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（百万円未満切捨て） 

１．平成24年３月期第３四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23年12月31日） 
(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３四半期 207,713 △23.1 2,653 △83.4 3,464 △79.1 727 △91.9
23年３月期第３四半期 270,195 19.1 16,001 199.6 16,563 152.4 8,961 212.3
(注) 包括利益    24年３月期第３四半期  △3,384百万円（－％）    23年３月期第３四半期  7,846百万円（－％） 

 

 
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３四半期 10.70 －
23年３月期第３四半期 131.79 －

 
(2) 連結財政状態 

 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３四半期 169,286 105,624 55.4 1,378.68
23年３月期 180,839 111,894 55.1 1,464.32
(参考) 自己資本    24年３月期第３四半期  93,747百万円    23年３月期  99,571百万円 

 
２．配当の状況 

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 － 11.00 － 13.00 24.00
24年３月期 － 12.00 －  
24年３月期(予想)  12.00 24.00
(注) １  直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：無 

２  23年３月期期末配当金の内訳  ：普通配当11円00銭   記念配当  ２円00銭 

 
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） 

 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 310,000 △13.3 10,000 △50.4 11,500 △46.5 4,500 △61.7 66.17
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：無 

s26504
公益財団法人

s26504
新規スタンプ



 

４．その他 
 

(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 

新規   ― 社    （社名） 、除外   ― 社    （社名） 

  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ：有 

  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

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 

  

(4) 発行済株式数（普通株式）  

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 24年３月期３Ｑ 68,000,000株 23年３月期 68,000,000株

② 期末自己株式数 24年３月期３Ｑ 1,645株 23年３月期 1,630株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 24年３月期３Ｑ 67,998,363株 23年３月期３Ｑ 67,998,406株

 
 
（※ 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の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終
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） 

・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、添付資料３ペ
ージ｢(3) 連結業績予想に関する定性的情報｣をご覧下さい。 
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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３四半期連結累計期間（平成23年４月１日～平成23年12月31日）の世界経済は、中国やアジ

ア諸国では引続き堅調に推移したものの、欧州における債務危機の影響などもあり、先行き不透明

感を拭い去れない状況が続いております。 

当グループが関連する自動車業界につきましては、東日本大震災からの回復による国内自動車生

産の増加、欧米における生産回復はあるものの、2011年10月に発生したタイの水害影響によるアジ

ア諸国での停滞、中国における成長の鈍化などにより、全体的に緩やかな回復にとどまりました。 

当グループにおける当第３四半期連結累計期間の売上高は、東日本大震災や、日本、北米に波及

したタイの水害影響により主要客先からの受注台数が減少したことや、為替換算上の影響により、

2,077億13百万円と前年同期に比べ624億82百万円（23.1％）の減収となりました。利益面では、経

費の抑制や原価低減効果等はあるものの、減収の影響が大きく、営業利益は26億53百万円と前年同

期に比べ133億47百万円（83.4％）の減益となりました。経常利益は34億64百万円と前年同期に比べ

130億99百万円（79.1％）の減益、四半期純利益は７億27百万円と前年同期に比べ82億33百万円

（91.9％）の減益となりました。 

 

なお、セグメントごとの業績は次のとおりであります。 

（日本） 

東日本大震災やタイの水害影響による主要客先からの受注の減少、及び海外向け供給部品の減少

等により、売上高は735億15百万円と前年同期に比べ204億48百万円（21.8％）の減収となりました。

利益面では、原価低減効果等はあるものの、減収の影響が大きく、１億96百万円の営業損失（前年

同期は営業利益38億69百万円）となりました。 

（米州） 

東日本大震災やタイの水害影響による主要客先からの受注の減少に加え、為替換算上の影響もあ

り、売上高は775億13百万円と前年同期に比べ266億26百万円（25.6％）の減収となりました。利益

面では、原価低減や経費抑制効果等はあるものの、減収の影響が大きく、１億44百万円の営業損失

（前年同期は営業利益25億92百万円）となりました。 

（中国） 

東日本大震災の影響による主要客先からの受注の減少に加え、為替換算上の影響により、売上高

は465億１百万円と前年同期に比べ102億87百万円（18.1％）の減収となりました。利益面では、減

収による減益や人件費の上昇影響に加え、為替換算上の影響もあり、営業利益は35億95百万円と前

年同期に比べ43億21百万円（54.6％）の減益となりました。 

（アジア・ＵＫ） 

東日本大震災の影響による主要客先からの受注の減少により、売上高は262億７百万円と前年同期

に比べ97億23百万円（27.1％）の減収となりました。利益面では、減収の影響により、営業利益は

21億89百万円と前年同期に比べ23億98百万円（52.3％）の減益となりました。 
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また、事業別の売上高につきましては、二輪事業では、日本における主要客先からの受注が増加

したこと等により46億94百万円と前年同期に比べ６億99百万円（17.5％）の増収となりました。 

四輪事業では、東日本大震災や、日本、北米に波及したタイの水害影響による主要客先からの受

注が減少したこと等により、売上高は2,005億48百万円と前年同期に比べ632億22百万円（24.0％）

の減収となりました。主力製品の四輪車用シートの売上高は、1,753億57百万円と前年同期に比べ

468億72百万円（21.1％）の減収となりました。また、ドアトリム及びルーフトリムなどの内装品等

の売上高は、251億90百万円と前年同期に比べ163億49百万円（39.4％）の減収となりました。 

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の売上高は、24億70百万円と前

年同期に比べ40百万円（1.7％）の増収となりました。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、1,692億86百万円と前連結会計年度末に比べ115

億53百万円（6.4％）の減少となりました。流動資産については、1,107億２百万円と前連結会計年

度末に比べ49億８百万円（4.2％）の減少となりました。これは、北米における受注残高の増加等に

伴い、原材料及び貯蔵品が13億40百万円増加したものの、現金及び預金が71億16百万円減少したこ

とが主な要因です。固定資産については、585億83百万円と前連結会計年度末に比べ66億44百万円

（10.2％）の減少となりました。これは、為替換算上の影響及び減価償却等により有形固定資産が

35億93百万円減少したことに加え、時価評価に伴う投資有価証券の減少等により、投資その他の資

産が29億59百万円減少したことが主な要因です。 

当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、636億61百万円と前連結会計年度末に比べ52億

83百万円（7.7％）の減少となりました。これは、時価評価に伴う投資有価証券の減少等により、固

定負債のその他に含まれる長期繰延税金負債が16億23百万円減少したことに加え、為替換算上の影

響等により支払手形及び買掛金が５億36百万円減少したこと、及び未払法人税等が４億36百万円減

少、引当金が６億43百万円減少したことが主な要因です。 

当第３四半期連結会計期間末における純資産は、1,056億24百万円と前連結会計年度末に比べ62億

69百万円（5.6％）の減少となりました。これは、為替換算調整勘定のマイナス残高が33億31百万円

増加したことに加え、その他有価証券評価差額金が14億74百万円減少したこと、及び利益剰余金が

10億18百万円減少したことが主な要因です。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年３月期通期連結業績予想につきましては、第３四半期における日本、北米に波及したタ

イ水害影響による想定以上の生産台数減少、第４四半期における主要客先からの受注動向などを勘

案した結果、現時点におきましては平成23年10月28日に公表しました連結業績予想を据え置いてお

ります。 
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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 

該当する事項はありません。 

 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（税金費用の計算） 
税金費用については、当第３四半期連結累計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利

益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該見
積実効税率を乗じて計算しています。 

 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当する事項はありません。 
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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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 40,251 33,135

受取手形及び売掛金 49,288 49,500

商品及び製品 2,726 2,774

仕掛品 1,639 1,892

原材料及び貯蔵品 13,810 15,150

その他 7,935 8,282

貸倒引当金 △40 △33

流動資産合計 115,611 110,702

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 16,940 15,731

機械装置及び運搬具（純額） 12,810 11,202

その他（純額） 15,990 15,213

有形固定資産合計 45,741 42,148

無形固定資産 1,335 1,243

投資その他の資産 18,151 15,192

固定資産合計 65,228 58,583

資産合計 180,839 169,286

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 42,701 42,165

短期借入金 1,874 2,050

1年内返済予定の長期借入金 221 221

未払法人税等 1,007 570

引当金 1,999 1,295

その他 10,307 9,697

流動負債合計 58,111 56,001

固定負債   

長期借入金 2,728 2,430

引当金 471 531

その他 7,633 4,697

固定負債合計 10,833 7,660

負債合計 68,945 63,661
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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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,700 4,700

資本剰余金 5,163 5,163

利益剰余金 96,215 95,197

自己株式 △3 △3

株主資本合計 106,075 105,057

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 6,439 4,965

為替換算調整勘定 △12,943 △16,275

その他の包括利益累計額合計 △6,504 △11,309

少数株主持分 12,323 11,876

純資産合計 111,894 105,624

負債純資産合計 180,839 169,286

テイ・エス テック㈱（7313）平成24年３月期第３四半期決算短信

－6－



(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３四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 270,195 207,713

売上原価 237,830 188,924

売上総利益 32,365 18,788

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 3,123 2,243

給料及び手当 6,619 6,996

その他 6,620 6,894

販売費及び一般管理費合計 16,364 16,135

営業利益 16,001 2,653

営業外収益   

受取利息 362 647

受取配当金 152 218

受取地代家賃 193 172

持分法による投資利益 384 282

その他 211 269

営業外収益合計 1,303 1,589

営業外費用   

支払利息 122 169

為替差損 581 543

その他 36 66

営業外費用合計 740 779

経常利益 16,563 3,464

特別利益   

固定資産売却益 73 200

受取保険金 － 69

その他 279 13

特別利益合計 353 282

特別損失   

固定資産売却損 17 68

固定資産除却損 149 146

災害による損失 － 59

その他 136 4

特別損失合計 304 278

税金等調整前四半期純利益 16,613 3,468

法人税、住民税及び事業税 4,069 1,239

法人税等合計 4,069 1,239

少数株主損益調整前四半期純利益 12,543 2,228

少数株主利益 3,581 1,500

四半期純利益 8,961 727
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 四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 12,543 2,228

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △181 △1,478

為替換算調整勘定 △4,471 △4,143

持分法適用会社に対する持分相当額 △43 9

その他の包括利益合計 △4,696 △5,612

四半期包括利益 7,846 △3,384

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 4,989 △4,078

少数株主に係る四半期包括利益 2,856 693
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

該当する事項はありません。 

 

(4) セグメント情報 

（セグメント情報） 

前第３四半期連結累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日） 

１  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 

(単位：百万円) 

報告セグメント 
 

日本 米州 中国 
アジア 
・ＵＫ 

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 75,049 104,138 55,084 35,924 270,195 － 270,195

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

18,915 1 1,704 6 20,628 △20,628 －

計 93,964 104,139 56,788 35,931 290,824 △20,628 270,195

セグメント利益 3,869 2,592 7,917 4,588 18,967 △2,966 16,001

(注) １  セグメント利益の調整額△2,966百万円には、セグメント間取引消去184百万円、親会社の本社管理部門

にかかる配賦不能営業費用△2,680百万円を含んでいます。 

２  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。 

 

２  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当する事項はありません。 

 

当第３四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日） 

１  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 

(単位：百万円) 

報告セグメント 
 

日本 米州 中国 
アジア 
・ＵＫ 

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 59,782 77,513 44,268 26,148 207,713 － 207,713

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

13,732 － 2,233 58 16,025 △16,025 －

計 73,515 77,513 46,501 26,207 223,738 △16,025 207,713

セグメント利益又は損失(△) △196 △144 3,595 2,189 5,445 △2,791 2,653

(注) １  セグメント利益又は損失(△)の調整額△2,791百万円には、セグメント間取引消去255百万円、親会社の

本社管理部門にかかる配賦不能営業費用△2,873百万円を含んでいます。 

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います。 

 

２  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当する事項はありません。 
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(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当する事項はありません。 

 

(6) 重要な後発事象 

2011年10月に発生したタイの水害影響により、当社連結子会社であるテイエス テック（タイラ

ンド）カンパニー リミテッド（12月決算会社）が浸水する被害を受け、現在、復旧作業を行って

いますが、水害による営業活動等に及ぼす影響、復旧工事等に係る費用を含めた実質損害額は、

現時点では未確定です。 
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