △192

 デリバティブ取引（*2） (2) (2) ―
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   負債 

   （１）支払手形及び買掛金、（２）短期借入金、（４）未払法人税等 

      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価 

      額によっています。 
  
   （３）１年内返済予定の長期借入金、（５）長期借入金 

      これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定さ 

      れる利率で割り引いた現在価値により算定しています。 

   

   デリバティブ取引 

    「デリバティブ取引関係」注記を参照ください。 

  

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

 
     これらについては、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積もることなど 

     ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「（４）投資有価証券」 

     には含めていません。    

  

（注３）金銭債権の連結決算日後の償還予定額 

 
  

（注４）長期借入金の連結決算日後の返済予定額 

 
  

（追加情報） 

 当連結会計年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年３月10日）及び

「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年３月10日）を適用

しています。 

  

（単位：百万円）

区分 連結貸借対照表計上額

非上場株式 234 

（単位：百万円）

区分 １年以内
１年超

５年以内

現金及び預金 4,994 ―

受取手形及び売掛金 58,830 ―

未収還付法人税等 1,801 ―

長期貸付金 ― 1,006 

合計 65,626 1,006 

（単位：百万円）

区分 １年超２年以内 ２年超３年以内 ３年超４年以内 ４年超５年以内

長期借入金 152 152 2,478 88
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前連結会計年度 

１ 時価のある有価証券 
  

 
２ 時価のない有価証券 

 
  

当連結会計年度 

(有価証券関係)

区分
前連結会計年度

(平成21年３月31日)

(1) その他有価証券
取得原価
(百万円)

連結貸借対照表計上額 
(百万円)

差額 
(百万円)

連結貸借対照表計上額が取得原価を超え 
るもの

① 株式 1,635 9,288 7,652

小計 1,635 9,288 7,652

連結貸借対照表計上額が取得原価を超え 
ないもの

① 株式 86 68 △18

小計 86 68 △18

合計 1,722 9,356 7,634

区分
前連結会計年度 

(平成21年３月31日)

(1) 子会社株式及び関連会社株式 連結貸借対照表計上額(百万円)

① 非上場株式 263

計 263

(2) その他有価証券 連結貸借対照表計上額(百万円)

① 非上場株式 77

計 77

１ その他有価証券（平成22年３月31日）

区分
連結貸借対照表
計上額(百万円）

取得原価(百万円） 差額(百万円）

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの

   株式 13,083 1,650 11,433

小計 13,083 1,650 11,433

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの

  株式 25 35 △10

小計 25 35 △10

合計 13,109 1,685 11,423

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）

区分 売却額(百万円） 売却益の合計額(百万円） 売却損の合計額(百万円）

 株式 126 63 1

３ 減損処理を行った有価証券

  当連結会計年度において、関係会社株式について101百万円減損処理を行っています。
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前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

 １ 取引の状況に関する事項 
  

 
  

 ２ 取引の時価等に関する事項 

該当する事項はありません。 

なお、為替予約取引等を行っていますが、ヘッジ会計を適用していますので注記の対象から除いて

います。 

  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

 １ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 

  （1）通貨関連 

(デリバティブ取引関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

(1) 取引の内容

当グループの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引等であります。

(2) 取引に対する取組方針

デリバティブ取引は、将来の為替変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引

は行わない方針であります。

(3) 取引の利用目的

デリバティブ取引は外貨建金銭債権債務の将来の為替変動リスクを回避し、安定的な利益

の確保を図る目的で利用しています。

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っています。

① ヘッジの方法

繰延ヘッジ処理によっています。

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…為替予約等

ヘッジ対象…外貨建金銭債権債務

③ ヘッジ方針

外貨建金銭債権債務の為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保のため、予定取引

の範囲内でヘッジを行っています。

④ ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場

変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しています。

(4) 取引に係るリスクの内容

為替予約取引は、為替相場の変動によるリスクを有しております。なお、取引相手先は高

格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識しています。

(5) 取引に係るリスク管理体制

デリバティブ取引の執行・管理については取引権限及び取引限度額等を定めた社内ルール

に従い、資金担当部門が決裁担当者の承認を得て行っています。

種類
契約額等
（百万円）

契約額等のうち
１年超 

（百万円）

時価
（百万円）

評価損益
（百万円）

市場取引以外
の取引

通貨オプション

売建

 米ドル 93 ― △2 △1

買建

 米ドル 46 ― 0 △0

合計 139 ― △2 △2

（注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
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 ２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 

  （1）通貨関連

ヘッジ会計の方法
デリバティブ取引の

種類等
主なヘッジ対象

契約額
（百万円）

契約額のうち 
１年超 

（百万円）

時価
（百万円）

為替予約等の振当処理 為替予約取引

売掛金

 売建

  米ドル 1,723 ─ 1,673

  英ポンド 773 ─ 733

  加ドル 178 ─ 170

  タイバーツ 237 ─ 234

 買建

  米ドル 買掛金 1,005 ─ 1,026

  円 61 ─ 61

合計 3,978 ─ 3,900

（注）時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。

  （2）金利関連

ヘッジ会計の方法
デリバティブ取引の

種類等
主なヘッジ対象

契約額
（百万円）

契約額のうち 
１年超 

（百万円）

時価
（百万円）

金利スワップの特例処理
金利スワップ取引 
   支払固定・  

受取変動
長期借入金 711 544 （注）

（注）金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、
   その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。                       
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(退職給付関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１ 採用している退職給付制度の概要

当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度とし

て、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けてい

ます。一部の海外連結子会社は、確定拠出型制度等を

設けています。

１ 採用している退職給付制度の概要

当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度とし

て、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けてい

ます。一部の海外連結子会社は、確定拠出型制度等を

設けています。

 

２ 退職給付債務に関する事項

(百万円)

① 退職給付債務 11,378

② 未認識数理計算上の差異 △4,671

③ 年金資産 

④ 前払年金費用

△7,060

584

⑤ 退職給付引当金 230

(注) 一部の子会社は、退職給付債務の算定にあたり、

簡便法を採用しています。

 

２ 退職給付債務に関する事項

(百万円)

① 退職給付債務 12,050

② 未認識数理計算上の差異 △3,443

③ 年金資産 

④ 前払年金費用

△9,041

760

⑤ 退職給付引当金 326

(注) 一部の子会社は、退職給付債務の算定にあたり、

簡便法を採用しています。

 

３ 退職給付費用に関する事項

(百万円)

① 勤務費用 626

② 利息費用 184

③ 期待運用収益 △173

④ 数理計算上の差異の費用処理額 277

⑤ 退職給付費用 916

一部の海外連結子会社においては、上記⑤の退

職給付費用以外に、確定拠出型の退職給付費用

として400百万円を計上しています。

 

３ 退職給付費用に関する事項

(百万円)

① 勤務費用 686

② 利息費用 217

③ 期待運用収益 △157

④ 数理計算上の差異の費用処理額 591

⑤ 退職給付費用 1,338

一部の海外連結子会社においては、上記⑤の退

職給付費用以外に、確定拠出型の退職給付費用

として92百万円を計上しています。

 

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

① 退職給付見込額の期間配分方法

   期間定額基準

② 割引率 2.0％

③ 期待運用収益率 2.5％

④ 過去勤務債務の額の処理年数 17年

(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数による按分額を費用処理する方法)

⑤ 数理計算上の差異の処理年数 17年

(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数による按分額を費用処理する方法。ただ

し、翌連結会計年度から費用処理しています。)

 

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

① 退職給付見込額の期間配分方法

   期間定額基準

② 割引率 2.0％

③ 期待運用収益率 2.5％

④ 過去勤務債務の額の処理年数 17年

(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数による按分額を費用処理する方法)

⑤ 数理計算上の差異の処理年数 17年

(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数による按分額を費用処理する方法。ただ

し、翌連結会計年度から費用処理しています。)
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前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

該当する事項はありません。 
  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

該当する事項はありません。 

  

  

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

（共通支配下の取引等） 

  １ 結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後 

   企業の名称並びに取引の目的を含む取引の概要 

  （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（吸収合併） 

   （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11月17日 

 ２ 実施した会計処理の概要 

「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 終改正平成18年12月22日 企

業会計基準適用指針第10号）に基づいて実施しています。         

  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

   該当する事項はありません。 

  

  

   決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しています。 

(ストック・オプション等関係)

(企業結合等関係)

(賃貸等不動産)
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

２ １株当たり当期純利益 

 
  

  

  

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

該当する事項はありません。 

  

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

該当する事項はありません。 

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 1,244円80銭 １株当たり純資産額 1,383円95銭

１株当たり当期純利益金額 69円73銭 １株当たり当期純利益金額 93円06銭

 当社は、平成20年４月１日付で普通株式１株につき２

株の割合で分割しました。 

 当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合にお

ける、前連結会計年度の１株当たり情報の各数値はそれ

ぞれ以下の通りです。 

 １株当たり純資産額        1,374円 57銭 

 １株当たり当期純利益金額      242円 90銭 

     

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式がないため記載していません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式がないため記載していません。

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

連結貸借対照表上の純資産の部の合計額(百万円) 94,207 105,489

普通株式に係る純資産額(百万円) 84,644 94,106

差額の主な内訳(百万円)
少数株主持分

9,563 11,382

普通株式の発行済株式数(千株) 68,000 68,000

普通株式の自己株式数(千株) 1 1

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数(千株)

67,998 67,998

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

連結損益計算書上の当期純利益(百万円) 4,741 6,328

普通株式に係る当期純利益(百万円) 4,741 6,328

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ─

普通株式の期中平均株式数(千株) 67,998 67,998

(重要な後発事象)
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5.【個別財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,286 7,975

受取手形 56 53

売掛金 15,550 21,662

商品及び製品 204 291

仕掛品 1,710 1,404

原材料及び貯蔵品 1,143 1,460

前渡金 1,094 1,151

前払費用 149 180

繰延税金資産 528 898

未収入金 2,415 2,516

未収還付法人税等 996 560

その他 1,482 1,445

流動資産合計 32,619 39,599

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 6,255 6,156

構築物（純額） 345 307

機械及び装置（純額） 4,007 3,328

車両運搬具（純額） 92 62

工具、器具及び備品（純額） 1,273 969

土地 5,459 5,379

リース資産（純額） 201 223

建設仮勘定 182 273

有形固定資産合計 17,818 16,701

無形固定資産   

借地権 4 4

ソフトウエア 1,300 1,042

その他 14 14

無形固定資産合計 1,318 1,061

投資その他の資産   

投資有価証券 688 702

関係会社株式 19,607 23,222

出資金 0 0

関係会社出資金 2,707 2,707

従業員に対する長期貸付金 206 213

関係会社長期貸付金 339 548

破産更生債権等 101 －

長期前払費用 87 20

保険積立金 507 411

その他 704 863

貸倒引当金 △118 △18

投資その他の資産合計 24,834 28,671

固定資産合計 43,970 46,435

資産合計 76,590 86,034
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,300 407

買掛金 10,114 14,753

リース債務 151 187

未払金 1,637 1,196

未払費用 802 815

預り金 78 80

前受収益 11 30

賞与引当金 1,137 1,172

役員賞与引当金 77 77

設備関係支払手形 267 43

その他 12 2

流動負債合計 15,590 18,767

固定負債   

リース債務 62 50

繰延税金負債 2,522 4,350

長期未払金 25 2

未払役員退職金 870 750

固定負債合計 3,480 5,154

負債合計 19,071 23,922

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,700 4,700

資本剰余金   

資本準備金 5,121 5,121

資本剰余金合計 5,121 5,121

利益剰余金   

利益準備金 763 763

その他利益剰余金   

別途積立金 26,950 27,450

繰越利益剰余金 15,405 17,247

利益剰余金合計 43,119 45,461

自己株式 △2 △3

株主資本合計 52,938 55,280

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,580 6,832

評価・換算差額等合計 4,580 6,832

純資産合計 57,518 62,112

負債純資産合計 76,590 86,034
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(2)【損益計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高   

製品売上高 135,852 102,247

売上高合計 135,852 102,247

売上原価   

製品期首たな卸高 321 204

当期製品製造原価 129,373 96,303

合計 129,694 96,507

製品期末たな卸高 204 291

売上原価合計 129,490 96,215

売上総利益 6,361 6,031

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 2,577 1,853

役員報酬 398 379

給料及び手当 2,327 2,208

賞与引当金繰入額 254 254

役員賞与引当金繰入額 77 77

法定福利費 455 448

減価償却費 193 209

研究開発費 735 990

支払手数料 623 417

その他 1,688 1,650

販売費及び一般管理費合計 9,331 8,489

営業損失（△） △2,969 △2,457

営業外収益   

受取利息 35 20

受取配当金 5,823 4,678

受取地代家賃 207 313

受取手数料 11 11

為替差益 － 61

その他 108 67

営業外収益合計 6,186 5,152

営業外費用   

為替差損 545 －

その他 4 0

営業外費用合計 550 0

経常利益 2,666 2,694

－53－

テイ・エス　テック（株）（7313）平成22年３月期決算短信



(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別利益   

前期損益修正益 － 93

固定資産売却益 56 181

貸倒引当金戻入額 36 13

投資有価証券売却益 － 63

受取補償金 495 161

その他 7 0

特別利益合計 596 514

特別損失   

固定資産売却損 1 21

固定資産除却損 780 52

投資有価証券売却損 0 1

関係会社株式評価損 － 61

会員権評価損 － 7

その他 2 0

特別損失合計 784 145

税引前当期純利益 2,478 3,063

法人税、住民税及び事業税 670 698

法人税等還付税額 － △2,232

過年度法人税等 － 925

法人税等調整額 608 △30

法人税等合計 1,278 △639

当期純利益 1,199 3,702
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 4,700 4,700

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,700 4,700

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 5,121 5,121

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,121 5,121

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 763 763

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 763 763

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 25,450 26,950

当期変動額   

別途積立金の積立 1,500 500

当期変動額合計 1,500 500

当期末残高 26,950 27,450

繰越利益剰余金   

前期末残高 17,201 15,405

当期変動額   

剰余金の配当 △1,495 △1,359

当期純利益 1,199 3,702

別途積立金の積立 △1,500 △500

当期変動額合計 △1,796 1,842

当期末残高 15,405 17,247

利益剰余金合計   

前期末残高 43,415 43,119

当期変動額   

剰余金の配当 △1,495 △1,359

当期純利益 1,199 3,702

別途積立金の積立 － －

当期変動額合計 △296 2,342

当期末残高 43,119 45,461
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △2 △2

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △2 △3

株主資本合計   

前期末残高 53,235 52,938

当期変動額   

剰余金の配当 △1,495 △1,359

当期純利益 1,199 3,702

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △297 2,342

当期末残高 52,938 55,280

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 6,103 4,580

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,522 2,251

当期変動額合計 △1,522 2,251

当期末残高 4,580 6,832

評価・換算差額等合計   

前期末残高 6,103 4,580

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,522 2,251

当期変動額合計 △1,522 2,251

当期末残高 4,580 6,832

純資産合計   

前期末残高 59,338 57,518

当期変動額   

剰余金の配当 △1,495 △1,359

当期純利益 1,199 3,702

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,522 2,251

当期変動額合計 △1,819 4,593

当期末残高 57,518 62,112
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役員の異動につきましては、平成22年２月22日付公表の「代表取締役の異動に関するお知らせ」「取

締役及び執行役員の異動に関するお知らせ」並びに「監査役の異動に関するお知らせ」に記載のとおり

です。 

  

2010年３月期決算説明会資料につきましては、当社ホームページ（http://www.tstech.co.jp）の以

下のＵＲＬにてご覧いただくことができます。  

  

  （ＩＲ資料） http://ir.tstech.co.jp/html/shiryo.htm  

  

6. その他

(1) 役員の異動

(2) その他
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