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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6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 ％

26年3月期第1四半期 48,069 △17.1 △465 ― 673 △81.6 600 △75.2
25年3月期第1四半期 58,006 51.4 2,843 710.8 3,658 249.1 2,420 320.5

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 3,794百万円 （59.8％） 25年3月期第1四半期 2,374百万円 （122.3％）

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

26年3月期第1四半期 16.47 ―
25年3月期第1四半期 73.71 ―

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

26年3月期第1四半期 126,434 78,049 58.1 2,016.46
25年3月期 124,125 74,658 56.7 1,930.53
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  73,478百万円 25年3月期  70,347百万円

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  
平成26年３月期(予想) 期末配当9円00銭には、記念配当2円00銭が含まれております。 

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

25年3月期 ― 7.00 ― 7.00 14.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 7.00 ― 9.00 16.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 102,000 △9.5 900 △81.3 2,200 △63.7 1,300 △65.7 35.68
通期 203,000 △6.7 5,200 △15.0 7,400 △20.7 4,000 △28.5 109.77



(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。 
 業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料Ｐ．３「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績
予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。  

※  注記事項

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） 26年3月期1Q 36,442,846 株 25年3月期 36,442,846 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 3,329 株 25年3月期 3,314 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 36,439,528 株 25年3月期1Q 32,840,314 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

 （１）経営成績に関する説明 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策への期待から円高是正や株価の回復が進

み、景況感に改善の動きがみられました。また、海外におきましては、米国経済は回復基調となりましたが、

欧州経済の停滞長期化や中国経済の成長の鈍化等、先行き不透明な状況が続いております。 

当社グループの関連する自動車業界におきましては、円高是正により、輸出と生産の回復が期待されますが、

海外における生産の現地化や、昨年９月にエコカー補助金が終了した影響等もあり、いまだ予断を許さない状

況にあります。 

このような経営環境のもと、当第１四半期連結累計期間における業績は、前年同四半期と比べ、国内でのエ

コカー補助金終了による影響に加え、海外ではカナダ子会社での生産終了による影響等もあり、売上高は480億

6千9百万円と前年同四半期に比べ99億3千7百万円（17.1％）の減収となりました。その結果、営業損失は4億6

千5百万円（前年同四半期は営業利益28億4千3百万円）、経常利益は6億7千3百万円（前年同四半期比81.6％減）、

四半期純利益は6億円（前年同四半期比75.2％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。 

なお、当第１四半期連結累計期間より報告セグメントを変更しており、当第１四半期連結累計期間の比

較・分析は、変更後の区分に基づいております。 

①日  本 

エコカー補助金による需要喚起効果のあった前年同四半期と比べ、自動車メーカー各社からの受

注が減少したことから、売上高は276億3千万円（前年同四半期比9.9％減）、営業損失は5億4千5百万

円（前年同四半期は営業利益10億9千6百万円）となりました。 

 

②北  米 

カナダ子会社での受注車種の生産終了等により、売上高は97億1千3百万円（前年同四半期比32.0％

減）、営業利益は1億7千6百万円（前年同四半期比74.9％減）となりました。 

 

③中 南 米 

為替変動により円換算額が増加したこと等から、売上高は77億9千8百万円（前年同四半期比13.0％

増）となりました。利益面につきましては、設計開発会社であるタチエスエンジニアリングラテンアメ

リカ S.A. DE C.V.での先行費用発生や操業準備中のシーテックス オートモーティブ メキシコ S.A. DE 

C.V.での工場立上げに伴う費用負担等により、営業損失1千2百万円（前年同四半期は営業利益1億9千4

百万円）となりました。 

 

④欧  州 

部品販売の減少等により、売上高は2億1千9百万円（前年同四半期比16.2％減）、営業損失は1億

円（前年同四半期は営業損失1千4百万円）となりました。 

 

⑤中  国 

主要客先である日系自動車メーカーからの受注減少により、売上高は26億9千7百万円（前年同四

半期比54.2％減）、営業損失は3千6百万円（前年同四半期は営業利益8億6千9百万円）となりました。 

 

⑥東南アジア 

前連結会計年度より連結の範囲に含めたタチエス（THAILAND）CO.,LTD において自動車座席部品

の生産立上げ準備を進めており、売上高は9百万円、営業損失は2千6百万円となりました。 
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 （２）財政状態に関する説明 

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、1,264億3千4百万円と前連結会計年度末に比べ23億8百万円

増加しております。これは主に、現金及び預金が70億8千2百万円減少したものの、受取手形及び売掛金が

10億4千2百万円、原材料及び貯蔵品が13億1千2百万円、固定資産が62億1千4百万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、流動負債が減少したこと等により前連結会計年度末に比べ10億8千1百万円減少し483億8千4

百万円となりました。 

純資産合計は、780億4千9百万円と前連結会計年度末に比べ33億9千万円増加しました。これは主に、為

替換算調整勘定が増加したことによりその他の包括利益累計額が28億1千4百万円増加したことによるもの

であります。 

 
 

 （３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

連結・個別ともに平成25年５月10日に公表しました業績予想を修正しております。 

詳細につきましては、本日公表の｢業績予想の修正に関するお知らせ｣をご参照ください。 

 

 

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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 31,560 24,478

受取手形及び売掛金 28,156 29,198

有価証券 1,744 251

商品及び製品 1,124 971

仕掛品 615 666

原材料及び貯蔵品 5,385 6,697

その他 5,097 7,513

貸倒引当金 △53 △53

流動資産合計 73,630 69,724

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,573 10,051

機械装置及び運搬具（純額） 6,463 7,065

その他（純額） 7,983 9,223

有形固定資産合計 24,021 26,340

無形固定資産 488 469

投資その他の資産   

投資有価証券 21,595 23,932

その他 4,399 5,976

貸倒引当金 △9 △9

投資その他の資産合計 25,985 29,899

固定資産合計 50,494 56,709

資産合計 124,125 126,434
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 31,336 29,314

短期借入金 434 376

未払法人税等 1,232 688

その他 8,833 10,160

流動負債合計 41,835 40,539

固定負債   

長期借入金 1,993 2,060

退職給付引当金 1,878 1,064

役員退職慰労引当金 16 17

その他 3,741 4,702

固定負債合計 7,630 7,845

負債合計 49,466 48,384

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,040 9,040

資本剰余金 9,518 9,518

利益剰余金 50,805 51,121

自己株式 △3 △3

株主資本合計 69,361 69,677

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,207 2,795

為替換算調整勘定 △1,221 1,005

その他の包括利益累計額合計 986 3,801

少数株主持分 4,311 4,570

純資産合計 74,658 78,049

負債純資産合計 124,125 126,434
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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１四半期連結累計期間 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 58,006 48,069

売上原価 52,273 45,559

売上総利益 5,733 2,510

販売費及び一般管理費   

従業員給料及び手当 619 728

発送運賃 541 385

その他 1,728 1,862

販売費及び一般管理費合計 2,889 2,976

営業利益又は営業損失（△） 2,843 △465

営業外収益   

受取利息 42 47

受取配当金 66 80

持分法による投資利益 814 831

為替差益 － 183

雑収入 23 41

営業外収益合計 947 1,184

営業外費用   

支払利息 33 30

為替差損 98 －

雑支出 0 15

営業外費用合計 132 46

経常利益 3,658 673

特別利益   

固定資産売却益 0 0

固定資産受贈益 － 94

退職給付制度改定益 － 91

特別利益合計 0 186

特別損失   

固定資産処分損 10 61

特別損失合計 10 61

税金等調整前四半期純利益 3,648 798

法人税、住民税及び事業税 805 348

法人税等調整額 △123 △264

法人税等合計 681 83

少数株主損益調整前四半期純利益 2,967 714

少数株主利益 546 114

四半期純利益 2,420 600
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 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,967 714

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △433 588

為替換算調整勘定 57 1,842

持分法適用会社に対する持分相当額 △216 649

その他の包括利益合計 △592 3,079

四半期包括利益 2,374 3,794

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,832 3,415

少数株主に係る四半期包括利益 542 379
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 （３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 

（継続企業の前提に関する注記） 

該当事項はありません。 

 

（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。 

 

（セグメント情報等） 

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 

前第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日  至 平成24年６月30日） 

（単位：百万円）

 

 

報 告 セ グ メ ン ト 
調整額 
(注)１ 

四半期連結
損益計算書
計上額(注)２日 本 北 米 中南米 欧 州 中 国 

東 南 
アジア

計 

売 上 高      

 外 部 顧 客 
への売上高 

30,671 14,276 6,901 262 5,894 - 58,006 - 58,006

 
 
セグメント間 
の内部売上高 
又は振替高 

857 170 185 10 1,679 - 2,904 △2,904 -

計 31,529 14,447 7,087 272 7,574 - 60,911 △2,904 58,006

セグメント利益 
又は損失(△) 

1,096 702 194 △14 869 - 2,847 △4 2,843

（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１四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日  至 平成25年６月30日） 

（単位：百万円）

 

 

報 告 セ グ メ ン ト 
調整額 
(注)１ 

四半期連結
損益計算書
計上額(注)２日 本 北 米 中南米 欧 州 中 国 

東 南 
アジア

計 

売 上 高      

 外 部 顧 客 
への売上高 

27,630 9,713 7,798 219 2,697 9 48,069 - 48,069

 
 
セグメント間 
の内部売上高 
又は振替高 

707 249 341 52 2,131 0 3,483 △3,483 -

計 28,337 9,962 8,140 272 4,829 10 51,552 △3,483 48,069

セグメント利益 
又は損失(△) 

△545 176 △12 △100 △36 △26 △545 79 △465

（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損失と調整を行っております。 

 
２．報告セグメントの変更等に関する事項 

当第１四半期連結会計期間より、グローバル化の進展に伴い、報告セグメントを従来の「日本」「米国」

「カナダ」「メキシコ」「フランス」「中国」「その他」から、「日本」「北米」「中南米」「欧州」「中国」「東

南アジア」に変更しております。 

なお、当第１四半期連結累計期間の比較情報として開示した前第１四半期連結累計期間のセグメント情

報については、変更後の報告セグメントにより作成しており、前連結会計年度の第１四半期連結累計期間

に開示した報告セグメントとの間に相違が見られます。 
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