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会社概要

さらなる事業管理の高度化を主導し、
資本・資産効率を高め、企業価値向上を図る

常務取締役 事業管理本部長

井垣 敦

グローバルキャッシュマネジメントによるリスク対応
テイ・エス テックグループは、
グローバル（世界14カ国、

を皮切りに、米州やアジア・欧州地域において稼働停止が

79拠点）
に事業を展開しており、
お客さまの生産活動に影響

発生しましたが、
グループ全体に適用している
「安全資金ガ

を及ぼさないことを前提に、
各地域・国・拠点におけるリスク

イドライン」に基づく手元資金での対応ができており、現時

を考慮した
「安全資金ガイドライン」
を制定し、
常に保有して

点で資金繰りに問題が生じている拠点はありません。当グ

おくべき資金や、有事に備えいつでも機動的に調達可能な

ループの高い収益性を背景とした健全な財務基盤（2020

資金管理体制を構築してきました。

年3月期 有利子負債比率 0.03％)をベースに、事業の継続

新型コロナウイルス感染症の感染拡大による各国政府
主導の操業制限などに伴い、
当グループの生産工場も中国

性・財務の安定性を最優先に取り組んできた結果だと考え
ています。

第14次中期経営計画の取り組み
第13次中期経営計画は
「事業成長を支える財務戦略」
を

ります。第14次中期経営計画においては、
これまで以上に

掲げ、金軸から会社のさらなる成長への基盤固めに取り組

資本・資産の効率性指標を重視しながら企業価値の向上を

んできました。
「安全資金」
に加え
「株主還元」
「戦略投資へ

図っていきます。

の資金活用」
の３つのバランスを重視した施策に取り組んで
きた結果、資本や資産効率などの多くの指標は業界水準を

新商権の獲得に取り組む中で、生産能力の拡大や新規拠点

上回り、特に安全性を示す指標については高く、健全で盤石

の立上げはもとより、新たな価値を創り出す先進技術開発

な事業体質となりました。

やコスト競争力強化など、
M＆Aも視野に戦略的な投資計画

しかしながら、事業環境の変化が急速に進む中、当グ
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当グループが主要顧客におけるシェア拡大や新規顧客、

を策定しています。

ループが今後も継続して成長していくためには、毎年の営

健全な財務基盤を維持した上で、
これらの投資を積極的

業活動から得られるキャッシュに加え、過去より積み上げ

に推進することで、
中長期的な視点で資本・資産効率の向上

られた資金を、有効かつ効率的に活用することが課題とな

と持続的な企業価値向上に取り組んでいきます。

テイ・エス テックレポート 2020

55

テイ・エス テックグループの事業

二輪事業

1.6
1.4

四輪その他
四輪車用ドア他

11.2

その他事業

四輪車用シート

85.8

アジア・欧州

財政状態と経営成績に関する説明及び分析

13.5

日本

19.5

１．財政状態の概況
資産、
負債及び純資産の状況
資産
当連結会計年度末における資産合
計は、3,418億20百万円と前連結会

事業別
売上収益構成比
（%）

中国

21.4

地域別
売上収益構成比
（%）

計年度末に比べ164億45百万円の減

米州

2019年度

45.6

地域別実績

当期は、
ホンダ新型N-WGNや新型FIT用シートなどの生産
を開始しました。
新型コロナウイルス感染症影響について、2020年3月末時

ホンダ
FIT用
シート

売上収益（百万円）
92,856

75,134

営業利益（百万円）
11,935

6,049

点で工場の稼働停止などは発生しておらず、当期のセグメン
ト業績への影響は軽微です。

2018
年度

2019
年度

2018
年度

2019
年度

制に取り組み、高収益体質の構築に努めました。
新型コロナウイルス感染症影響について、2020年3月下旬

百万円の減少となったこと、及び引当

等による受注台数の減少もあり、
中国

金の増減額が45億13百万円の減少

セグメントを除くすべての地域で前年

から21億71百万円の増加となったこ

に対して減産となりました。

と等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フロー

ホンダ
CR-V用
シート

売上収益（百万円）
195,604

176,346

営業利益（百万円）
10,041

8,054

より一部の工場を除き稼働を停止したため、
当期のセグメント
業績に影響が生じています。

2018
年度

2019
年度

2018
年度

2019
年度

そのような中、
当グループでは新規
顧客・新商権獲得に向けた積極的な
営業展開、将来を見据えた次世代技

少となりました。
これは、当期利益の

億66百万円と前連結会計年度に比べ

術開発やさらなる高効率体制構築に

計上等により現金及び現金同等物が

129億54百万円の減少となりました。

向けた生産ラインの完全自動化を目

増加したものの、主要客先からの受注

これは、
定期預金の預入及び払戻によ

指すプロジェクトの推進等に加え、徹

台数の減少等により営業債権及びそ

る純増減額が前連結会計年度の86億

底した原価低減を進めてきました。

の他の債権が減少したこと、及び定期

59百万円の支出から58億円の収入と

預金の減少等によりその他の金融資

なったこと等によるものです。

ける連結業績は、新型コロナウイルス

産が減少したことが主な要因です。

財務活動によるキャッシュ・フロー

感染症影響等による減産や為替影響

財務活動により支出した資金は、

しかしながら、
当連結会計年度にお

により、売上収益は3,596億82百万

負債合計は、672億68百万円と前

129億17百万円と前連結会計年度に

円と前連結会計年度に比べ523億89

連結会計年度末に比べ135億72百万

比べ34億72百万円の減少となりま

百万円
（12.7％）
の減収となりました。

円の減少となりました。
これは、主要

した。これは、配当金の支払額（非支

利益面では減収影響に加え、英国主

客先からの受注台数の減少等により

配持分への支払額を含む）が20億41

要客先での2021年生産終了の決定

営業債務及びその他の債務が減少し

百万円の減少となったこと、及び短期

を受け、TS TECH UK LTDにおいて

たことが主な要因です。

借入金純増減額が前連結会計年度の

現在の事業規模を維持していくこと

資本

8億63百万円の支出から0百万円の

が難しい状況にあることから、従業員

支出となったこと等によるものです。

解雇を想定した解雇費用引当金等の

資本合計は、2,745億52百万円と
前 連 結 会 計 年 度 末に比べ 2 8 億 7 2

米州
当期は、工程ごとの品質保証能力強化による品質コスト抑

な工場においても自動車需要の減退

投資活動により支出した資金は、
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負債

日本

びその他の債権の増減額が169億69

百万円の減少となりました。
これは、
当期利益の計上により利益剰余金が
増加したものの、在外営業活動体の

計上を行ったことにより、営業利益は

3．経営成績に関する分析
経営成績の概況

263億26百万円と前連結会計年度に
比べ124億67百万円
（32.1％）
の減益
となりました。親会社の所有者に帰属

換算差額の減少等によりその他の資

当期の世界経済は、米中貿易摩擦

する当期利益は150億64百万円と前

本の構成要素が減少したことが主な

による不透明感の高まりや、
インドを

連結会計年度に比べ106億86百万円

要因です。

中心としたアジア経済の鈍化等、
引き

（41.5％）
の減益となりました。

続き厳しい市場環境となりました。加
中国
当期は、武漢地区でホンダ新型ENVIX用シート、広州地区
でホンダ新型BREEZE用シートなどの生産を開始しました。
新型コロナウイルス感染症影響について、春節（2020年1月

2．
キャッシュ・フローの分析
ホンダ
ENVIX用
シート

売上収益（百万円）
89,187

82,729

営業利益（百万円）
16,663

15,542

23日）
から3月中旬まで工場が稼働を停止したため、
当期のセ
グメント業績に影響が生じています。

2018
年度

2019
年度

2018
年度

2019
年度

当期は、
タイでホンダ新型ACCORDや新型CITY用シート
などの生産を開始しました。
新型コロナウイルス感染症影響について、2020年3月下旬

ホンダ
ACCORD用
シート

売上収益（百万円）
66,822

51,967

営業利益（百万円）
5,425

2,109

より一部の工場を除き稼働を停止しましたが、
当期のセグメン
ト業績への影響は軽微です。
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2018
年度

2019
年度

2018
年度

2019
年度

4．今後の見通し

当連結会計年度における現金及び

伴い、
自動車市場においても工場の稼

現金同等物（以下、
「資金」
という）は、

働停止や大幅な減産等、大きな影響

とおり予測しております。

前連結会計年度に比べ209億81百万

が生じました。

売上収益
3,500億円

（前期比2.7％減）

営業利益
  260億円

（前期比1.2％減）

税引前利益
  281億円

（前期比2.3％減）

当期利益
  200億円

（前期比1.0％減）

円増加し、当連結会計年度末残高は

当グループにおいては、第3四半期

1,496億28百万円となりました。

までは中国セグメントでの増産はあ

営業活動によるキャッシュ・フロー

りましたが、その他セグメントでは経

営業活動により得られた資金は、

アジア・欧州

えて、第4四半期以降は新型コロナウ
イルス感染症の世界的な感染拡大に

済や客先動向を受けて減産となりま

441億93百万円と前連結会計年度

した。さらに、新型コロナウイルス感

に比べ3億87百万円の増加となりま

染症の感染拡大による各国政府主導

した。
これは、税引前利益が126億56

の操業制限等に伴う客先の生産停止

百万円の減少、及び営業債務及びそ

を受け、中国を皮切りに、米州やアジ

の他の債務の増減額が76億46百万

ア・欧州セグメントにおいて工場の稼

円の減少となったものの、営業債権及

働停止が発生するとともに、稼働可能

2021年3月期の連結業績は以下の

親会社の所有者に帰属する当期利益
  134億円
（前期比11.0％減）
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