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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 350,914 △9.0 14,654 414.9 15,672 ― 6,942 ―

21年3月期 385,499 △25.3 2,845 △92.3 369 △99.0 △7,319 ―

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 84.62 ― 4.7 4.9 4.2
21年3月期 △89.40 ― △4.6 0.1 0.7

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  △13百万円 21年3月期  △72百万円

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 330,040 150,789 45.5 1,805.06
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  150,111百万円 21年3月期  144,929百万円

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 26,133 △11,576 △12,808 98,210
21年3月期 34,551 △17,910 31,265 98,348

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 ― 20.00 ― 5.00 25.00 2,048 ― 1.3
22年3月期 ― 5.00 ― 15.00 20.00 1,657 23.6 1.1

23年3月期 
（予想）

― ― ― ― ― ―

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

182,000 14.2 9,500 248.4 9,000 218.7 5,900 ― 70.95

通期 370,000 5.4 20,000 36.5 19,000 21.2 12,400 78.6 149.11
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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) 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） 

詳細は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」を参照ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

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 83,161,700株 21年3月期 81,928,400株

② 期末自己株式数 22年3月期  296株 21年3月期  159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 107,069 △14.7 5,905 432.0 6,345 97.3 4,983 221.8
21年3月期 125,583 △20.2 1,110 △70.3 3,215 △61.7 1,548 △75.6

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 60.73 ―

21年3月期 18.91 ―

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 197,379 104,485 52.9 1,256.42
21年3月期 184,127 96,175 52.2 1,173.90

（参考） 自己資本 22年3月期  104,485百万円 21年3月期  96,175百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．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。 
２．平成23年３月期の配当予想につきましては、現時点で判断する業績予想を鑑み、未定とさせていただきます。予想額の開示は可能となった時点で速や
かに開示いたします。 
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(1）経営成績に関する分析 

 【当期の概況】 

 当連結会計年度の世界経済は2008年秋に発生した世界的な金融危機を経て上半期には底入れし、下半期以降は各国

政府による経済対策の効果やアジアを中心とする新興国の景気の牽引もあり、期末に向けて回復に向かいました。特

に、中国、インドでは内需が回復し高い経済成長を遂げました。一方、米国では個人消費、住宅投資などの民間需要

が下支えし景気も回復傾向にあるものの、雇用情勢は依然として厳しい状況が続いています。欧州でも景気底入れの

時期が遅れた上、ギリシャの金融不安の影響もあり本格的な景気回復までには暫く時間を要すると思われます。一

方、日本は景気回復感こそ強くはありませんが、明るい兆しが見え始めています。 

 自動車産業におきましては、当上半期に米国の自動車会社が破綻する局面もありましたが、その後各国政府の自動

車産業に対する補助金制度や景気浮揚策もあり、自動車販売台数は回復基調に転じました。地域別では欧米諸国、日

本など先進諸国では第1四半期こそ低調でしたが、第2四半期以降は回復基調が続き、下半期には前年同期を上回る販

売台数となりました。また中国、インドなどの新興諸国では経済回復と共に販売台数が伸び、特に中国は2009年の販

売台数で米国を抜いて世界一となりました。 

 このような状況の中、当企業グループの業績は世界的な自動車販売台数の回復基調に合わせて順調な回復を見せま

した。また前期の年央に始まった金融危機への喫緊の対策として2008年後半から全社的に推進してきました「コスト

削減」努力に継続的に取り組みました。その結果、当期業績は上半期こそ前年同期実績に至らなかったものの、下半

期には前年同期を上回る結果となりました。 

  当社はこうした「コスト削減」努力を進める一方、将来を見据えた研究開発と設備投資にも注力して参りました。

拡大する中国市場では、当社上海工場の生産能力拡充が不可欠となってきたため、天津市での工場建設を決定し、

2011年の操業開始を目指しています。また、インドではチェンナイ工場が本年２月に本格稼動を開始したのに加え、

５月にはデリー近郊のニムラナ工場が本格稼動となります。南米ブラジルでもエアバッグの需要増を見越して工場の

拡張に着手しました。また将来の躍進が期待されるアフリカでは南アフリカ工場に続きモロッコに当社２番目の工場

の進出を決定するなど、グローバルな供給体制の充実を図って参りました。  

 研究開発分野では、新興諸国市場の拡大と共に高まる廉価で性能の良い製品への需要に応えるため、新規プロジェ

クトチームを立ち上げるなど迅速且つ積極的に取り組んでおります。 

 当期連結業績につきましては、上半期が回復基調で推移し、また下半期には前年同期の売上高を上回るなど急激な

回復となりましたが、通期の売上高は前期比9.0%減少の3,509億14百万円となりました。利益につきましては、全社

を挙げての原価低減、固定費削減効果などもあり、営業利益は前期比5.2倍の146億54百万円、経常利益は156億72百

万円（前年度は３億69百万円の利益）となりました。  

 また、当期純利益は69億42百万円の利益 ( 前年度は特別損失として欧米での事業再編損などを計上したこともあ

り73億円19百万円の損失 )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 

 前年度後半の世界的景気後退期より回復し、特に下半期は堅調に販売が推移したものの、日米欧において販売が減

少しました。アジアにおいては、中国の自動車販売の力強い伸びに支えられ、前期比増収となりました。この結果、

全体としては売上高1,064億35百万円と、前期比10.2%の減少となりました。 

② エアバッグ製品 

 アジア地域において増収を達成したほか、 悪期を脱した米州地域も顕著な回復をみせましたが、日欧において景

気後退の影響を引きずり減収となったため、全体の売上は1,601億32百万円と前期比5.6％の減少となりました。 

③ その他製品 

 前年度後半よりの回復傾向が全般的に見られ、ステアリング製品は前期比横ばいとなりましたが、トリム製品等の

販売が減少し、全体としては売上高は843億46百万円と前期比13.4％の減少となりました。 

  

１．経営成績
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所在地別セグメントの業績は、以下のとおりであります。 

① 日本 

 日本におきましては上半期の売上が前年同期比大幅に減少したこともあり、売上高は1,065億73百万円と前期比

14.7%の減少となりました。一方、原価低減、固定費削減効果が大きく寄与して営業利益は70億30百万円（前年度は

11億74百万円の利益）と大幅増益となりました。 

② 米州 

 米州におきましては、上半期に大手自動車メーカーの破綻による売上減の一部を他社向けでカバーしたものの、売

上高は1,433億51百万円と前期比7.5%の減収となりました。また、コスト削減効果があったものの品質問題への引当

金計上を余儀なくされたこともあり、営業損失が17億53百万円の損失（前年度は30億21百万円の損失）となりまし

た。 

③ 欧州 

 欧州におきましても、売上高は981億36百万円と前期比12.5%の減収となりましたが、生産規模縮小に合わせたコス

ト削減効果の結果、営業利益は13億32百万円の利益（前年度は33億83百万円の赤字）を計上できました。 

④ アジア 

 アジアにおきましては、中国での販売増加が寄与して売上高は727億50百万円と前期比6.5%の増収となりました。

また営業利益も厳しい販売価格状況や固定費の圧迫があったものの、前期比16.5%増益の84億42百万円となりまし

た。  

  

【次期の見通し】 

 今後の世界経済の見通しにつきましては、基調としては中国を初めとする新興諸国で引き続き高い経済成長が予想

されます。また米国・日本などは穏やかな経済成長が継続すると思われますが、欧州はギリシャなど南欧の金融不安

の影響で全体に低い経済成長を余儀なくされると思われます。  

 自動車業界におきましては、中国、インドなど新興諸国では大きな需要増加が見込まれます。また米国、日本でも

自動車販売は底固く推移すると思われますが、欧州域内での販売は低調に推移することが見込まれています。さらに

各国政府による自動車購買に対する減税策や支援策等の打ち切りが自動車販売の先行きに不透明感を与えています。

 

 このような情勢下、当企業グループとしましては、全ての地域で売上高が前期を上回るとの見通しをしております

が、引き続き全社を挙げてのコスト削減、生産性効率の追求などあらゆる経営合理化と財務体質の強化に取り組んで

いく所存です。更に、合理化を進める一方、お客様に満足して頂ける品質向上と魅力ある製品作りに向けて積極的な

研究開発費投資と成長する市場でのマーケットシェア獲得に向けての設備投資を進め、企業価値の向上に努めます。 

 

 以上を総合的に勘案しまして、次期の連結業績としましては、下記の予想をしております。尚、前提となる為替レ

ートは1 USD = 90円、1 ユーロ = 120円です。  

  

  

  

(2）財政状態に関する分析 

  

①資産、負債、純資産の状況 

 当期末の資産につきましては、3,300億40百万円と前期末に比べ146億88百万円の増加となりました。この主な要因

は、販売の状況が前期末より回復したことによる売上債権の増加であります。 

 負債につきましては、1,792億50百万円と前期末に比べ92億78百万円の増加となりました。この主な要因は、有利

子負債をする一方で、販売回復に伴い仕入債務等が増加したことです。 

 少数株主持分を含めた純資産につきましては、1,507億89百万円と前期末に比べ54億10百万円の増加となりまし

た。この主な要因は、当期純利益、新株予約権の行使による増資及び為替換算調整勘定によるものであります。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当期における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前期末と比較して１億37百万円減少の982億10百万円

となりました。 

    平成23年３月期予想（連結）   対前期比 

売上高  億円 3,700 % 5.4

営業利益  億円 200 % 36.5

経常利益  億円 190 % 21.2

当期純利益  億円 124     % 78.6
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 当期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

 営業活動の結果、資金の増加は261億33億円(前期は345億51百万円)となりました。 

 これは主として、税金等調整前当期純利益、及び減価償却費において資金が増加する一方で、販売の回復による売

上債権の増加による資金支出があったことによるものです。 

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

  投資活動の結果、資金の減少は115億76百万円(前期は179億10百万円)となりました。 

 これは主として、設備投資の実施及び定期預金への預入によるものです。 

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

  財務活動の結果、資金の減少は128億8百万円(前期は312億65百万円の資金の増加)となりました。 

 新株予約権の行使による増資があったものの、欧州地域における有利子負債を一部返済したため、全体として資金

は減少となりました。  

  

（注）各指標はいずれも当社連結ベースの財務数値を用いて算出しております。 

・自己資本比率：（期末純資産の合計 － 期末少数株主持分）/ 期末総資産 

・時価ベースの自己資本比率：株式時価総額 / 総資産 

・キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債 / 営業キャッシュ・フロー 

 ※営業キャッシュ・フロー…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 

    を使用しております。 

・インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー / 利払い 

 ※利払い…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おります。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

  当企業グループの配当方針としましては、業績・配当性向などを総合的に勘案して実施したいと考えます。また、

内部留保金につきましては企業価値向上に向けての新規投資、財務体質の強化などに充当し、株主の皆様のご期待に

沿える企業を目指します。 

 当期の配当金につきましては、昨年12月に中間配当金１株当たり5円を実施させて頂きましたが、当期末の配当に

関しましては、１株当たり15円とし、年間では１株当たり20円とさせて頂く予定でおります。 

 また次期の配当金につきましては、今後の情勢が不透明かつ流動的でもあり、現時点で具体的な金額を示すことは

差し控えさせて頂きます。 

 (参考)キャッシュ・フロー関連指標の推移  

  平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期 

自己資本比率（%）  51.6  46.0  45.5

時価ベースの自己資本比率（%）  52.9  20.9  60.0

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）  1.6  2.8           3.1

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  16.8  18.9  17.1

タカタ株式会社（7312）　平成22年３月期　決算短信

- 5 -



  (4）事業等のリスク 

当企業グループの事業その他に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考え

られる主な事項を記載しております。 

また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資者の判断上重要であると考えられる事

項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から以下に開示しております。 

なお、当企業グループは、これらのリスク発生の可能性を認識したうえで、発生の回避及び発生した場合の対応

に努める所存であります。 

  本項においては将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は本書提出日現在において判断したものであり

ます。 

①世界的な展開及び競合について 

当企業グループは、米州、欧州及びアジア（日本含む）の各地域で、自動車用安全部品という単一セグメントに

おいて事業を行っているため、業績は、これらの地域における自動車産業の動向に強く影響を受けます。 

現在、中国、インドなど新興国市場は好調な推移をしておりますが、欧米、並びに日本は穏やかな景気回復局面

となっており、今後の各地域での市場動向は、受注数量の増減、販売価格を通じて、当企業グループの業績に影響を

及ぼす可能性があります。 

また当企業グループは、各地域で少数寡占の競合他社と激しい競争を行っております。この競争に勝ち抜くた

め、コスト低減の一層の推進、欧米亜での三極体勢による研究開発活動の充実、M&Aの積極的な検討等を行っており

ます。しかし何らかの要因により、これらの施策の効果が上がらず、相対的に当企業グループの競争力が低下した場

合、当企業グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

なお各地域における自動車の販売動向は、原油価格、金利動向、税制等の経済情勢の他、法的規制等に影響を受

けております。また、一般的に海外における事業展開の成否は、現地での紛争、テロや災害の発生、感染症の流行、

社会・労働慣行の相違、社会設備（インフラ）の整備状況、移転価格税制等の影響を受けます。 

②特定の販売先への依存について 

当企業グループが対象としている各国の自動車市場は少数寡占の市場であるため、当企業グループの売上高は上

位販売先への依存度が高くなっております。実質的な販売先上位４社グループで、当企業グループ連結売上高に占め

る割合は、前期は52.2%(本田技研グループ、トヨタ自動車グループ、Ford Motorsグループ、Daimlerグループ)、当

期は48.9%(本田技研グループ、トヨタ自動車グループ、Ford Motorsグループ、Daimlerグループ)となっておりま

す。 

 当企業グループは、新規販売先の開拓等により、特定の販売先への依存度を低減するよう努めております。また、

実際には、当企業グループの売上高は、当社製品が搭載されている車種の販売動向に影響を受けているため、主要顧

客の売上高の変動が直ちにに当企業グループの売上高の減少要因となるとは限りません。 

 ただし、主要顧客における販売の減少、車種別販売動向の変化、及び経営戦略の変更等は、当企業グループの業績

変動要因となる可能性があります。 

③価格競争への対応について 

 自動車部品業界は価格競争が厳しく、また自動車メーカーからも恒常的に厳しい販売価格低減要請がなされてお

り、全体として販売価格低減の圧力が、非常に厳しい業界であります。 

 このような事業環境への対策として、当企業グループは、常に原価低減活動を行い、また高付加価値製品投入によ

る差別化に努めております。しかし、これら活動を上回る販売価格の低減があった場合、当企業グループの業績へ影

響を及ぼします。 

④原材料価格の変動について 

 当企業グループの製品であるシートベルト、エアバッグ等に用いられる部品は、原糸、樹脂、鉄、非鉄金属等を原

材料としており、これらの原材料については、世界規模での需給バランスや各生産地域における経済情勢等により価

格が変動しております。 

 当企業グループでは、部品の標準化や仕入先の絞込みによるスケールメリットの追求など、仕入コスト増加の回避

に努めておりますが、使用している原材料の価格が高騰し、販売価格に転嫁できない場合には、当企業グループの業

績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑤為替変動による影響について 

 当企業グループにおきましては、米ドル及びユーロを中心に多額の外貨建て取引を行っております。 

海外子会社は現地通貨建てにより決算書類を作成しており、連結決算時において円貨に換算する必要があるため、当

企業グループの業績は、為替の動向に影響を受ける傾向にあります。 

 また、通貨の異なる国・地域間の仕入・販売取引に関して、為替動向によっては、為替予約等を実施することによ

り為替ヘッジを行っております。しかし、為替変動のリスクを完全に排除することは困難であり、為替変動は当企業

グループの業績に影響を及ぼしております。 

⑥金利変動リスクについて 
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 当企業グループは、生産設備投資資金、運転資金等を金融機関からの借入により賄っており、前期において流動性

不安に備え有利子負債を手厚く確保した結果、有利子負債依存度は前期末において30.5％となりましたが、当期は若

干有利子負債を圧縮した結果、当期末で24.8％に減少しております。 

 当企業グループは、固定金利借入やデリバティブ等の活用により、金利変動に係るリスクの低減を図っておりま

す。しかし今後、金利が変動した場合には、利払い負担の増減という形で当企業グループの業績に影響を及ぼしま

す。 

⑦供給責任について 

  当企業グループでは、 適地生産の考え方に基づき、欧米亜の各地域内に生産拠点を配備しており、各地域内外の

生産拠点間で部品、半製品を相互に供給することが可能であるため、特定の生産拠点に過度に依存しない体制となっ

ております。 

また主要原材料、部品について、特定の仕入先に依存しているものもありますが、仮にこれら仕入先が操業停止

等に陥り、当企業グループの調達活動に影響を及ぼした場合でも、上記のとおり各地域内外の相互供給により、対応

可能と認識しております。 

ただし、地震、火災等の災害を含む何らかの理由により、特定の生産拠点において一定期間生産が停止した場合

には、賠償責任の発生、当企業グループに対する顧客の信用の失墜等に伴う取引関係の停止等により、当企業グルー

プの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑧製品の欠陥について 

 当企業グループは、人命に係る製品を取り扱っているという認識に基づき、品質第一主義を徹底し、製品品質の確

保、及び品質保証体制の充実に努めております。 

 ただし、これらの製品について品質上の問題が発生しないという保証はなく、大規模なリコールや、製造物責任が

発生する可能性があります。当社では、製造物責任賠償については、保険に加入することにより、また、リコールや

不具合対応として引当金を計上することで、将来の補償費用発生に備えておりますが、 終的に引当金の範囲内また

は当該保険の補償限度内で企業グループが負担する補償額を十分にカバーできるという保証はありません。そのた

め、重大な品質上の問題が発生した場合には、当企業グループの信用力の低下、補償等の発生により、当企業グルー

プの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 ⑨知的財産権について 

  当企業グループは、他社と差別化できる技術とノウハウの蓄積に努めており、自社が保有する技術等については特

許権等の取得による保護を図る他、他社の知的財産権に対する侵害のないようリスク管理に取り組んでおります。 

 しかしながら、当企業グループが従来から販売している製品や、今後販売する製品が第三者の知的財産権に抵触す

る可能性もあります。また、当企業グループが認識していない特許権等が成立することにより、当該第三者より損害

賠償等の訴訟を起こされる可能性もあります。これらの要因により、当企業グループの業績に影響を及ぼす可能性が

あります。 

タカタ株式会社（7312）　平成22年３月期　決算短信

- 7 -



当企業グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社、子会社47社及び関連会社２社により構成されております。 

当企業グループの主たる業務は、自動車安全部品の開発、製造、販売であり、事業の種類別セグメントは、自動車

安全部品事業のみの単一セグメントであります。 

主な製品として、シートベルト及びエアバッグを主力としているほか、ステアリング・ホイール、トリム、チャイ

ルドシート等、自動車安全にかかる部品を幅広く扱っております。 

また当企業グループは米州、欧州及びアジア(日本含む)の三極を中心としてグローバルに展開しており、各々の地

域で開発、製造及び販売活動を行うとともに、各地域間で部品等の相互供給を実施し、グローバルレベルでの 適な

生産体制の構築を図っております。 

当企業グループの主な関係会社は、下記のとおりです。  

(地域統括・持株会社) 

当社、Takata Americas、TK HOLDINGS INC.、 

TAKATA International Finance B.V.、TAKATA (Europe) GmbH、TAKATA-PETRI AG 

(研究開発会社) 

当社、TAKATA-PETRI AG、TK HOLDINGS INC. 

(製造会社) 

当社、タカタ九州㈱、 

TK HOLDINGS INC.、Highland Industries, Inc.、Irvin Automotive Products Inc.、TAKATA-PTERI S.A.、

TAKATA-PETRI AG、TAKATA-PETRI (SACHSEN) GMBH、TAKATA-PETRI PARTS, s.r.o.、TAKATA-PETRI PARTS  

POLSKA Sp. z o.o.、TAKATA-PETRI ROMANIA S.R.L.、TAKATA-PETRI SIBIU S.R.L.、TAKATA-

PETRI SOUTH AFRICA (PTY) LTD、TAKATA CPI SINGAPORE PTE LTD、Takata (Philippines) Corporation、

TAKATA-TOA CO., LTD.、TAKATA KOREA CO., LTD.、Takata (Shanghai) Automotive Component Co., Ltd.、

TAKATA (CHANGXING) SAFETY SYSTEMS CO., LTD.、TAKATA INDIA PRIVATE LIMITED.、Takata Automotive 

Electronics (Shanghai) Co., Ltd. 

(販売会社) 

当社、TK HOLDINGS INC.、Highland Industries, Inc.、Irvin Automotive Products Inc.、TAKATA-PETRI  

S.A.、TAKATA-PETRI AG、TAKATA-PETRI (SACHSEN) GMBH、Takata Asia Pte Ltd、TAKATA-TOA CO., LTD.、

TAKATA KOREA Co., Ltd.、Takata (Shanghai) Automotive Component Co., Ltd.   

２．企業集団の状況
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［事業系統図］ 
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(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループの「社是」は、下記のとおりであります。 

・ 革新的な製品開発と、 高の品質とサービスで顧客満足に徹する。 

・ 多様な個性と文化を尊重し、タカタ人の誇りをもって夢を実現する。 

・ コミュニティの積極的な一員として、よりよい社会に貢献する。 

 この社是に基づき、「“交通事故の犠牲者ゼロ”の実現に向け、確固たるチームワークで真のパートナーシップを

築き上げ“安全と安心を提供し続けるタカタ”を作る。」というビジョンのもと、より具体的には下記を経営の基本

方針として定めております。 

① 三現（現場、現物、現実）主義に則り、積極的に海外展開を進め、お客様に喜ばれる供給体制を整え、グローバ

ルに品質第一を徹底していく。 

② 一貫して「人の命を守る」製品作りにこだわり続け、「安全」を追求し、常に革新的な製品開発と 高の品質、

サービスで顧客満足に徹していく。 

③ 全世界に展開をしていく以上、多様な個性と文化を尊重していき、更には各拠点コミュニティの積極的な一員と

して、より良い社会作りに貢献していく。 

④ 常に地球環境に配慮した製品開発、事業活動に努める。 

  

(2）目標とする経営指標 

 当社グループは、規模の利益を確保するとともに、一定の価格交渉力を保持するため、主要製品でのマーケットシ

ェア「30％」を目指します。 

 また、効率的かつ付加価値の高い事業活動遂行の判断指標として売上高営業利益率「10％」を目指します。 

  

(3）中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題 

 当企業グループを取り巻く事業環境につきましては、全体としては中国、インドなど新興国による景気の牽引もあ

り明るさを見せ始めていますが、顧客からの更なるコストダウン要求、優勝劣敗が明確になるグローバル競争の激化

により、今後も厳しい状況で推移することが予想されます。 

 そのような中でも、厳しい競争に打ち勝ち、存在価値を示して生き残るために、あらゆる面で、これまで以上のチ

ャレンジが必要になってくると認識しております。 

 当企業グループは「 高の品質・サービスの提供による、顧客満足度の 大化」をグローバルで実施することによ

り、当社製品シェアの拡大を目指します。「次世代安全部品事業への展開」に対しては顧客ニーズの的確かつ迅速な

くみ上げを図るとともに、基礎研究を含めた研究開発体制を充実させ、ニーズを具現化できるアプリケーション体制

を強化して顧客への提案力を強化します。 

 このような課題に全社一丸となって積極的に取り組み、世界のお客様に安全と安心を提供し、“真のお客様満

足”を得られる企業となるよう今後共精進していく所存でございます。また新興市場に対しては、各市場での自動車

需要増加を見込んだ戦略を構築していきます。更にグローバルに生産体制を見直し、拠点の新設・統廃合を行いつ

つ、継続した 適生産・供給体制の追求を進めたいと考えております。 

  

  

(4）その他、会社の経営上重要な事項 

 特段の事項はありません。 

  

３．経営方針
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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 97,572 84,690

受取手形及び売掛金 41,516 63,302

有価証券 － 16,000

たな卸資産 ※1  38,617 ※1  41,727

繰延税金資産 8,938 8,765

その他 13,967 9,703

貸倒引当金 △1,144 △726

流動資産合計 199,468 223,462

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 65,545 63,363

減価償却累計額 ※4  △35,545 ※4  △35,945

建物及び構築物（純額） 30,000 27,418

機械装置及び運搬具 100,712 101,130

減価償却累計額 ※4  △72,348 ※4  △76,126

機械装置及び運搬具（純額） ※3  28,364 ※3  25,004

土地 13,234 12,949

建設仮勘定 6,420 5,194

その他 38,408 37,271

減価償却累計額 ※4  △30,111 ※4  △30,892

その他（純額） 8,297 6,379

有形固定資産合計 86,316 76,946

無形固定資産   

のれん 779 707

その他 3,849 2,937

無形固定資産合計 4,629 3,645

投資その他の資産   

投資有価証券 ※2  13,352 ※2  16,487

繰延税金資産 5,899 3,782

その他 ※2  5,906 ※2  5,754

貸倒引当金 △219 △37

投資その他の資産合計 24,938 25,985

固定資産合計 115,884 106,577

資産合計 315,352 330,040
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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   

買掛金 15,576 25,822

短期借入金 45,865 8,324

コマーシャル・ペーパー 4,000 3,000

1年内返済予定の長期借入金 12,194 16,368

1年内償還予定の社債 1,500 －

未払費用 9,954 10,500

未払法人税等 513 4,701

繰延税金負債 160 121

製品保証引当金 12,481 18,457

その他 ※3  15,198 17,578

流動負債合計 117,445 104,874

固定負債   

長期借入金 32,708 54,000

繰延税金負債 6,213 6,308

退職給付引当金 7,690 8,089

役員退職慰労引当金 1,833 1,905

その他 ※3  4,080 ※3  4,072

固定負債合計 52,527 74,375

負債合計 169,972 179,250

純資産の部   

株主資本   

資本金 40,727 41,862

資本剰余金 41,193 42,328

利益剰余金 82,180 87,921

自己株式 △0 △0

株主資本合計 164,100 172,110

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,725 4,638

繰延ヘッジ損益 － △36

為替換算調整勘定 △21,896 △26,601

評価・換算差額等合計 △19,171 △21,999

少数株主持分 450 677

純資産合計 145,379 150,789

負債純資産合計 315,352 330,040
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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 385,499 350,914

売上原価 ※1  324,839 ※1  292,025

売上総利益 60,660 58,889

販売費及び一般管理費 ※2, ※3  57,815 ※2, ※3  44,234

営業利益 2,845 14,654

営業外収益   

受取利息 1,137 628

受取配当金 346 124

為替差益 － 1,352

その他 831 1,459

営業外収益合計 2,315 3,565

営業外費用   

支払利息 1,968 1,541

為替差損 1,128 －

その他 1,694 1,004

営業外費用合計 4,791 2,546

経常利益 369 15,672

特別利益   

固定資産売却益 ※4  253 ※4  151

保険金収入 ※5  2,322 －

過年度損益修正益 ※6  456 －

特別退職金減額益 － ※7  366

貸倒引当金戻入額 － 378

特別利益合計 3,032 896

特別損失   

固定資産売却損 ※8  30 －

固定資産除却損 ※9  189 ※9  328

減損損失 ※10  1,156 ※10  305

投資有価証券売却損 2 －

投資有価証券評価損 384 －

事業再編損 ※11  8,607 ※11  1,252

特許和解金 ※12  884 －

貸倒損失 129 －

過年度損益修正損 ※13  331 －

その他 ※14  283 －

特別損失合計 12,001 1,886

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△8,598 14,682

法人税、住民税及び事業税 270 6,641

法人税等調整額 △1,688 947

法人税等合計 △1,417 7,589

少数株主利益 138 151

当期純利益又は当期純損失（△） △7,319 6,942
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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 40,353 40,727

当期変動額   

新株の発行 373 1,134

当期変動額合計 373 1,134

当期末残高 40,727 41,862

資本剰余金   

前期末残高 40,819 41,193

当期変動額   

新株の発行 373 1,134

当期変動額合計 373 1,134

当期末残高 41,193 42,328

利益剰余金   

前期末残高 100,234 82,180

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △8,315 －

当期変動額   

剰余金の配当 △3,268 △819

当期純利益又は当期純損失（△） △7,319 6,942

その他 （注）  850 （注）  △382

当期変動額合計 △9,738 5,741

当期末残高 82,180 87,921

自己株式   

前期末残高 △0 △0

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 △0 △0

株主資本合計   

前期末残高 181,407 164,100

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △8,315 －

当期変動額   

新株の発行 747 2,269

剰余金の配当 △3,268 △819

当期純利益又は当期純損失（△） △7,319 6,942

自己株式の取得 △0 △0

その他 （注）  850 （注）  △382

当期変動額合計 △8,990 8,010

当期末残高 164,100 172,110
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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 4,294 2,725

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,569 1,913

当期変動額合計 △1,569 1,913

当期末残高 2,725 4,638

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 387 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △387 △36

当期変動額合計 △387 △36

当期末残高 － △36

為替換算調整勘定   

前期末残高 △11,160 △21,896

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,736 △4,705

当期変動額合計 △10,736 △4,705

当期末残高 △21,896 △26,601

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △6,478 △19,171

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △12,692 △2,828

当期変動額合計 △12,692 △2,828

当期末残高 △19,171 △21,999

少数株主持分   

前期末残高 272 450

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 178 227

当期変動額合計 178 227

当期末残高 450 677

純資産合計   

前期末残高 175,200 145,379

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △8,315 －

当期変動額   

新株の発行 747 2,269

剰余金の配当 △3,268 △819

当期純利益又は当期純損失（△） △7,319 6,942

自己株式の取得 △0 △0

その他 （注）  850 （注）  △382

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △12,514 △2,601

当期変動額合計 △21,505 5,410

当期末残高 145,379 150,789
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(注) 在外連結子会社において適用している米国財務会計基準ASC715「従業員報酬-退職給付」（旧米国財務会計基準審議

会基準書第158号）に関するもので、年金数理計算上の差異及び過去勤務債務を連結貸借対照表で認識し、これに対

応する調整を純資産の部に計上したものであります。なお、ASCとは米国財務会計基準審議会によって体系化された

会計基準（Accounting Standard Codification）を指しております。  

連結株主資本等変動計算書の欄外注記
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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又は税金等調整前当期純
損失（△）

△8,598 14,682

減価償却費 20,083 17,466

固定資産除売却損益（△は益） △33 177

減損損失 1,156 305

投資有価証券評価損益（△は益） 384 －

保険金収入 △2,322 －

事業再編損失 8,607 1,252

その他の特別損益（△は益） 283 －

特許和解金 884 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 203 △579

退職給付引当金の増減額（△は減少） 230 226

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1 72

製品保証引当金の増減額（△は減少） 618 6,232

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △350 －

為替差損益（△は益） △1 12

受取利息及び受取配当金 △1,483 △752

支払利息 1,968 1,541

売上債権の増減額（△は増加） 25,315 △22,513

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,951 △3,966

仕入債務の増減額（△は減少） △12,141 10,681

未払費用の増減額（△は減少） △2,596 1,940

その他の流動資産の増減額（△は増加） 3,348 559

その他の流動負債の増減額（△は減少） △4,798 2,460

その他の固定負債の増減額（△は減少） △671 △53

その他 2,949 △869

小計 37,989 28,876

利息及び配当金の受取額 1,483 752

利息の支払額 △1,831 △1,532

保険金の受取額 2,322 －

事業再編による支出 △880 △2,187

特許和解金の支払額 △553 －

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △3,978 224

営業活動によるキャッシュ・フロー 34,551 26,133
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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) 

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 △119 △3,126

定期預金の払戻による収入 34 900

投資有価証券の売却による収入 1,025 －

関係会社出資金の払込による支出 △805 －

有形固定資産の取得による支出 △17,225 △9,663

有形固定資産の売却による収入 645 768

無形固定資産の取得による支出 △1,904 △558

貸付けによる支出 0 △20

貸付金の回収による収入 20 12

その他 418 112

投資活動によるキャッシュ・フロー △17,910 △11,576

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） 17,274 △33,673

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 34,294 36,146

長期借入金の返済による支出 △21,416 △14,286

社債の償還による支出 △400 △1,500

株式の発行による収入 747 2,269

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △66 －

配当金の支払額 △3,268 △819

少数株主への配当金の支払額 △19 △10

少数株主からの払込みによる収入 119 65

財務活動によるキャッシュ・フロー 31,265 △12,808

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,454 △1,887

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 43,451 △137

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期末残高 ※  98,348 ※  98,210
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 該当事項はありません。 

  

  

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
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）連結子会社の数 51社 

主要な連結子会社の名称は、「２．企

業集団の状況」に記載しているため、省

略しております。 

当連結会計年度において欧州及びアジ

アにてそれぞれ子会社を１社設立したこ

とにより、連結子会社が51社となりまし

た。 

（１）連結子会社の数 47社 

主要な連結子会社の名称は、「２．企

業集団の状況」に記載しているため、省

略しております。 

当連結会計年度において欧州に１社子

会社を設立しましたが、会社清算により

３社、子会社との合併により２社減少し

たことにより、連結子会社は47社となり

ました。 

      

  （２）非連結子会社の名称等 

 該当事項はありません。 

（２）非連結子会社の名称等 

 該当事項はありません。 

      

２．持分法の適用に関する事

項 

（１）持分法適用の関連会社数 ２社 

会社名 

Quin Polska Sp. ｚo.o. 

Syntec Seating Solutions LLC  

当連結会計年度において Syntec 

Seating Solutions LLCに出資し、同

社を持分法の適用範囲に含めておりま

す。 

（１）持分法適用の関連会社数 ２社 

会社名 

Quin Polska Sp. ｚo.o. 

Syntec Seating Solutions LLC  

      

  （２）Dalphi Metal Espana S.A.,  

Dalphi Metal Seguridad S.A.,  

Dalphi Metal Internacional S.A.,  

Dalphi Metal Portugal S.A.は議決権

の100分の20以上、100分の50以下を自

己の計算において所有しております

が、重要な影響力を行使することがで

きないため関連会社としておりませ

ん。 

（２）     同左 

      

  （３）持分法適用会社のうち、決算日が連

結決算日と異なる会社については、連

結決算日現在で実施した仮決算に基づ

く財務諸表を使用しております。 

（３）    同左 
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項目 
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Takata (Shanghai)  

Safety Systems Co., Ltdを含む14社の決

算日は12月31日であります。 

 連結財務諸表の作成に当たって、連結決

算日と異なる会社については、連結決算日

現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を

使用しております。それ以外の連結子会社

の決算日は連結決算日と一致しておりま

す。 

 連結子会社のうちTakata (Shanghai)  

Safety Systems Co., Ltdを含む13社の決

算日は12月31日であります。 

 連結財務諸表の作成に当たって、連結決

算日と異なる会社については、連結決算日

現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を

使用しております。それ以外の連結子会社

の決算日は連結決算日と一致しておりま

す。 

      

４．会計処理基準に関する事

項 

    

（１）在外連結子会社の会計

処理基準 

在外連結子会社は米国財務会計基準を採

用しております。 

    同左 

      

（２）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

イ 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 連結決算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）を採用しております。 

イ 有価証券 

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を採用してお

ります。 

時価のないもの 

    同左 

      

  ロ デリバティブ 

時価法を採用しております。 

ロ デリバティブ 

  同左 

      

  ハ たな卸資産 

 当社及び国内連結子会社は主として総

平均法による原価法（貸借対照表価額は

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法

により算定）を、また、在外連結子会社

は先入先出法による低価法を採用してお

ります。 

ハ たな卸資産 

 当社及び国内連結子会社は主として総

平均法による原価法（貸借対照表価額は

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法

により算定）を、また、在外連結子会社

は先入先出法による低価法を採用してお

ります。 

  （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」（企業会計基準第９

号 平成18年７月５日公表分）を適用し

ております。 

 これに伴う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損

失に与える影響は軽微であります。  
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項目 
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を、

また、在外連結子会社は定額法を採用し

ております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。 

イ 有形固定資産（リース資産を除く） 

  同左 

  建物及び構築物 5～40年 

機械装置及び運搬具 3～ 7年 

その他 2～20年 

  

      

  ロ 無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウエアについ

ては、社内における利用可能期間（2～5

年）に基づいております。 

耐用年数の見積りが可能な無形固定資

産については見積耐用年数に基づいてお

ります。 

ロ 無形固定資産（リース資産を除く） 

 同左 

    

ハ リース資産 

当社及び国内連結子会社は所有権移転

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

ております。 

  

ハ リース資産 

 同左 

      

（４）繰延資産の処理方法   株式交付費 

支出時に全額費用として処理しており

ます。 

  株式交付費 

  同左 

      

（５）重要な引当金の計上基

準 

イ 貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備え

るため、当社及び国内連結子会社は一般

債権については貸倒実績率等により、貸

倒懸念債権等特定の債権については個別

に回収可能性を勘案し、回収不能見込額

を計上しております。また在外連結子会

社は主として特定の債権について回収不

能見込額を計上しております。 

イ 貸倒引当金 

  同左 

      

  ロ 製品保証引当金 

納入済製品等の補修費支出に備えて、

過去の実績と当連結会計年度の発生状況

を考慮した所要見込額を計上しておりま

す。 

ロ 製品保証引当金 

  同左 
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項目 
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） 

  ハ 役員賞与引当金 

役員賞与の支給に備えるため、支給

見込額に基づき計上しております。 

ハ 役員賞与引当金 

───────────── 

      

  ニ 退職給付引当金 

当社及び連結子会社において、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

の見込額に基づき計上しております。 

当社及び国内連結子会社の会計基準変

更時差異（829百万円）については15年

による均等額を費用処理しております。

過去勤務債務は、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（15

年）による定額法により費用処理してお

ります。数理計算上の差異は、各連結会

計年度の発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数（15年）に

よる定額法により按分した額をそれぞれ

発生の翌連結会計年度から費用処理する

こととしております。 

ニ 退職給付引当金 

同左  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(会計方針の変更) 

当連結会計年度より、「「退職給付に

係る会計基準」の一部改正(その３)」

(企業会計基準19号 平成20年７月31日)

を適用しております。 

なお、これによる営業利益、経常利益

及び税金等調整前当期純利益に与える影

響はありません。  

      

  ホ 役員退職慰労引当金 

当社において、役員及び執行役員の退

職金の支出に備えるため、役員退職金支

給及び執行役員退職金支給に係る内規に

基づく期末要支給額の総額を計上してお

ります。 

ホ 役員退職慰労引当金 

   同左  

      

（６）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準 

外貨建債権債務は、連結決算日の直物

為替相場により円貨に換算し、為替差額

は損益として処理しております。なお、

在外連結子会社等の資産及び負債は、連

結決算日の直物為替相場により円貨に換

算し、収益及び費用は期中平均相場によ

り円貨に換算し、換算差額は純資産の部

における為替換算調整勘定及び少数株主

持分に含めて計上しております。 

   同左 

      

 （７）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おります。ま

た、金利スワップについて特例処理の条

件を充たしている場合には特例処理を採

用しております。 

イ ヘッジ会計の方法 

   同左 
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項目 
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） 

  ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

当連結会計年度にヘッジ会計を適用

したヘッジ対象とヘッジ手段は以下の

とおりであります。 

ヘッジ手段…金利スワップ、 

通貨オプション 

ヘッジ対象…借入金、売掛金、 

買掛金 

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

当連結会計年度にヘッジ会計を適用

したヘッジ対象とヘッジ手段は以下の

とおりであります。 

ヘッジ手段…金利スワップ、為替予

約、通貨オプション 

ヘッジ対象…借入金、売掛金、 

買掛金 

      

  ハ ヘッジ方針 

当社の内規である「市場リスク管理

方針」に基づき、金利変動リスク及び

為替変動リスクをヘッジしておりま

す。 

ハ ヘッジ方針 

  同左 

      

  ニ ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ対象の相場変動又はキャッシ

ュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相

場変動又はキャッシュ・フロー変動の累

計を比較し、その変動額の比率によって

有効性を評価しております。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おりま

す。 

ニ ヘッジ有効性評価の方法 

   同左 

      

 (８)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 

税抜方式によっております。 

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につい

ては、全面時価評価法を採用しておりま

す。 

   同左 

      

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

のれんの償却については、発生年度よ

り20年以内の効果の及ぶ期間にわたり、

定額法により償却を行っております。  

なお、当連結会計年度における償却期

間は主として12年であります。  

  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、随時引き出し可能な預金及び

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取得日

から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

    同左 
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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） 

（リース取引に関する会計基準）  ─────────────── 

当社及び国内連結子会社は、所有権移転外ファイナ

ンス・リース 取引については、従来、賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によっておりましたが、当

連結会計年度より「リース取引に関する会計基準」

（企業会計基準第13号（平成５年６月17日(企業会計

審議会第一部会）、平成19年３月30日改正)）及び

「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認

会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改

正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。 

なお、リース取引 開始日が適用初年度開始前の所

有権移転外ファイナンス・リース取引については、引

き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

を適用しております。 

これに伴う、営業利益、経常利益及び税金等調整前

当期純損失に与える影響はありません。 

  

（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） 

 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」（実務

対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結

決算上必要な修正を行っております。 

 これにより、期首剰余金が8,315百万円減少しており

ます。また営業利益、経常利益及び税金等調整前当期

純損失に与える影響は軽微であります。 

  

（提出会社のロイヤリティ収入等計上区分） 

 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な重要性を有し、

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、所在地別セグメント情報における日本セグメント

の売上高及び営業利益がそれぞれ1,885百万円増加して

おります。  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

─────────────── 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

─────────────── 
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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） 

前連結会計年度まで流動資産「その他」に含めて表示

しておりました「有価証券」は、当連結会計年度におい

て、資産の総額の100分の１を超えたため区分掲記しま

した。 

なお、前連結会計年度の「有価証券」は999百万円で

あります。 

  

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 たな卸資産の内訳は次のとおりであります。 ※１ たな卸資産の内訳は次のとおりであります。 

商品及び製品  7,964 百万円 

仕掛品  4,426 百万円 

原材料及び貯蔵品  26,226 百万円 

商品及び製品  8,769 百万円 

仕掛品  5,354 百万円 

原材料及び貯蔵品  27,604 百万円 

    

※２ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。 

※２ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。 

投資有価証券（株式）  84 百万円 

その他（関係会社出資金）  776 百万円 

投資有価証券（株式）  81 百万円 

その他（関係会社出資金）  721 百万円 

    

※３ 担保に供している資産 ※３ 担保に供している資産 

上記物件は、その他流動負債41百万円、その他固定負

債167百万円の担保に供しております。 

機械装置及び運搬具  283 百万円 

上記物件は、その他固定負債 百万円の担保に供し

ております。 

機械装置及び運搬具  286 百万円 

186

    

※４ 減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれてお

ります。 

※４ 減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれてお

ります。 

    

５ 偶発債務 

損害賠償請求訴訟 

米国ハワイ州における交通事故に関し、当社製品で

あるシートベルトの欠陥により被害を被ったとする被

害者より提訴されていた損害賠償請求訴訟について、

平成18年4月に損害賠償金17.2百万米ドルの支払いを命

じる第一審判決を受けました。当社としては、当社製

品と交通事故による損害との間に因果関係はない旨を

主張しており、第一審判決を不服として控訴し、現在

係争中であります。 

          ─────────────── 
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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 期末たな卸資産は収益性の低下に伴う簿価切下後の

金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含

まれております。 

※１ 期末たな卸資産は収益性の低下に伴う簿価切下後の

金額であり、次のたな卸資産評価損（△は戻入益）

が売上原価に含まれております。 

   119 百万円    △109 百万円 

    

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

発送運賃  7,783 百万円 

給与手当  13,117 百万円 

貸倒引当金繰入  481 百万円 

退職給付費用  139 百万円 

役員退職慰労引当金繰入  91 百万円 

研究開発費  18,781 百万円 

支払手数料  5,697 百万円 

発送運賃  6,327 百万円 

給与手当  10,647 百万円 

貸倒引当金繰入  78 百万円 

退職給付費用  605 百万円 

役員退職慰労引当金繰入  122 百万円 

研究開発費  14,158 百万円 

支払手数料  3,734 百万円 

    

※３ 研究開発費の総額は18,781百万円であり、すべて一

般管理費に計上しております。 

※３ 研究開発費の総額は 百万円であり、すべて一

般管理費に計上しております。 

14,158

    

※４ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 ※４ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

建物及び構築物  134 百万円 

機械装置及び運搬具  61 百万円 

その他  57 百万円 

計  253 百万円 

土地  120 百万円 

機械装置及び運搬具  17 百万円  

その他  13 百万円 

計  151 百万円 

    

※５ 保険金収入は、平成18年３月に発生したMonclova工

場の爆発事故にかかわるものであります。 

       ─────────────── 

    

 ※６  過年度損益修正益は、米州連結子会社において過年

度に認識した社会統合基金並びに社会保険融資負担金

に関する費用について、負担の見込みが解消したため

に戻し入れたものであります。 

     ─────────────── 

    

─────────────── ※７ 特別退職金減額益は、欧州地域において計上した事

業再編に伴う特別退職金の支払い債務が、労使交渉の

進展を受けて一部減額されたことによるものでありま

す。 

    

※８ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。        ─────────────── 

機械装置及び運搬具  15 百万円 

その他  14 百万円 

計  30 百万円 
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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） 

※９ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

  

  

建物及び構築物  19 百万円 

機械装置及び運搬具  102 百万円 

その他  67 百万円 

計  189 百万円 

※９ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

  

建物及び構築物  14 百万円 

機械装置及び運搬具  95 百万円 

ソフトウェア   165 百万円  

その他  52 百万円 

計  328 百万円 

※10 減損損失 

 減損損失は在外連結子会社において、米国財務会計

基準審議会基準書第144号「長期性資産の減損と処分に

関する会計処理」を適用して認識したものでありま

す。 

 米州連結子会社におきまして、シートベルト製造設

備及びエアバッグ製造設備について取引量の減少によ

る稼働率の低下が発生しており減損の兆候が認められ

たため、帳簿価額を回収可能額まで減額しておりま

す。加えて、欧州の連結子会社におきましてシートベ

ルト製造設備について、特定のOEM先の製品の製造停止

見込みにより収益性が低下して減損の兆候が認められ

たため、帳簿価額を回収可能額まで減額しておりま

す。アジアの連結子会社では工場の移転に伴い旧工場

が閉鎖されたため減損損失を計上しております。 

 これらの内訳は建物及び構築物166百万円、機械装置

及び運搬具774百万円、建設仮勘定144百万円、その他

71百万円であります。 

※10 減損損失 

 減損損失は在外連結子会社において、米国財務会計

基準ASC360「有形固定資産」（旧米国会計基準準審議

会基準書第144号「長期性資産の減損と処分に関する会

計処理」）を適用して認識したものであります。 

 米州連結子会社におきまして、取引量の減少等によ

り稼動休止状態となったエアバッグ製造設備及びERPシ

ステムについて、回収可能価額を見積もり、当該価額

まで減額しております。なお回収可能価額は、稼動休

止状態という実態に鑑み、使用価値をゼロとしており

ます。 

 これらの内訳は、機械装置及び運搬具 百万円、そ

の他 百万円であります。 

113

192

    

 ※11 事業再編損 

欧米地域における事業再編に係る損失であり、その

内訳は米州連結子会社における工場縮小及び閉鎖にか

かる特別退職金253百万円、生産効率化のための設備移

転や構造改善のための費用817百万円、欧州連結子会社

における工場縮小及び閉鎖にかかる特別退職金6,158百

万円及び在庫評価損959百万円、事業構造改善のための

コンサルティング費用418百万円であります。 

 ※11  事業再編損 

欧米地域における事業再編に係る損失であり、その

内訳は米州連結子会社における工場縮小及び閉鎖にか

かる特別退職金 百万円、欧州連結子会社における工

場縮小及び閉鎖にかかる特別退職金355百万円、在庫評

価損332百万円、その他工場閉鎖にかかる損失336百万

円であります。 

228

    

 ※12  特許和解金 

当社グループ製品による他社の特許権侵害にかかる

訴訟に際して発生した和解金であります。 

           ─────────────── 

  

    

 ※13 過年度損益修正損 

過年度損益修正損は、米州連結子会社における過年

度の未確定付加価値税等に関して、減額措置の恩恵の

見込みがなくなったため、当該額を損失として計上し

たものであります。 

           ─────────────── 

  

    

 ※14 その他は当社グループの主要市場である北米市場に

おいて、主要顧客の一つであるクライスラー社が連邦

破産法(第11章)を申請し、破綻したことに係る損失で

あります。 

           ─────────────── 
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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 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び総数に関する事項 

 （注）１．普通株式の発行済株式総数の増加は新株予約権及びストック・オプションの行使による増加であります。 

（注）２．普通株式の自己株式の増加は単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項  

（注）当連結会計年度減少は、新株予約権の行使によるものであります。 

３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

(2) 基準日が当期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）

  
前連結会計年度末

株式数(株) 
当連結会計年度
増加株式数(株) 

当連結会計年度 
減少株式数(株) 

当連結会計年度末
株式数(株) 

発行済株式数         

普通株式（注）１  81,521,900  406,500 -   81,928,400

合計  81,521,900  406,500 -   81,928,400

自己株式         

普通株式（注）２  97  62 -   159

合計  97  62 -   159

区分 
新株予約権の内
訳 

新株予約権の
目的となる株
式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計
年度末残高 
（百万円） 

前連結会計
年度末 

当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

提出会社 

（親会社） 

平成17年３月 

29日発行（注） 
普通株式  2,000,000 -   400,000  1,600,000 -  

合計  - -  

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５月21日 

取締役会 
普通株式  1,630  20 平成20年３月31日 平成20年６月12日 

平成20年11月19日 

取締役会 
普通株式  1,638  20 平成20年９月30日 平成20年12月５日 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資
1株当たり

配当額（円） 
基準日 効力発生日

平成21年５月20日 

取締役会 
普通株式  409 利益剰余金  5 平成21年３月31日 平成21年６月11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 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び総数に関する事項 

 （注）１．普通株式の発行済株式総数の増加は新株予約権及びストック・オプションの行使による増加であります。 

（注）２．普通株式の自己株式の増加は単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項  

（注）当連結会計年度減少は、新株予約権の行使及び失効によるものであります。 

３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

(2) 基準日が当期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 

 （注）決議予定日を記載しております。 

  

  
前連結会計年度末

株式数(株) 
当連結会計年度
増加株式数(株) 

当連結会計年度 
減少株式数(株) 

当連結会計年度末
株式数(株) 

発行済株式数         

普通株式（注）１  81,928,400  1,233,300 -  83,161,700

合計  81,928,400  1,233,300 -  83,161,700

自己株式         

普通株式（注）２  159  137 -  296

合計  159  137 -  296

区分 
新株予約権の内
訳 

新株予約権の
目的となる株
式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計
年度末残高 
（百万円） 

前連結会計
年度末 

当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

提出会社 

（親会社） 

平成17年３月 

29日発行（注） 
普通株式  1,600,000 －  1,600,000 － － 

合計 - － 

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５月20日 

取締役会 
普通株式  409  5 平成21年３月31日 平成21年６月11日 

平成21年11月20日 

取締役会 
普通株式  409  5 平成21年９月30日 平成21年12月14日 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資
1株当たり

配当額（円） 
基準日 効力発生日

平成22年５月20日 

取締役会（注） 
普通株式  1,247 利益剰余金  15 平成22年３月31日 平成22年６月８日
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（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） 

※  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 

（平成21年３月31日現在）

※  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 

（平成22年３月31日現在）

  (百万円) 

現金及び預金勘定  97,572

その他流動資産に含まれるコマーシ

ャルペーパー 

 999

預入期間が３か月を超える定期預金  △222

現金及び現金同等物  98,348

  (百万円) 

現金及び預金勘定  84,690

有価証券勘定  16,000

預入期間が３か月を超える定期預金  △2,480

現金及び現金同等物  98,210
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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（借主側） 

所有権移転外ファイナンス・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あり

ます。 

１．ファイナンス・リース取引（借主側） 

所有権移転外ファイナンス・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あり

ます。 

 (1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失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、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額  

  
取得 
価額 
相当額 

減価償却 
累計額 
相当額 

期末
残高 
相当額 

  
（百万円） （百万円） （百万円）

その他 7  3  4  

  
取得
価額 
相当額 

減価償却 
累計額 
相当額 

期末
残高 
相当額 

  
（百万円） （百万円） （百万円）

その他   7   4   3

(2）未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内 1  百万円

１年超 3  百万円

合計 4  百万円

１年内   百万円1

１年超   百万円1

合計   百万円3

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 

支払リース料  1 百万円 

減価償却費相当額  1 百万円 

支払利息相当額  0 百万円 

支払リース料  1 百万円 

減価償却費相当額  1 百万円 

支払利息相当額  0 百万円 

 (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

額法によっております。 

  

 (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

額法によっております。 

  

 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 

 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 

１年内  1,249 百万円

１年超   2,410 百万円

合計    3,659 百万円

１年内    百万円906

１年超     百万円1,467

合計      百万円2,373

 （減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はありません。 

 （減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はありません。 
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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 

 当社グループは、設備投資を含む必要資金について、営業活動にもとづく自己資金、及び随時の銀行借入等

により調達することとしております。また一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用することとしてお

り、投機的なデリバティブは一切行わない方針であります。 

  

(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おります。 

 投資有価証券は、主に「その他の有価証券」に分類される長期保有を目的とした株式であり、市場価格の変

動リスクに晒されております。 

 営業債務である支払手形及び買掛金は、短期に決済されるものであります。 

 借入金は短期及び長期で借入を行っており、長期については主に設備投資資金の調達を目的としておりま

す。長期借入金の一部については金利の変動リスクに晒されておりますが、金利スワップ取引を利用してヘッ

ジを行っております。 

 デリバティブ取引は、グループ間の取引により発生する債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを

目的とした先物為替予約取引、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ

取引であります。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「４．会計処理基準に関する事

項 (７)重要なヘッジ会計の方法」をご参照下さい。 

  

(3)金融商品に係るリスク管理体制 

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 

 当社グループは、与信管理規程に従い、営業債権について、各社の担当部門が主管し取引相手先ごとの残高

を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。 

  デリバティブ取引については、取引相手先を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おります。 

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理 

 当社グループは、グループ間の取引により発生する外貨建の債権債務を有しておりますが、取引通貨を会社

ごとにできるだけ一致させることにより、為替リスクの発生を低減しているほか、ロングとなる通貨残高につ

いては、随時に為替予約によりヘッジをすることとしております。また当社グループは、借入金に係る支払金

利の変動リスクを抑制するために、固定金利借入や金利スワップ取引を利用しております。 

 投資有価証券については、基本的に業務上の取引を有する優良企業株式に保有を限定しております。 

 市場リスクを管理方針に従い、担当部署が所定の手続きを実施して行っております。グループ各社において

も同様の手続きによっております。 

  

(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含

まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用するこ

とにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバティブ取引関係」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、次のとおりであり

ます。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含まれておりません（（注）２．参

照）。  

 (*1)売掛金及び受取手形に対応する貸倒引当金を控除しております。 

 (*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（ ）で示しております。 

 (*3)長期借入金は、1年内返済予定の長期借入金と長期借入金を含んだ金額で表示しております。 

  (*4)負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。  

 （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 

 これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

によっております。ただし、一部の債権については、回収不能額を見積もることにより時価を算定してお

ります。 

(3)有価証券及び投資有価証券 

 これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また有価証券は譲渡性預金であります

が、これは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価格に近似していることから、当該帳簿価格

によっております。 

負 債 

(1)支払手形及び買掛金、(2)短期借入金、(3)コマーシャルペーパー、(4)未払法人税等 

 これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

によっております。 

(5)長期借入金   

これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規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おります。  

デリバティブ取引 

 注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。 

  
連結貸借対照表計上額

（百万円） 
時価（百万円） 差額（百万円）

(1）現金及び預金 84,690 84,690 － 

(2）受取手形及び売掛金(*1) 62,576 62,576 － 

(3) 有価証券及び投資有価証券 27,073 27,073 － 

 資産計 174,340 174,340 － 

(1）支払手形及び買掛金 (25,822)  (25,822) － 

(2）短期借入金 (8,324) (8,324) － 

(3) コマーシャルペーパー  (3,000) (3,000) － 

(4) 未払法人税等  (4,701) (4,701) － 

(5) 長期借入金(*3)  (70,369) (70,328) △42 

 負債計 (112,218) (112,176) △42 

 デリバティブ取引(*2) (36) (36) － 
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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、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「（3）

有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。 

３．金銭債権、満期のある有価証券及び借入金等の連結決算日後の償還予定額 

  

（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）を適用しております。 

  

  

  

  

区分  連結貸借対照表計上額（百万円）  

非上場株式 5,331   

関連会社株式 81   

  
１年以内

  (百万円）  

１年超
５年以内  
 (百万円） 

５年超 
10年以内 
 (百万円）  

10年超
 (百万円） 

現金及び預金 84,690 － － － 

受取手形及び売掛金 62,576 － － － 

有価証券及び投資有価証券     

その他有価証券のうち満期

があるもの  
    

その他 16,000 － － － 

合計 163,266 － － － 

短期借入金 8,324 － － － 

コマーシャルペーパー 3,000 － － － 

長期借入金 16,368 53,895 104 － 

合計 27,693 53,895 104 － 
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前連結会計年度（平成21年３月31日）  

１．その他有価証券で時価のあるもの  

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

４．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的債券の今後の償還予定額 

  

（有価証券関係）

  種類 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 2,926  7,577 4,651

(2)債券       

① 国債・地方債等  -   -  -

② 社債  -   -  -

③ その他  -   -  -

(3)その他  -   -  -

小計 2,926  7,577 4,651

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 181  151 △30

(2)債券       

① 国債・地方債等  -   -  -

② 社債  -   -  -

③ その他  -   -  -

(3)その他  -   -  -

小計 181  151 △30

合計 3,108  7,728 4,620

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） 

 1,025  -  2

  連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券   

非上場株式  5,539

コマーシャルペーパー  999

  
１年以内

（百万円） 

その他有価証券   

コマーシャルペーパー  999
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当連結会計年度（平成22年３月31日） 

１．その他有価証券 

（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額、5,331百万円）については、市場価額がなく、時価を把握することが極めて

困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

  

  

  種類 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 3,177 10,973  7,796

(2)債券       

① 国債・地方債等 -  -  -  

② 社債 100 100  0

③ その他 -  -  -  

(3)その他  -  -  -  

小計 3,277 11,073  7,796

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 0 0  △0

(2)債券       

① 国債・地方債等 -  -  -  

② 社債 -  -  -  

③ その他 -  -  -  

(3)その他 16,000 16,000 -  

小計 16,000 16,000  △0

合計 19,277 27,073  7,796
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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 

  

（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 

利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引、金利スワップ取引及び通貨オプション取引であります。 

  

(2)取引に対する取組方針 

デリバティブ取引は、将来の為替及び金利の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

針です。 

  

(3)取引の利用目的 

デリバティブ取引は、通貨関連では外貨建金銭債権債務の為替変動リスクを回避し、金利関連では借入金利等の将

来の金利市場における利率上昇による変動リスクを回避する目的で利用しております。 

 なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。 

  

ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。また、金利スワップについて特例処理の条件を充たしている場合には特例処

理を採用しております。 

  

ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ、為替予約、通貨オプション 

ヘッジ対象…借入金、売掛金、買掛金 

  

ヘッジ方針 

当社の内規である「市場リスク管理方針」に基づき、金利変動リスク及び為替変動リスクをヘッジしておりま

す。 

  

ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動

の累計を比較し、その変動額の比率によって有効性を評価しております。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おります。 

  

(4)取引に係るリスクの内容 

 為替予約取引及び通貨オプション取引は為替相場の変動によるリスクを、金利スワップ取引は市場金利の変動に

よるリスクを有しております。 

 なお、取引相手先はいずれも信用度の高い金融機関であるため、相手方の契約不履行によるリスクはほとんどな

いと認識しております。 

  

(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、取引権限を定めた社内ルールに従い、決済担当者の承認を得て行っ

ております。 

  

(6)取引の時価等に関する事項についての補足説明 

 取引の時価等に関する事項についての契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、または

計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 
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２．取引の時価等に関する事項 

  

  

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） 

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  

  

（２）金利関連  

区分 種類 契約額等
契約額等の
うち１年超 

時価 評価損益 

市場取引以外の取引 
為替予約 

ユーロ 売建  

千ユーロ

44,026

百万円

-

百万円

5,830

百万円 

 △114

 （注）１．時価の算定方法 

取引先金融機関等から提示された時価等に基づき算定しております。 

  ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

ヘッジ会計の方法 種類 
主なヘッジ

対象  
契約額等

契約額等の 
うち１年超 

時価 

原則的処理 
為替予約取引 

米ドル 売建  

売掛金及び

買掛金 

千ドル

29,000

百万円 

- 

百万円 

 2,578

 （注）１．時価の算定方法 

取引先金融機関等から提示された時価等に基づき算定しております。 

ヘッジ会計の方法 種類 
主なヘッジ

対象  
契約額等

契約額等の 
うち１年超 

時価 

金利スワップの特例処

理 

金利スワップ取引 

変動受取・固定支払  
 借入金 

百万円

16,977

百万円 

 12,512

百万円 

 △197

 （注）１．時価の算定方法 

取引先金融機関等から提示された時価等に基づき算定しております。  
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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、確定拠出年金制度及び退職一時金制度を採用しております。退職一時金制度は

退職時までに取得したポイントを基準に退職金を算定するポイント制退職金制度であります。 

また、一部の在外連結子会社では確定拠出型または確定給付型の制度を採用しております。 

２．退職給付債務に関する事項 

３．退職給付費用に関する事項 

（注）「(7)その他」は、確定拠出年金への掛金支払額等であります。 

  

（退職給付関係）

  
  

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) 退職給付債務（百万円）  △7,235  △7,686  

(2) 年金資産（百万円）  61  64  

(3) 未積立退職給付債務（百万円）  △7,174  △7,621  

(4) 会計基準変更時差異の未処理額（百万円）  △140  △118  

(5) 未認識数理計算上の差異（百万円）  367  293  

(6) 未認識過去勤務債務（百万円）  △730  △639  

(7) 連結貸借対照表計上純額(3)+(4)+(5)+(6) （百万円）  △7,678  △8,086  

(8) 前払年金費用（百万円）  12  2  

(9) 退職給付引当金(7)-(8) （百万円）  △7,690  △8,089  

  

  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) 勤務費用（百万円）    251  277

(2) 利息費用（百万円）    373  368

(3) 期待運用収益（百万円）    △2  △2

(4) 会計基準変更時差異の費用処理額（百万円）    △19  △19

(5) 数理計算上の差異の費用処理額（百万円）    34  27

(6) 過去勤務債務の費用処理額（百万円）    △66  △66

(7) その他（百万円）    93  535

計    664  1,119
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４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  

  
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) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準 

(2) 割引率（％） 当社及び国内連結子会社    2.00 当社及び国内連結子会社      2.00

  在外連結子会社    6.00～11.16 在外連結子会社    ～  5.45 11.16

(3) 期待運用収益率（％） 在外連結子会社   主として5.00 在外連結子会社   主として  5.00

(4) 過去勤務債務の額の処理年数（年） 当社及び国内連結子会社      15 当社及び国内連結子会社        15

  

（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定額法に

より費用処理しております。） 

同左 

(5) 数理計算上の差異の処理年数（年） 15  15

  

(当社及び国内連結子会社は、各連

結会計年度の発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年

数による定額法により按分した額を

それぞれ発生の翌連結会計年度から

費用処理することとしております。

在外連結子会社は数理計算上の差異

について回廊アプローチを採用して

おります。) 

同左 

(6) 会計基準変更時差異の処理年数（年）  15  15
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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．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1)ストック・オプションの内容 

（注）株式数に換算して記載しております。 

(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況 

当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

株式数に換算して記載しております。 

①ストック・オプションの数 

②単価情報 

  

（ストック・オプション等関係）

  平成17年５月10日発行

付与対象者の区分及び人数 当社取締役  10名 

当社監査役  ２名 

当社従業員  83名 

子会社役職員 40名 

  

ストック・オプション数（注） 普通株式 901,000株   

付与日 平成17年５月10日   

権利確定条件 権利確定条件は付しておりません。   

対象勤務期間 

対象勤務期間は付しておりませんが、行使時点において

も当社または当社子会社の取締役、監査役もしくは従業

員の地位にあることを要します。ただし当社の取締役会

で別の定めをした場合はこの限りではありません。 

  

権利行使期間 平成17年７月１日から 

平成22年３月31日まで 

  

  平成17年５月10日発行

権利確定前  -  

前連結会計年度末 -  

付与 -  

失効 -  

権利確定 -  

未確定残 -  

権利確定後   

前連結会計年度末  546,800

権利確定 -  

権利行使  6,500

失効 -  

未行使残  540,300

  平成17年５月10日発行

権利行使価格       (円)  1,840

行使時平均株価      (円)  2,261

公正な評価単価（付与日） (円) -  
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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．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1)ストック・オプションの内容 

（注）株式数に換算して記載しております。 

(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況 

当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

株式数に換算して記載しております。 

①ストック・オプションの数 

②単価情報 

  

  平成17年５月10日発行

付与対象者の区分及び人数 当社取締役  10名 

当社監査役  ２名 

当社従業員  83名 

子会社役職員 40名 

  

ストック・オプション数（注） 普通株式 901,000株   

付与日 平成17年５月10日   

権利確定条件 権利確定条件は付しておりません。   

対象勤務期間 

対象勤務期間は付しておりませんが、行使時点において

も当社または当社子会社の取締役、監査役もしくは従業

員の地位にあることを要します。ただし当社の取締役会

で別の定めをした場合はこの限りではありません。 

  

権利行使期間 平成17年７月１日から 

平成22年３月31日まで 

  

  平成17年５月10日発行

権利確定前 -  

前連結会計年度末 -  

付与 -  

失効 -  

権利確定 -  

未確定残 -  

権利確定後 -  

前連結会計年度末  540,300

権利確定 -  

権利行使  133,300

失効  407,000

未行使残 -   

  平成17年５月10日発行

権利行使価格       (円)  1,840

行使時平均株価      (円)  2,046

公正な評価単価（付与日） (円) -  
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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の

内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産 （百万円） 

たな卸資産  1,466

固定資産  5,291

のれん  132

未払費用及び製品保証引当金  6,874

退職給付引当金  1,801

役員退職引当金  742

税務上の繰越欠損金  3,464

繰越税額控除  2,103

その他  2,145

繰延税金資産小計  24,021

評価性引当額  △7,326

繰延税金資産合計  16,694

繰延税金負債   

減価償却費  △83

子会社の留保利益金  △6,212

その他有価証券評価差額金  △1,854

その他  △80

繰延税金負債合計  △8,231

繰延税金資産純額  8,463

繰延税金資産 （百万円） 

たな卸資産  1,465

固定資産  4,865

未払費用及び製品保証引当金  10,318

退職給付引当金  1,918

役員退職引当金  771

税務上の繰越欠損金  2,989

繰越税額控除  956

その他  1,356

繰延税金資産小計  24,641

評価性引当額  △9,809

繰延税金資産合計  14,832

繰延税金負債   

子会社の留保利益金  △5,421

その他有価証券評価差額金  △3,157

その他  △136

繰延税金負債合計  △8,715

繰延税金資産純額  6,117

    

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に

含まれております。 

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に

含まれております。 

  （百万円） 

流動資産－繰延税金資産  8,938

固定資産－繰延税金資産  5,899

流動負債－繰延税金負債  △160

固定負債－繰延税金負債  △6,213

  （百万円） 

流動資産－繰延税金資産  8,765

固定資産－繰延税金資産  3,782

流動負債－繰延税金負債  △121

固定負債－繰延税金負債  △6,308

    

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 

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 

 税金等調整前当期純損失であるため、記載を省略してお

ります。 

 

  

  （％） 

法定実効税率     40.5

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目    0.6

試験研究費等特別控除        △1.8

海外税率差   △16.7

未分配利益の税効果  △3.5

評価性引当額        32.8

その他        △0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率  51.7
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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）  

 

 主に米州及びアジア子会社において、工場閉鎖または移転により稼働休止となった旧工場建屋及び土地を、遊休状態に

て有しております。 

 

 当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当連結会計年度増減額及び時価は、次のとおりであります。   

 (注) １．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。  

２．当連結会計年度の増減要因の主なものは、米州地域における工場閉鎖による遊休不動産の増加257百万円で

あります。 

３．当連結会計年度末の時価は、主に外部コンサルタントによる評価額に基づき算定しております。  

 

（追加情報） 

 当連結会計年度より、「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第20号 平成20年11月28日）

及び「賃貸等不動産の時価等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23号 平成20年11月28日）

を適用しております。  

  

（賃貸不動産関係）

 連結貸借対照表計上額（百万円） 当連結会計年度末の時価 

（百万円） 前連結会計年度末残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高 

 1,329   241   1,571   1,951
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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）及び当連結会計年度（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。 

  

近２連結会計年度の所在地別セグメント情報は次のとおりであります。 

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） 

 「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」に記載の通り、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1,885百万

円増加しております。 

  

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．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）

Ⅰ．売上高及び営業利益               

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高  88,861  142,333  109,368  44,937  385,499 -   385,499

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 36,063  12,589  2,764  23,358  74,775  (74,775) -  

計  124,925  154,923  112,132  68,295  460,275  (74,775)  385,499

営業費用  123,750  157,944  115,515  61,049  458,260  (75,605)  382,654

営業利益（△営業損失）  1,174  △3,021  △3,383  7,245  2,015  830  2,845

Ⅱ．資産  95,355  104,599  91,066  44,329  335,351  (19,999)  315,352
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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 

  

  
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）

Ⅰ．売上高及び営業利益               

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高  71,926  129,727  94,069  55,190  350,914 -   350,914

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 34,646  13,623  4,066  17,559  69,896  (69,896) -  

計  106,573  143,351  98,136  72,750  420,811  (69,896)  350,914

営業費用  99,543  145,104  96,803  64,308  405,759  (69,498)  336,260

営業利益（△営業損失）  7,030  △1,753  1,332  8,442  15,052  (397)  14,654

Ⅱ．資産  104,160  109,448  83,505  56,454  353,568  (23,528)  330,040
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近２連結会計年度の海外売上高は、次のとおりであります。 

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 

  

ｃ．海外売上高

  米州 欧州 アジア 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  143,043  108,277  44,758  296,079

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  385,499

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 37.1  28.1  11.6  76.8

  米州 欧州 アジア 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  130,351  88,314  56,560  275,226

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  350,914

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 37.1  25.2  16.1  78.4
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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） 

 当連結会計年度より、「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 平成18年10月17日）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 平成18年10月17日）を適

用しております。 

 この結果、従来の開示対象範囲に加えて、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が開示対

象に追加されております。  

  

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との取引 

（ア）連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注) エスティーティー株式会社は、当社代表取締役高田重一郎及びその近親者が議決権の85％を保有(間接保有分

含む)する会社であり、同社との取引価格は一般の取引条件を考慮して決定しております。 

  

(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 

（ア）連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等 

  

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注) エスティーティー株式会社は、当社代表取締役高田重一郎及びその近親者が議決権の85％を保有(間接保有分

含む)する会社であり、STT (Philippines) Inc.はその子会社であります。両社との取引価格は一般の取引条件

を考慮して決定しております。 

  

  

（関連当事者情報）

種類 会社等
の名称 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）
  

 役員及び

その近親

者が議決

権の過半

数を所有

している

会社等 

エステ

ィーテ

ィー株

式会社 

 (注) 

東京都 

中央区 

  

 120

潤滑剤

等の製

造販売 

 －

原材料の仕入

  

  

原材料の

仕入等

（注）   121

 買掛金 3

   未払金 1

種類 会社等の
名称 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）

  

 役員及び

その近親

者が議決

権の過半

数を所有

している

会社等 

エスティ

ーティー

株式会社 

 (注) 

東京都 

中央区 

  

(百万円)  

 120

潤滑剤

等の製

造販売 

 －
原材料の

仕入等 

設備の

売上

(注） 
0   - -     

原材料の

仕入等

（注） 
  

996  買掛金 

    

46

     

 役員及び

その近親

者が議決

権の過半

数を所有

している

会社等 

STT

(Philip 

pines) 

Inc.  

フィリピン 

ラグナ 

  

(百万ペソ) 

         3

潤滑剤

等の製

造販売 

  

 －

原材料の

仕入等 

  

  

原材料の

仕入等

（注） 1,024

  
 買掛金 

  

 

 

72
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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） 

  

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との取引 

（ア）連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注)１．エスティーティー株式会社は、当社代表取締役高田重一郎及びその近親者が議決権の85％を保有(間接保有

分含む)する会社であり、同社との取引価格は一般の取引条件を考慮して決定しております。 

  ２．新株予約権の行使によるものであります。 

  

種類 会社等の名
称 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）
  

 役員及び

その近親

者が議決

権の過半

数を所有

している

会社等 

エスティー

ティー株式

会社 

 (注) 

東京都 

中央区 

  

 120

潤滑剤

等の製

造販売 

 －
原材料の 

仕入 

原材料の

仕入等  
 83

 買掛金 7

（注１）   

役員及び

その近親

者   

高田 暁子  

  
－  －    － 

（所有) 

 直接  0.36

代表取締役

高田重一郎

の配偶者  

増資の 

引受 

（注２）

 552  － － 

役員及び

その近親

者  

高田 弘久  
  

－  －   － 

（所有）  

 直接  
  
0.48

代表取締役

高田重一郎

の息子 

増資の 

引受 

（注２） 
 552  － －  

役員及び

その近親

者  

浜村 嗣  
  

 －  －  
当社監

査役  

（所有）  

 直接  0.01
    － 

増資の 

引受 

（注２） 
 11  － －  

役員及び

その近親

者  

小杉 教之  

  
 －  －  

当社取

締役  

（所有）  

 直接  0.01
  － 

増資の 

引受 

（注２） 
 11  － －  

役員及び

その近親

者  

福田 正  

  
 －  －  

当社取

締役  

（所有）  

 直接  0.02
  － 

増資の 

引受 

（注２） 
 21  － －  

役員及び

その近親

者  

高田 重久  

  
 －  －  

当社代

表取締

役  

（所有）  

 直接  4.39
  － 

増資の 

引受 

（注２） 
 920  － －  

役員及び

その近親

者  

清水 俊吉  

  
－  －  

当社執

行役員 

 (所有） 

 直接 0.03 
  － 

増資の 

引受 

（注２） 
 55  － －  

役員及び

その近親

者  

Heinrich 

Binder  

  

－  －  
当社執

行役員 

 (所有） 

直接  0.02
  － 

増資の 

引受 

（注２） 
 36  － －  
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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 

（ア）連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等 

  

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注) エスティーティー株式会社は、当社代表取締役高田重一郎及びその近親者が議決権の85％を保有(間接保有分

含む)する会社であり、STT (Philippines) Inc.はその子会社であります。両社との取引価格は一般の取引条件

を考慮して決定しております。 

  

  

種類 
会社等の名

称 
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) 

 役員及びそ

の近親者が

議決権の過

半数を所有

している会

社等 

エスティー

ティー株式

会社 (注) 

東京都 

中央区  

(百万円)  

120 

潤滑剤等の

製造販売 
 － 

原材料の

仕入等 

原材料の

仕入等

（注） 

        928  買掛金       149

 役員及びそ

の近親者が

議決権の過

半数を所有

している会

社等 

STT(Philipp 

ines)Inc.  

フィリピン

ラグナ  

(百万ペソ) 

       3 

潤滑剤等の

製造販売  
 － 

原材料の

仕入等  

原材料の

仕入等

（注） 

  1,123  買掛金       123
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 （注） １株当たり当期純利益金額及び１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

該当事項はありません。 

  

（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） 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純損失金額につい

ては、１株当たり当期純損失であり、また希薄化効果を有

している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

１株当たり純資産額       1,768.98円 

１株当たり当期純損失金額(△) △89.40円 

 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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

１株当たり純資産額       1,805.06円 

１株当たり当期純利益金額 84.62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) 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益又は当期純損失（△）（百万円）  △7,319  6,942

普通株主に帰属しない金額（百万円） - - 

普通株式に係る当期純利益 

又は当期純損失（△）（百万円） 
 △7,319  6,942

期中平均株式数（千株）  81,873  82,045

（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 31,887 22,263

受取手形 294 257

売掛金 ※1  11,512 ※1  18,406

有価証券 999 16,000

商品及び製品 625 917

仕掛品 354 357

原材料及び貯蔵品 2,737 3,204

前払費用 690 660

繰延税金資産 3,290 3,630

未収入金 ※1  4,922 ※1  5,961

未収還付法人税等 2,344 －

その他 79 57

貸倒引当金 △129 △185

流動資産合計 59,609 71,531

固定資産   

有形固定資産   

建物 17,981 17,952

減価償却累計額 △12,142 △12,809

建物（純額） 5,838 5,143

構築物 1,434 1,436

減価償却累計額 △1,191 △1,238

構築物（純額） 242 198

機械及び装置 11,858 11,878

減価償却累計額 △10,249 △10,830

機械及び装置（純額） 1,609 1,048

車両運搬具 105 110

減価償却累計額 △67 △83

車両運搬具（純額） 37 26

工具、器具及び備品 4,823 4,421

減価償却累計額 △3,817 △3,786

工具、器具及び備品（純額） 1,006 635

土地 5,787 5,860

建設仮勘定 164 171

有形固定資産合計 14,688 13,084

無形固定資産   

ソフトウエア 2,215 1,444

ソフトウエア仮勘定 631 466

その他 42 42

無形固定資産合計 2,889 1,953
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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) 

投資その他の資産   

投資有価証券 7,752 11,097

関係会社株式 96,990 97,360

関係会社出資金 10 －

関係会社長期貸付金 491 1,029

長期前払費用 16 197

繰延税金資産 396 －

その他 1,354 1,163

貸倒引当金 △70 △37

投資その他の資産合計 106,940 110,810

固定資産合計 124,518 125,848

資産合計 184,127 197,379

負債の部   

流動負債   

買掛金 ※1  4,386 ※1  11,154

短期借入金 26,000 6,700

コマーシャル・ペーパー 4,000 3,000

1年内返済予定の長期借入金 10,230 14,508

1年内償還予定の社債 1,500 －

未払金 1,950 1,379

未払費用 836 1,528

未払法人税等 － 1,900

前受金 4 1

預り金 66 125

前受収益 37 39

製品保証引当金 7,308 7,030

その他 0 60

流動負債合計 56,320 47,429

固定負債   

長期借入金 28,030 41,542

繰延税金負債 － 270

退職給付引当金 1,679 1,688

役員退職慰労引当金 1,833 1,905

長期前受収益 88 50

その他 － 6

固定負債合計 31,631 45,464

負債合計 87,952 92,894

純資産の部   

株主資本   

資本金 40,727 41,862
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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) 

資本剰余金   

資本準備金 41,193 42,328

資本剰余金合計 41,193 42,328

利益剰余金   

その他利益剰余金   

別途積立金 6,000 6,000

繰越利益剰余金 5,529 9,693

利益剰余金合計 11,529 15,693

自己株式 △0 △0

株主資本合計 93,450 99,882

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,725 4,638

繰延ヘッジ損益 － △36

評価・換算差額等合計 2,725 4,602

純資産合計 96,175 104,485

負債純資産合計 184,127 197,379

タカタ株式会社（7312）　平成22年３月期　決算短信

- 54 -



（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 86,964 70,772

原材料売上高 33,668 32,493

その他の売上高 4,950 3,804

売上高合計 ※1  125,583 ※1  107,069

売上原価   

製品期首たな卸高 1,237 625

当期製品製造原価 94,909 82,567

当期製品仕入高 10,167 5,558

他勘定受入高 ※2  388 ※2  176

合計 106,702 88,928

製品期末たな卸高 625 917

製品売上原価 ※1, ※8  106,076 ※1, ※8  88,011

売上総利益 19,506 19,058

販売費及び一般管理費 ※3, ※4  18,396 ※3, ※4  13,152

営業利益 1,110 5,905

営業外収益   

受取利息 46 81

受取配当金 ※1  2,249 ※1  1,464

為替差益 775 －

受取手数料 1 －

ロイヤリティー 40 35

その他 219 440

営業外収益合計 3,333 2,021

営業外費用   

支払利息 530 903

社債利息 14 6

為替差損 － 47

株式交付費 4 5

金融手数料 465 116

賃貸収入原価 26 －

ロイヤリティー精算金 － ※1, ※10  401

その他 185 102

営業外費用合計 1,228 1,582

経常利益 3,215 6,345

特別利益   

固定資産売却益 ※5  60 －

貸倒引当金戻入額 80 －

特別利益合計 140 －
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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) 

特別損失   

固定資産売却損 ※6  0 －

固定資産除却損 ※7  21 ※7  210

投資有価証券売却損 2 －

投資有価証券評価損 372 －

特許和解金 ※9  233 －

特別損失合計 630 210

税引前当期純利益 2,726 6,134

法人税、住民税及び事業税 △238 2,103

法人税等調整額 1,415 △951

法人税等合計 1,177 1,151

当期純利益 1,548 4,983
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（注）  ※１．主な内訳は次のとおりであります。 

※２．他勘定受入高の内訳は次のとおりであります。 

※３．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

  

※４．製造原価明細書については、表示の変更を行っております。詳細は「表示の変更(製造原価明細書の表

示方法)」をご参照ください。 

製造原価明細書

    
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） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円）
構成比
（％） 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

Ⅰ 材料費    79,680  82.4  71,050  86.0

Ⅱ 労務費    7,774  8.0  3,471  4.2

Ⅲ 経費 ※１  9,253  9.6  8,085  9.8

当期総製造費用    96,709  100.0  82,608  100.0

期首仕掛品たな卸高    675    354   

他勘定受入高 ※２  66    60   

合計    97,451    83,022   

期末仕掛品たな卸高    354    357   

他勘定振替高 ※３  2,187    97   

当期製品製造原価    94,909    82,567   

   原価計算の方法 

 原価計算の方法は工程別総合原価計

算であり、期中は標準原価を用い、原

価差額は期末において製品、仕掛品、

売上原価等に配賦しております。 

   原価計算の方法 

  同左 

項目 
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） 

外注加工費（百万円）  3,853  3,674

減価償却費（百万円）  2,150  1,649

項目 
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） 

その他（百万円）  66  60

項目 
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） 

研究開発費（百万円）  1,997 - 

その他（百万円）  190  97

合計（百万円）  2,187  97
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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 40,353 40,727

当期変動額   

新株の発行 373 1,134

当期変動額合計 373 1,134

当期末残高 40,727 41,862

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 40,819 41,193

当期変動額   

新株の発行 373 1,134

当期変動額合計 373 1,134

当期末残高 41,193 42,328

利益剰余金   

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 6,000 6,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,000 6,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 7,250 5,529

当期変動額   

剰余金の配当 △3,268 △819

当期純利益 1,548 4,983

当期変動額合計 △1,720 4,163

当期末残高 5,529 9,693

利益剰余金合計   

前期末残高 13,250 11,529

当期変動額   

剰余金の配当 △3,268 △819

当期純利益 1,548 4,983

当期変動額合計 △1,720 4,163

当期末残高 11,529 15,693

自己株式   

前期末残高 △0 △0

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 △0 △0

株主資本合計   

前期末残高 94,422 93,450
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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) 

当期変動額   

新株の発行 747 2,269

剰余金の配当 △3,268 △819

当期純利益 1,548 4,983

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △972 6,432

当期末残高 93,450 99,882

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 4,294 2,725

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,569 1,913

当期変動額合計 △1,569 1,913

当期末残高 2,725 4,638

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 387 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △387 △36

当期変動額合計 △387 △36

当期末残高 － △36

評価・換算差額等合計   

前期末残高 4,681 2,725

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,956 1,877

当期変動額合計 △1,956 1,877

当期末残高 2,725 4,602

純資産合計   

前期末残高 99,104 96,175

当期変動額   

新株の発行 747 2,269

剰余金の配当 △3,268 △819

当期純利益 1,548 4,983

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） △1,956 1,877

当期変動額合計 △2,929 8,310

当期末残高 96,175 104,485
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 該当事項はありません。 

  

  

継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針

項目 
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） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1)子会社株式 

総平均法による原価法を採用しておりま

す。 

(1)子会社株式 

同左 

      

  (2)その他有価証券 

時価のあるもの 

決算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）を採用

しております。 

(2)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を採用しており

ます。 

時価のないもの 

同左 

      

２．デリバティブの評価基準

及び評価方法 

デリバティブ 

時価法を採用しております。 

デリバティブ 

同左 

      

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1)製品・仕掛品・原材料 

 総平均法による原価法（貸借対照表価額

は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法

により算定）を採用しております。 

(1)製品・仕掛品・原材料 

 総平均法による原価法（貸借対照表価額

は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法

により算定）を採用しております。 

      

  (2)貯蔵品 

終仕入原価法による原価法を採用して

おります。 

(2)貯蔵品 

終仕入原価法による原価法を採用して

おります。 

    

(会計方針の変更) 

  当事業年度より「棚卸資産の評価に関す

る会計基準」（企業会計基準第９号 平成

18年７月５日公表分）を適用しておりま

す。 

 これに伴う、営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益に与える影響は軽微であり

ます。  
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項目 
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） 

４．固定資産の減価償却の方

法 

(1)有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。  

建物 5～40年 

構築物 5～40年 

機械及び装置 3～7年 

車両運搬具 3～6年 

工具器具備品 2～20年 

(1)有形固定資産（リース資産を除く） 

同左  

      

  (2)無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用しております。 

自社利用のソフトウエアについて

は、社内における利用可能期間（2～5

年）に基づいております。 

(2)無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

      

   (3)リース資産 

 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ます。 

  

 (3)リース資産 

同左  

５．繰延資産の処理方法 株式交付費 

  支出時に全額費用として処理してお

ります。 

株式交付費 

同左 

      

６．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

外貨建債権債務は、期末日の直物為替相

場により円貨に換算し、為替差額は損益と

して処理しております。 

同左  

      

７．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備

えるため、一般債権については貸倒実

績率等により、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勘

案し、回収不能見込額を計上しており

ます。  

(1)貸倒引当金 

同左 

      

  (2)製品保証引当金 

納入済製品等の補修費支出に備え

て、過去の実績と当事業年度の発生状

況を考慮した所要見込額を計上してお

ります。 

(2)製品保証引当金 

同左 

      

  (3)役員賞与引当金 

役員賞与の支給に備えるため、支給

見込額に基づき計上しております。 

(3)役員賞与引当金 

――――――――――――――― 
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項目 
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） 

  (4)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務の見

込額に基づき計上しております。 

会計基準変更時差異（940百万円）に

ついては、15年による均等額を費用処

理しております。 

過去勤務債務は、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（15年）による定額法により費用処

理しております。 

数理計算上の差異は、各事業年度の

発生時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（15年）による

定額法により按分した額をそれぞれ発

生の翌事業年度から費用処理すること

としております。 

(4)退職給付引当金 

同左 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(会計方針の変更) 

当事業年度より、「「退職給付に係る

会計基準」の一部改正(その３)」(企業

会計基準19号 平成20年７月31日)を適

用しております。 

なお、これによる営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益に与える影響はあ

りません。 

      

  (5)役員退職慰労引当金 

役員及び執行役員の退職金の支出に備

えるため、役員退職金支給及び執行役員

退職金支給に係る内規に基づく期末要支

給額の総額を計上しております。 

(5)役員退職慰労引当金 

同左 
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項目 
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） 

８．ヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。ま

た、金利スワップについて特例処理の条件

を充たしている場合には特例処理を採用し

ております。 

(1)ヘッジ会計の方法 

同左 

      

  (2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

当事業年度にヘッジ会計を適用した

ヘッジ対象とヘッジ手段は以下の通り

であります。 

ヘッジ手段…金利スワップ 

      通貨オプション 

ヘッジ対象…借入金、売掛金、 

      買掛金 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

当事業年度にヘッジ会計を適用した

ヘッジ対象とヘッジ手段は以下の通り

であります。 

ヘッジ手段…金利スワップ、為替予約

      通貨オプション 

ヘッジ対象…借入金、売掛金、買掛金

  

      

  (3)ヘッジ方針 

当社の内規である「市場リスク管理方

針」に基づき、金利変動リスク及び為替

変動リスクをヘッジしております。 

(3)ヘッジ方針 

 同左  

        

  (4)ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ対象の相場変動又はキャッシ

ュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相

場変動又はキャッシュ・フロー変動の累

計を比較し、その変動額の比率によって

有効性を評価しております。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おりま

す。 

(4)ヘッジ有効性評価の方法 

 同左  

      

９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

 同左 
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会計処理方法の変更

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） 

（リース取引に関する会計基準）  

所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、当事業年度より「リース取引に

関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６

月17日(企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30

日改正)）及び「リース取引に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月

18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成

19年３月30日改正））を適用し、通常の売買取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有

権移転外ファイナンス・リース取引については、引き

続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を

適用しております。 

これに伴う、営業利益、経常利益及び税引前当期純

利益に与える影響はありません。  

  

 ――――――――――――――――――  

    

（ロイヤリティ収入等の会計基準）  

従来、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

る方法に変更いたしました。 

この変更は、当該収入額が金額的な重要性を有し、

かつ今後増加が見込まれることより、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比べ、売上高及び営業

利益は1,885百万円増加し、営業外収益は同額減少し

ましたが、経常利益及び税引前当期純利益に与える影

響はありません。  

 ――――――――――――――――――  
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表示方法の変更

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） 

 ―――――――――――――――――――  （製造原価明細書の表示方法） 

従来、研究開発費は製造原価明細書の各項目に含め

て集計し、他勘定振替高により一般管理費へ振替して

おりましたが、製造原価明細書をより明瞭に開示する

ため、当事業年度より製造原価明細書の各費目に研究

開発費を含めずに記載する方法へ変更しました。 

 なお、変更後の前事業年度の製造原価明細書は以下

の通りとなります。  

  

区分 金額（百万円） 
構成比 

（％） 

 Ⅰ 材料費      78,768  83.2 

 Ⅱ 労務費      6,149  6.5 

 Ⅲ 経費      9,794  10.3 

 当期総製造費用      94,712  100.0 

 期首仕掛品たな卸高       675

 他勘定受入高       66

   合計      95,454

 期末仕掛品たな卸高       354

 他勘定振替高       190

 当期製品製造原価      94,909
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注記事項

（貸借対照表関係）

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） 

※１ 関係会社項目 

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか次のものがあります。 

流動資産     

売掛金  3,221 百万円 

未収入金  3,468 百万円 

流動負債     

買掛金  1,184 百万円 

※１ 関係会社項目 

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか次のものがあります。 

流動資産     

売掛金  6,055 百万円 

未収入金  4,027 百万円 

流動負債     

買掛金  5,552 百万円 

    

２．偶発債務 

（1）損害賠償請求訴訟 

米国ハワイ州における交通事故に関し、当社製品で

あるシートベルトの欠陥により被害を被ったとする被

害者より提訴されていた損害賠償請求訴訟について、

平成18年4月に損害賠償金17.2百万米ドルの支払いを命

じる第一審判決を受けました。当社はこれを不服とし

て控訴し、現在係争中であります。  

２．偶発債務 

――――――――――――――――――  

（2）債務保証 

 次の関係会社について、金融機関からの借入に

対し債務保証を行っております。     

（2）債務保証 

 次の関係会社について、金融機関からの借入に

対し債務保証を行っております。 

  

Takata India Private Limited  百万円628

( 百万 インドルピー) 322

  

Takata India Private Limited  百万円1,378

( 百万 インドルピー) 656
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（損益計算書関係）

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） 

※１ 関係会社との取引に係わるものが次のとおり含ま

れております。 

関係会社への売上高  36,809 百万円 

関係会社からの仕入高  30,462 百万円 

関係会社からの配当金  1,971 百万円 

※１ 関係会社との取引に係わるものが次のとおり含ま

れております。 

関係会社への売上高  35,216 百万円 

関係会社からの仕入高  24,768 百万円 

関係会社からの配当金  1,339 百万円 

関係会社へのロイヤリティー

精算金の支払い 
 401 百万円 

    

※２ 他勘定受入高の内訳は次のとおりであります。 

機械及び装置からの受入  388 百万円 

※２ 他勘定受入高の内訳は次のとおりであります。 

機械及び装置からの受入  176 百万円 

    

※３ 販売費に属する費用のおおよその割合は21％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は79％であ

ります。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

発送運賃  3,204 百万円 

給与手当  3,042 百万円 

退職給付費用  96 百万円 

役員退職慰労引当金繰入  91 百万円 

減価償却費  799 百万円 

保険料  1,088 百万円 

研究開発費  5,291 百万円 

支払手数料  2,492 百万円 

※３ 販売費に属する費用のおおよその割合は ％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は ％であ

ります。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

20

80

発送運賃  2,415 百万円 

給与手当   2,434 百万円 

退職給付費用  105 百万円 

役員退職慰労引当金繰入  122 百万円 

貸倒引当金繰入  41 百万円 

減価償却費  437 百万円 

保険料  884 百万円 

研究開発費  3,568 百万円 

支払手数料  1,438 百万円 

    

※４ 研究開発費の総額は5,291百万円であり、すべて一

般管理費に計上しております。 

※４ 研究開発費の総額は 百万円であり、すべて一

般管理費に計上しております。 

3,568

    

※５ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

建物   9 百万円 

機械及び装置  3 百万円 

車輌運搬具  2 百万円 

土地  44 百万円 

 合計  60 百万円 

  

 ―――――――――――――――― 

      

※６ 固定資産売却損は車両運搬具及び工具器具備品の

売却にかかるものであります。    

――――――――――――――――    

    

※７ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

建物  4 百万円 

構築物  2 百万円 

機械及び装置  3 百万円 

車輌運搬具  0 百万円 

工具器具備品  10 百万円 

合計  21 百万円 

※７ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

建物  1 百万円 

構築物  10 百万円 

機械及び装置  2 百万円 

車輌運搬具  0 百万円 

工具器具備品  30 百万円 

ソフトウエア仮勘定  165 百万円 

合計  210 百万円 

    

タカタ株式会社（7312）　平成22年３月期　決算短信

- 67 -



  

前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取による増加であります。 

  

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取による増加であります。 

  

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） 

※８ 期末たな卸資産は収益性の低下に伴う簿価切下後

の金額であり、前年度における低価基準による評価

減の戻し入れとの相殺額である△36百万円の金額が

売上原価に算入されております。（△は、評価損戻

入益）           

※８ 期末たな卸資産は収益性の低下に伴う簿価切下後

の金額であり、前年度における低価基準による評価

減の戻し入れとの相殺額である 百万円の金額が売上

原価に算入されております。         

0

    

 ※９ 当社グループ製品による他社の特許権侵害にかかる

    訴訟に際して発生した和解金であります。 

―――――――――――――――― 

    

―――――――――――――――― ※10 ロイヤリティー精算金 

  子会社との契約変更に伴う、過年度分のロイヤリテ

ィーの精算金であります。 

    

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末
株式数(株) 

当事業年度
増加株式数(株) 

当事業年度 
減少株式数(株) 

当事業年度末
株式数(株) 

普通株式 （注）  97  62     -  159

合計  97  62     -  159

  
前事業年度末
株式数(株) 

当事業年度
増加株式数(株) 

当事業年度 
減少株式数(株) 

当事業年度末
株式数(株) 

普通株式 （注）  159  137     -  296

合計  159  137 -  296
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前事業年度（平成21年3月31日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。  

当事業年度（平成22年3月31日） 

子会社株式（貸借対照表計上額 97,360百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認

められることから、記載しておりません。 

  

（リース取引関係）

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） 

１．ファイナンス・リース取引（借主側） 

  所有権移転外ファイナンス・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

りであります。 

１．ファイナンス・リース取引（借主側） 

  所有権移転外ファイナンス・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

りであります。 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  
取得価額 
相当額 

（百万円） 

減価償却累
計額相当額 
（百万円） 

期末残高
相当額 
(百万円) 

工具器具備品  7  3  4

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  
取得価額
相当額 

（百万円） 

減価償却累
計額相当額 
（百万円） 

期末残高
相当額 
(百万円) 

工具器具備品  7  4  3

(2) 未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内  1 百万円 

１年超  3 百万円 

計  4 百万円 

(2) 未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内  1 百万円 

１年超  1 百万円 

計  3 百万円 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料  1 百万円 

減価償却費相当額  1 百万円 

支払利息相当額  0 百万円 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料  1 百万円 

減価償却費相当額  1 百万円 

支払利息相当額  0 百万円 

(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

額法によっております。 

(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

額法によっております。 

(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、

利息法によっております。 

(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、

利息法によっております。 

    

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。 

（減損損失について） 

同左 

     

（有価証券関係）
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（税効果会計関係）

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） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産 （百万円） 

減価償却費償却超過額  1,692

営業権償却超過額  132

退職給付引当金  680

役員退職慰労引当金  742

製品保証引当金  2,959

その他  588

繰延税金資産小計  6,796

評価性引当額  △1,127

繰延税金資産合計  5,669

繰延税金負債   

還付事業税  △128

その他有価証券評価差額金  △1,854

繰延税金負債合計  △1,983

繰延税金資産の純額  3,686

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産 （百万円） 

減価償却費償却超過額  1,596

未払事業税  190

退職給付引当金  683

役員退職慰労引当金  771

製品保証引当金  2,847

その他  699

繰延税金資産小計  6,789

評価性引当額  △272

繰延税金資産合計  6,517

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金  △3,157

繰延税金負債合計  △3,157

繰延税金資産の純額  3,360

    

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要な項目別の内訳 

  （％）

法定実効税率 40.5

(調整)   

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.0

受取配当金益金不算入額  △1.9

特定外国子会社等課税対象留保金額  △29.9

みなし外国税額控除  △7.5

評価性引当額の増減  37.2

過年度税金  1.6

その他  1.3

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.2

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要な項目別の内訳 

  （％）

法定実効税率 40.5

(調整)   

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.8

受取配当金益金不算入額  △3.1

特定外国子会社等課税対象留保金額  △5.9

みなし外国税額控除  △1.8

評価性引当額の増減  △13.9

その他  0.4

税効果会計適用後の法人税等の負担率 18.8
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（注） １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであ

ります。 

  

該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報）

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） 

１株当たり純資産額    1,173.90円 

１株当たり当期純利益金額           18.91円 

 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、希薄化効果を有している潜在株式が

存在しないため記載しておりません。         

１株当たり純資産額    1,256.42円 

１株当たり当期純利益金額    60.73円 

 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、潜在株式が存在しないため記載して

おりません。       

  
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) 

当期純利益（百万円）  1,548  4,983

普通株主に帰属しない金額（百万円）             － － 

普通株式に係る当期純利益（百万円）  1,548  4,983

期中平均株式数（千株）  81,873  82,045

      

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

 当期純利益調整額（百万円）              － － 

 普通株式増加額（千株） － － 

（うち新株予約権）              － － 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

 新株予約権（新株予約権の数

2,140,300個） 

  ――――――――――――  

（重要な後発事象）
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(1)生産実績 

 当連結会計年度の生産実績を製品ごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2)受注状況 

 当社及び連結子会社の生産・販売品目は広範囲かつ多種多様であります。また顧客である自動車メーカーはジ

ャストインタイムの生産方式を採用しており、当企業グループに対する発注より、納品までの期間は極めて短期

間であるため、受注規模を金額あるいは数量で示すことはしておりません。 

(3)販売実績 

 当連結会計年度の販売実績を製品ごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

６．その他

製品の名称 
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） 

前年同期比（％）

    シートベルト （百万円）  107,268  90.9

    エアバッグ  （百万円）  161,665  95.2

    その他    （百万円）  82,947  87.5

合計（百万円）  351,881  92.0

製品の名称 
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） 

前年同期比（％）

   シートベルト  （百万円）  106,435  89.8

   エアバッグ   （百万円）  160,132  94.4

   その他     （百万円）  84,346  86.6

合計（百万円）  350,914  91.0
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