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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期第2四半期 87,028 △22.6 1,777 △73.2 2,917 △62.8 1,692 △64.6
23年3月期第2四半期 112,370 40.6 6,630 658.9 7,837 474.7 4,778 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 1,038百万円 （△71.4％） 23年3月期第2四半期 3,626百万円 （―％）

1株当たり四半期純利益 潜在株式調整後1株当たり四半期
純利益

円 銭 円 銭

24年3月期第2四半期 51.53 ―
23年3月期第2四半期 147.80 ―

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

24年3月期第2四半期 100,847 54,390 49.6 1,523.92
23年3月期 100,109 54,142 50.1 1,526.53
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  50,046百万円 23年3月期  50,131百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

23年3月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00
24年3月期 ― 6.00
24年3月期（予想） ― 6.00 12.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 202,000 △7.7 8,500 △26.3 10,600 △21.8 6,500 △25.5 197.93



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく
四半期レビュー手続きは終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 35,022,846 株 23年3月期 35,022,846 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 2,182,457 株 23年3月期 2,182,317 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 32,840,481 株 23年3月期2Q 32,329,411 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

 （１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間における経済環境は、国内では東日本大震災の影響から経済活動は徐々に回

復しつつあるものの、一方で急速に円高が進行するなど先行き不透明な状況で推移しました。 

また、海外では、欧州での財政不安の深刻化や米国経済の停滞など、依然として景気下振れリスクを抱

えておりますが、中国やインドでは景気は拡大し、その他新興国においても回復基調にあったことから、

全体としては緩やかな回復に向かいました。 

当社グループの関連する自動車業界におきましては、震災後のサプライチェーンの順調な立て直しによ

り自動車生産は正常な状況となりましたが、円高の長期化による輸出への影響も懸念されるなど、依然と

して予断を許さない状況が続いております。 

このような経営環境のもと、当第２四半期連結累計期間における業績は、東日本大震災による自動車

メーカー各社の減産影響を大きく受け、売上高は870億2千8百万円と前年同四半期に比べ253億4千2百万円

（22.6％）の減収となりました。その結果、営業利益は17億7千7百万円（前年同四半期比73.2％減）、経常

利益は29億1千7百万円（前年同四半期比62.8％減）、四半期純利益は16億9千2百万円（前年同四半期比

64.6％減）となりました。 

 

セグメントの業績は次のとおりであります。 

①日  本 

第１四半期において得意先自動車メーカー各社の減産影響を大きく受け、売上高は432億3千3百

万円（前年同四半期比28.7％減）、営業損失4億7千7百万円（前年同四半期は営業利益33億4千2百万

円）となりました。 

 

②米  国 

第１四半期において得意先自動車メーカーの減産影響を大きく受け、売上高は150億7百万円（前

年同四半期比31.0％減）、営業利益は5億2千8百万円（前年同四半期比63.3％減）となりました。 

 

③カ ナ ダ 

第１四半期において得意先自動車メーカーの減産影響を大きく受け、売上高は43億1千3百万円

（前年同四半期比41.6％減）、営業利益は1億9百万円（前年同四半期比56.1％減）となりました。 

 

④メキシコ 

売上高は117億3千2百万円（前年同四半期比3.9％減）となりましたが、新規車種の生産立ち上げ

費用負担などにより、営業利益は1億8千1百万円（前年同四半期比72.4％減）となりました。 

 

⑤フランス 

自動車座席部品の販売増加により、売上高は9億6千2百万円（前年同四半期比171.6％増）、営業利

益は5千2百万円（前年同四半期は営業損失2千7百万円）となりました。 

 

⑥中  国 

引続き旺盛な自動車需要を背景に得意先からの自動車座席受注も堅調に推移したことから、売上

高は117億7千9百万円（前年同四半期比17.6％増）、営業利益は14億2千6百万円（前年同四半期比

40.7％増）となりました。 
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 （２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、1,008億4千7百万円と前連結会計年度末に比べ7億3千8百万

円増加しております。これは主に、現金及び預金が52億5千2百万円減少したものの、受取手形及び売掛金

が46億5千4百万円、設備投資等により有形固定資産が10億4千2百万円それぞれ増加したことによるもので

あります。 

負債合計は、支払手形及び買掛金が増加したこと等により前連結会計年度末に比べ4億9千万円増加し464

億5千7百万円となりました。 

純資産合計は、543億9千万円と前連結会計年度末に比べ2億4千7百万円増加しました。これは主に、為替

変動の影響等により為替換算調整勘定が11億8千万円減少したものの、四半期純利益の計上等により株主資

本が13億5千2百万円増加したことによるものであります。 

 

 

 （３）連結業績予想に関する定性的情報 

通期の連結業績予想につきましては、欧州信用不安、歴史的円高の継続、タイでの洪水被害等により先

行きの不透明感が一段と増しておりますが、現時点において平成23年７月28日に公表した予想数値を変更

しておりません。 

今後、タイの洪水被害等による当社グループの国内外生産への影響を見極めた上で、修正が必要と判断

される場合には、お知らせいたします。  

 

 

 

２．サマリー情報（その他）に関する事項 

 （１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 
 

 

 （２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 27,115 21,862

受取手形及び売掛金 24,898 29,552

有価証券 287 216

商品及び製品 1,776 1,661

仕掛品 372 423

原材料及び貯蔵品 4,695 4,290

その他 3,165 3,037

流動資産合計 62,311 61,045

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,384 8,018

機械装置及び運搬具（純額） 5,361 5,170

その他（純額） 6,546 8,144

有形固定資産合計 20,291 21,334

無形固定資産 474 353

投資その他の資産   

投資有価証券 14,306 15,061

その他 2,734 3,063

貸倒引当金 △9 △9

投資その他の資産合計 17,032 18,114

固定資産合計 37,798 39,802

資産合計 100,109 100,847
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 27,973 28,417

短期借入金 541 451

未払法人税等 1,681 569

その他 7,169 8,738

流動負債合計 37,365 38,176

固定負債   

長期借入金 3,249 3,153

退職給付引当金 2,008 1,998

役員退職慰労引当金 18 8

負ののれん 1 －

その他 3,324 3,120

固定負債合計 8,601 8,280

負債合計 45,967 46,457

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,145 8,145

資本剰余金 7,836 7,836

利益剰余金 39,760 41,113

自己株式 △1,960 △1,960

株主資本合計 53,782 55,135

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,272 1,014

為替換算調整勘定 △4,923 △6,103

その他の包括利益累計額合計 △3,650 △5,088

少数株主持分 4,010 4,343

純資産合計 54,142 54,390

負債純資産合計 100,109 100,847
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 四半期連結損益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 112,370 87,028

売上原価 100,108 80,459

売上総利益 12,261 6,568

販売費及び一般管理費   

従業員給料及び手当 1,165 1,152

発送運賃 1,185 865

その他 3,280 2,773

販売費及び一般管理費合計 5,630 4,791

営業利益 6,630 1,777

営業外収益   

受取利息 72 70

受取配当金 52 63

負ののれん償却額 1 1

持分法による投資利益 1,322 1,337

雑収入 57 89

営業外収益合計 1,505 1,562

営業外費用   

支払利息 145 76

為替差損 151 343

雑支出 2 3

営業外費用合計 299 423

経常利益 7,837 2,917

特別利益   

固定資産売却益 30 27

貸倒引当金戻入額 3 －

特別利益合計 33 27

特別損失   

固定資産処分損 116 37

投資有価証券評価損 180 －

子会社清算損 4 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 44 －

特別損失合計 346 37

税金等調整前四半期純利益 7,525 2,906

法人税、住民税及び事業税 1,700 678

法人税等調整額 131 △235

法人税等合計 1,832 442

少数株主損益調整前四半期純利益 5,692 2,463

少数株主利益 914 771

四半期純利益 4,778 1,692
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 四半期連結包括利益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 5,692 2,463

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △171 △257

為替換算調整勘定 △1,694 △1,200

持分法適用会社に対する持分相当額 △200 33

その他の包括利益合計 △2,066 △1,425

四半期包括利益 3,626 1,038

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,759 253

少数株主に係る四半期包括利益 866 784
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 7,525 2,906

減価償却費 1,583 1,395

負ののれん償却額 △1 △1

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3 －

受取利息及び受取配当金 △124 △134

支払利息 145 76

持分法による投資損益（△は益） △1,322 △1,337

固定資産処分損益（△は益） 86 10

売上債権の増減額（△は増加） 51 △5,304

たな卸資産の増減額（△は増加） △960 363

仕入債務の増減額（△は減少） △697 930

その他 1,351 △292

小計 7,633 △1,387

利息及び配当金の受取額 335 425

利息の支払額 △118 △54

法人税等の支払額 △1,632 △1,351

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,217 △2,367

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の純増減額（△は増加） △0 62

有形固定資産の取得による支出 △504 △715

有形固定資産の売却による収入 437 80

投資有価証券の取得による支出 △14 △14

子会社株式の取得による支出 － △637

子会社出資金の取得による支出 △150 △131

その他 84 92

投資活動によるキャッシュ・フロー △149 △1,264

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） △65 △41

長期借入金の返済による支出 △88 △79

自己株式の売却による収入 1,755 －

自己株式の取得による支出 △1 △0

少数株主への配当金の支払額 △215 △193

配当金の支払額 △155 △197

その他 △196 △194

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,031 △706

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,032 △913

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6,068 △5,252

現金及び現金同等物の期首残高 14,610 27,214

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

1,229 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 21,908 21,962

‐8‐

(株)タチエス(7239) 平成24年３月期 第２四半期決算短信



 

 （４）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 
 

 

 （５）セグメント情報 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

前第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日  至 平成22年９月30日） 

（単位：百万円）

報 告 セ グ メ ン ト  

 日 本 米 国 カナダ メキシコ フランス 中 国 計 

調整額 
(注)１ 

四半期連結
損益計算書
計上額(注)２

売 上 高      

 外 部 顧 客 
への売上高 

60,652 21,745 7,389 12,212 354 10,015 112,370 - 112,370

 
 
セグメント間 
の内部売上高 
又は振替高 

2,422 416 - 578 - 2,030 5,447 △5,447 -

計 63,075 22,162 7,389 12,790 354 12,046 117,818 △5,447 112,370

セグメント利益 
又は損失(△) 

3,342 1,440 249 657 △27 1,014 6,676 △45 6,630

（注）１ セグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去であります。 

２ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 

当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日  至 平成23年９月30日） 

（単位：百万円）

報 告 セ グ メ ン ト  

 日 本 米 国 カナダ メキシコ フランス 中 国 計 

調整額 
(注)１ 

四半期連結
損益計算書
計上額(注)２

売 上 高      

 外 部 顧 客 
への売上高 

43,233 15,007 4,313 11,732 962 11,779 87,028 - 87,028

 
 
セグメント間 
の内部売上高 
又は振替高 

2,022 214 0 374 1 2,214 4,828 △4,828 -

計 45,256 15,222 4,313 12,107 963 13,994 91,856 △4,828 87,028

セグメント利益 
又は損失(△) 

△477 528 109 181 52 1,426 1,820 △43 1,777

（注）１ セグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去であります。 

２ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 
 

 

 （６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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