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Global Seat System Creator

株主の皆様へ

　平素は格別のご支援を賜り厚く御礼申し上げます。また、新型コロナウイ
ルス感染症に羅患された⽅々及びご家族の皆様に謹んでお⾒舞い申し上げま
す。一日も早いご回復を⼼よりお祈り申し上げます。
　当社、第69期第2四半期連結累計期間の決算を終了いたしましたので、こ
こに事業の概況をご報告申し上げます。 代表取締役社長

　当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、世界経済への深刻な影
響が続く中、段階的な経済活動の再開による持ち直しの動きもみられるものの、依然として先行きは不透明な状況が続
きました。また、海外におきましては、欧州において新型コロナウイルス感染者数が再び急増し、制限措置強化により
経済活動への打撃や、コロナ禍を巡る根深い米中対立など不安材料も依然存在しており、先行きは不透明な状況が継続
しております。
　当社グループが関連する自動車業界におきましては、国内市場では新型コロナウイルス感染拡大で消費の低迷が続
き、販売台数の減少傾向が継続しました。海外におきましては、中国市場は新型コロナウイルスによる打撃からの回復
基調が続き、販売台数は6カ月連続増加しました。米国市場は、新型コロナウイルスの影響による落ち込みから回復し
つつあり、前年同期から減少したものの市場予想を上回りました。その他の地域の市場は、新型コロナウイルス感染拡
大の影響で消費が低迷し、総じて減少傾向となりました。
　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、売上高は795億8千7百万円（前年同期比
45.0％減）となりました。また、売上高が減少したこと等により営業損失は95億3千1百万円（前年同期は営業損失17
億4千3百万円）、経常損失は110億2千6百万円（前年同期は経常損失10億8百万円）、親会社株主に帰属する四半期純
損失は130億5千2百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失18億5千3百万円）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
　売上高は350億8千2百万円（前年同期比46.0％減）、営業損失は40億6千5百万円（前年同期は営業損失9億4千万

円）となりました。
②北米
　売上高は139億9千万円（前年同期比39.2％減）、営業損失は10億7千8百万円（前年同期は営業損失3億5千3百万

円）となりました。
③中南米
　売上高は158億8千9百万円（前年同期比47.0％減）、営業損失は34億4千7百万円（前年同期は営業損失23億5千9

百万円）となりました。
④欧州
　売上高は2千5百万円（前年同期比97.4％減）、営業損失は1億5千2百万円（前年同期は営業利益1億2百万円）と

なりました。
⑤中国
　売上高は142億4千2百万円（前年同期比40.0％減）、営業損失は4億8千3百万円（前年同期は営業利益17億9千5

百万円）となりました。
⑥東南アジア
　売上高は3億5千6百万円（前年同期比82.1％減）、営業損失は4億6千4百万円（前年同期は営業損失5千2百万円）

となりました。

　2021年3月期の通期連結業績予想につきましては、2020年8月27日に公表いたしました業績予想から変更はありま
せん。

業績の概況
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（注）連結財務ハイライト中の記載数値は、切捨にて表示しております。

※第69期の数値は、第2四半期末時点の数値です。
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（前年同四半期比 ―%）

連結財務ハイライト
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中国大連市の当社合弁会社である大連東風李爾泰極愛思汽車座椅有限公司
（以下「大連DLT」という。）は、得意先である東風日産乗用車公司様より「2019 
Nissan Supplier Quality Award」のChina Regional Quality Awardを受
賞いたしました。

大連DLTは特に自動化推進を重視し、安定した⽣産と品質を確保してまい
りました。これからも更なる品質向上に努めてまいります。

当社は日産自動車様より、2019年度の納⼊
品質に対する優秀企業として、Nissan Global 
Supplier Awardの一部⾨であるInterior & 
Exterior category にてJapan Regional 
Quality Awardを受賞いたしました。

当社は「品質⾄上に徹し、顧客の信頼と感動
を得る商品を提供する」という品質⽅針に基づ
き、品質保証に取り組んでいます。日々の努⼒
の積み重ねにより受賞できたことを誇りに思う
とともに、今後も更なる品質向上と、お客様との信頼関係を獲得するためパフォー
マンスの向上に努めてまいります。

グループ一丸となった品質向上への取組み

当社と株式会社Nui Tec Corporation共同で秋田県横手市に「医療用エプロン」を寄付

中国大連市の現地法人大連DLTが
2019 Nissan Supplier Quality Awardを受賞

タチエス、2020年Nissan Global Supplier Award品質賞を受賞

トピックス

グローバル拠点

開発/統括 １拠点
シートフレーム/
機構部品⽣産 ２拠点

欧州

開発/統括 ３拠点
シート⽣産 ４拠点

東南アジア

開発/統括 ３拠点
シート⽣産 ９拠点
縫製部品⽣産 ２拠点
シートフレーム/
機構部品⽣産 ４拠点

中国

開発/統括 ５拠点
シート⽣産 ８拠点
縫製部品⽣産 ４拠点
シートフレーム/
機構部品⽣産 ２拠点

米州

開発/統括 ４拠点
シート⽣産 ７拠点
縫製部品⽣産 ４拠点
シートフレーム/
機構部品⽣産 ５拠点

シート関連部品⽣産 ２拠点

日本

当社は14カ国に69拠点を有し、世界各国のお客様へタイムリーに製品を提供しております。

大連東風李爾泰極愛思汽車座椅有限公司（中国）

当社米国合弁会社であるSETEX, Inc.（以下「SETEX」という。）とメキシ
コ合弁会社であるSETEX AUTOMOTIVE MÉXICO, S.A. DE C.V.（以下

「SAM」という。）は、それぞれHonda of America Mfg., Inc.様とHonda de 
Mexico S.A. de C.V.様より、2019年ホンダサプライヤー賞の一部⾨である
Delivery and Quality賞を受賞いたしました。

SETEXでは「New SETEX Quality Slogan」を作成し、全従業員の品質意
識を高め、CraftmanshipTrainingなどのQuality Up活動を推進することで、
継続的な品質向上に努めてまいりました。2019年はSETEX設立以来、最高の
出荷品質を達成し、1998年に受賞して以来、22年ぶりの受賞となりました。
また、SAMについては、２年連続で同賞を受賞いたしました。

2019 ホンダサプライヤー賞を米国、メキシコの２拠点で受賞

SETEX AUTOMOTIVE MÉXICO, S.A. DE C.V.SETEX, Inc.

医療用エプロン製作に関わったメンバー1万枚寄贈セレモニー(横手市役所 本庁舎) 医療用エプロン(袖付き) 表彰式⽣産ライン（作業風景）

当社と当社の⼦会社である株式会社Nui Tec Corporation（以下「Nui Tec」という。）は、医療用エプロン1万枚を寄付したこと
により、「横手市の医療体制の充実に大きく貢献」したとして、2020年10月1日横手市の髙橋大市⻑より感謝状を授与されました。
寄付した医療用エプロンは、Nui Tec秋田事業所（横手市大森町）で製作し、横手市に提供いたしました。今回の医療用エプロンの
製作については、本業である自動車用シートカバー製造とは異なる、異業種分野へのチャレンジとなりました。当社グループは、今後
も地域貢献を積極的に進めてまいります。
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会社概要／株式の状況 （2020年９月30日現在）

設 立 1954年4月7日
本 店 東京都昭島市松原町3丁目3番7号
資 本 金 9,040百万円
従 業 員 数 12,982名（連結）　1,532名（単体）
主要な事業内容 自動車座席・座席部品の製造及び販売
ホ ー ム ペ ー ジ http://www.tachi-s.co.jp/

発行可能株式総数 140,000,000株
発行済株式の総数 35,242,846株
株 主 総 数 4,607名

■　会社概要 ■　株式の状況

■　役員

代 表 取 締 役 会 長
最 高 経 営 責 任 者 中　山　太　郎

代 表 取 締 役 社 長
最 高 執 行 責 任 者 山　本　雄一郎

取 締 役  相 談 役 齊　藤　　　潔
取 締 役  執 行 役 員 有　重　邦　雄 田　村　一　美

小　松　篤　司
社 外 取 締 役 木　下　俊　男 三　原　秀　哲

永　尾　慶　昭
常 勤 監 査 役 今　野　一　郎 松　井　尚　純
社 外 監 査 役 松　尾　慎　祐 小　澤　伸　光 （注）持株比率は自己株式（813,730株）を控除して計算しております。

株主名 持株数
（千株）

持株比率
（％）

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 2,120 6.15

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,857 5.39

SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT 1,607 4.66

トヨタ紡織株式会社 1,521 4.41
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) 
SUB A/C USL NON-TREATY 1,148 3.33

河西工業株式会社 905 2.63

タチエス取引先持株会 872 2.53

齊藤　静 805 2.33

株式会社三井住友銀行 750 2.17

齊藤　潔 736 2.13

事 業 年 度 毎年4月1日～翌年3月31日
定 時 株 主 総 会 毎年6月下旬
基 準 日 定時株主総会　毎年3月31日

期末配当　　　毎年3月31日
中間配当　　　毎年9月30日
その他必要があるときは、あらかじめ
公告して定めます。

単 元 株 式 数 100株
株主名簿管理人及び 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
特別口座管理機関 三井住友信託銀行株式会社

住所変更、その他お問い合わせ先

未受領の配当金につきましては、三井住友信託銀行株式会社にお申し出くだ
さい。

証券会社に口座を
開設されている

株主様

証券会社に口座を
開設されていない株主様

（特別口座に記録されている株主様）

郵送物送付先

お取引の証券会社

〒 168-0063
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

電 話 番 号 0120-782-031（フリーダイヤル）

取 次 窓 口 三井住友信託銀行株式会社　全国各支店

株主メモ

株主様窓口＜総務部＞
〒196-8611 東京都昭島市松原町3丁⽬3番7号
TEL.042-546-8111
ホームページ http://www.tachi-s.co.jp/

当社では、株主の皆様への利益還元のひとつとして、1単元（100株）以上保有の株主様を対象に、株主優待制度を実施しております。

２．継続保有期間の判定
継続保有期間の判定については、2020年3月31日現在（基準日）から過去に遡って行います。
３．贈呈の時期
年1回、毎年6月上旬にお送りする「定時株主総会招集ご通知」に同封しご送付いたします。

継続保有期間 3年未満 3年以上

保有株式数 優待内容

100株以上300株未満 1,000円券 2,000円券

300株以上1,000株未満 2,000円券 3,000円券

1,000株以上 4,000円券 5,000円券

１．制度の内容 基準日：3月31日 優待品：QUOカード
（注）１． 継続保有期間３年以上の判定は、毎年３月31日を基準日とし、半期ごと（９月30日及び

３月31日）の当社株主名簿に「保有株式数１単元（100株）以上」を「同一株主番号」
で「連続して７回以上記載」された株主様を継続保有「３年以上」の対象といたします。
保有株式数については、直近の優待基準日時点の保有株式数にて判定いたします。

（注）２． 次の事項に該当する場合、株主番号が変更となる可能性がありますのでご注意ください。
なお、株主番号の変更の有無については、株式をお預けの証券会社にお問い合わせください。
①株式の名義人が変更となった場合

・相続、贈与
・証券会社の貸株サービスを利用した場合 など

②保有株式のすべてを売却し、買い戻した場合
・お預けの証券会社を変更した場合
・保有株式を一般口座からNISA口座に切り替えた場合 など

株主優待制度について
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