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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第1四半期 6,030 ― 271 ― 447 ― 267 ―
20年3月期第1四半期 5,652 7.7 301 10.3 345 2.5 41 △5.5

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

21年3月期第1四半期 16.88 ―
20年3月期第1四半期 2.96 ―

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

21年3月期第1四半期 20,929 7,798 37.3 492.18
20年3月期 19,863 7,515 37.8 474.28

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  7,798百万円 20年3月期  7,515百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 3.00 3.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 3.00 3.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期連結累計期間 12,460 ― 390 ― 530 ― 250 ― 15.78
通期 25,200 3.7 950 △19.5 1,240 △25.7 700 △16.3 44.18

4.  その他 
(1) 期中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) 簡便な会計処理及び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) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】「４．その他」をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成21年３月期の業績予想は、「平成20年３月期 決算短信（連結）」（平成20年５月19日付）において公表した金額より変更しておりません。 
２．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、２ページ【定性的情報・
財務諸表等】「３．業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
３.当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  15,885,928株 20年3月期  15,885,928株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  40,723株 20年3月期  39,914株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  15,845,349株 20年3月期第1四半期  15,197,045株
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定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当社グループの主要取引先であります自動車業界では、国内市場におきましては、普通・小型トラックは排ガス規

制に伴う買い替え需要が一巡したことにより減少傾向となりましたが、乗用車は微増となりました。一方、海外市場

におきましては、新興国・資源国向けの輸出が好調であったことなどをうけ、増加傾向となりました。この結果、国

内と海外を合わせた国内生産は、高水準で推移いたしました。このような状況下、当四半期連結業績につきましては、

売上高は60億30百万円（前年同四半期比6.7％増）、営業利益は２億71百万円（前年同四半期比9.8％減）、経常利益

は４億47百万円（前年同四半期比29.5％増）、四半期純利益は２億67百万円（前年同四半期比546.0％増）となりまし

た。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当連結第１四半期末の総資産額は209億29百万円となり、前連結会計年度末と比較し10億65百万円増加しました。増

加の主な要因は、新規設備投資の増加に伴う有形固定資産が６億56百万円増加し、鋼材価格アップに伴う棚卸資産が

４億46百万円増加したこと等によるものであります。

　負債総額は131億30百万円となり、前連結会計年度末と比較し７億82百万円増加しました。増加の主な要因は、新規

設備投資の増加に伴う設備関係支払手形が８億25百万円増加したこと等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

　平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年５月19日に公表いたしました業績予想に変更はございません。

４．その他

（１）期中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）

　該当事項はありません。

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　該当事項はありません。

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

　　　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

　　　　　（追加情報）

　（有形固定資産の耐用年数の変更）

　　鉄鋼鍛造業用の固定資産のうち、すべての機械装置について、平成20年度の法人税法の改正に伴い、耐

用年数10年を採用しております。

  この結果、従来と同一の基準によった場合と比較して減価償却費は17,610千円増加し、営業利益、経常

利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ同額減少しております。
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５.四半期財務諸表

　（１）四半期連結貸借対照表

科目

当第１四半期連結会計期間末
 

（平成20年６月30日）

前連結会計年度末に係る　
　要約貸借対照表

（平成20年３月31日）　

金額（千円） 金額（千円）　

（資産の部）   

Ⅰ　流動資産   

　現金及び預金 1,384,914 1,309,371

　受取手形及び売掛金 4,213,750 4,372,424

　製品 197,977 175,230

　原材料 302,724 185,666

　仕掛品 1,520,748 1,305,232

　貯蔵品 489,880 466,213

　金型 654,415 587,131

　繰延税金資産 349,382 311,483

　その他 800,643 639,003

　貸倒引当金 △490 △497

流動資産合計 9,913,946 9,351,259

Ⅱ　固定資産   

有形固定資産　   

　建物及び構築物 3,410,790 3,348,763

　　減価償却累計額 △1,805,081 △1,786,764

　　建物及び構築物（純額） 1,605,708 1,561,999

　機械装置及び運搬具 15,506,724 14,984,978

　　減価償却累計額 △10,757,445 △10,624,008

　　機械装置及び運搬具（純額） 4,749,278 4,360,970

　土地 1,495,043 1,495,043

　その他 2,399,571 2,148,486

　　減価償却累計額 △1,368,958 △1,339,394

　　その他（純額） 1,030,612 809,092

　有形固定資産合計 8,880,643 8,227,104

無形固定資産　   

　借地権 16,676 16,676

　施設利用権 1,984 1,984

　ソフトウェア 24,195 13,170

　無形固定資産合計 42,856 31,831

テーデーエフ㈱（5641）平成 21 年３月期　第１四半期決算短信

－ 3 －



科目

当第１四半期連結会計期間末
 

（平成20年６月30日）

前連結会計年度末に係る　
　要約貸借対照表

（平成20年３月31日）　

金額（千円） 金額（千円）　

投資その他の資産　   

　投資有価証券 2,006,439 2,156,235

　繰延税金資産 53,396 63,679

　その他 31,912 33,292

　貸倒引当金 － －

　投資その他の資産合計 2,091,747 2,253,207

固定資産合計 11,015,247 10,512,144

資産合計 20,929,194 19,863,403
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科目

当第１四半期連結会計期間末
 

（平成20年６月30日）

前連結会計年度末に係る　
　要約貸借対照表

（平成20年３月31日）　

金額（千円） 金額（千円）　

（負債の部）   

Ⅰ　流動負債   

　支払手形及び買掛金 6,780,614 6,756,191

　短期借入金 1,179,837 1,074,324

　未払法人税等 233,063 266,633

　未払消費税等 23,773 108,192

　賞与引当金 514,328 344,431

　役員賞与引当金 － 6,800

　設備関係支払手形 1,360,125 534,628

　その他 1,190,201 1,168,539

  流動負債合計 11,281,943 10,259,739

Ⅱ　固定負債   

　長期借入金 802,660 997,654

　繰延税金負債 134,920 154,244

　退職給付引当金 768,231 743,991

　役員退職慰労引当金 74,684 77,120

　その他 68,033 115,263

　固定負債合計 1,848,529 2,088,273

負債合計 13,130,472 12,348,013

（純資産の部）   

Ⅰ　株主資本   

　資本金 1,694,767 1,694,767

　資本剰余金 1,327,996 1,327,996

　利益剰余金 4,403,583 4,183,756

　自己株式 △13,619 △13,483

　株主資本合計 7,412,727 7,193,036

Ⅱ　評価・換算差額等   

　その他有価証券評価差額金 292,653 239,550

　為替換算調整勘定 93,341 82,803

　評価換算差額等合計 385,994 322,353

純資産合計 7,798,722 7,515,390

負債純資産合計 20,929,194 19,863,403
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（２）四半期連結損益計算書（第１四半期累計期間）

科目

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 6,030,534

Ⅱ　売上原価 5,495,144

売上総利益 535,390

Ⅲ　販売費及び一般管理費  

　発送運賃 89,238

　給料及び手当 94,631

　賞与引当金繰入額 12,702

　退職給付引当金繰入額 1,284

　役員退職慰労引当金繰入額 3,624

　その他 62,052

　販売費及び一般管理費合計 263,532

営業利益 271,858

Ⅳ　営業外収益  

　受取利息 830

　受取配当金 5,223

　持分法による投資利益 177,255

　その他 19,607

　営業外収益合計 202,917

Ⅴ　営業外費用  

　支払利息 11,536

　支払手数料 7,850

　その他 7,975

　営業外費用合計 27,362

経常利益 447,414

Ⅵ　特別損失  

　固定資産処分損 16,728

　特別損失合計 16,728

税金等調整前四半期純利益 430,685

法人税　住民税及び事業税 220,613

法人税等調整額　 △57,354

四半期純利益 267,427
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

区分 金額（千円）

Ⅰ　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 430,685

　減価償却費 258,467

　賞与引当金の増減額（△は減少） 169,897

　役員賞与引当金の増減額（△は減少） △6,800

　貸倒引当金の増減額（△は減少） △7

　退職給付引当金の増減額（△は減少） 24,239

　役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2,436

　受取利息及び受取配当金 △6,054

　支払利息 11,536

　持分法による投資損益（△は益） △177,255

　その他の営業外損益（△は益） △11,632

　有形固定資産処分損益（△は益） 16,728

　売上債権の増減額（△は増加） 158,673

　たな卸資産の増減額（△は増加） △446,272

　仕入債務の増減額（△は減少） 24,423

　未払消費税等の増減額（△は減少） △84,419

　その他の資産・負債の増減額 215,078

小計 574,854

　利息及び配当金の受取額 6,054

　利息の支払額 △16,118

　法人税等の支払額 △242,683

　その他の収入 10,635

  営業活動によるキャッシュ・フロー 332,741
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当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

区分 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

　定期預金の預入による支出 △20,000

　定期預金の払戻による収入 20,000

　有形固定資産の取得による支出 △106,397

　無形固定資産の取得による支出 △11,913

　投資有価証券の取得による支出 △1,882

　長期貸付金の回収による収入 150

投資活動によるキャッシュ・フロー △120,043

Ⅲ　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） 110,000

　長期借入金の返済による支出 △199,481

　その他 △47,674

財務活動によるキャッシュ・フロー △137,155

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 75,543

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高　 1,289,371

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 1,364,914
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（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

ａ．事業の種類別セグメント情報

当四半期連結会計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　鍛工品の製造と販売に係る事業の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利

益及び全セグメント資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、記載を省略しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前連結会計年度及び当連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支

店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

当四半期連結会計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　海外売上高がないため該当事項はありません。

（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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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 5,652,635

Ⅱ　売上原価 5,087,258

売上総利益 565,376

Ⅲ　販売費及び一般管理費 264,074

営業利益 301,302

Ⅳ　営業外収益 80,751

　受取利息 239

　受取配当金 4,675

　持分法による投資利益 64,877

　その他 10,958

Ⅴ　営業外費用 36,476

　支払利息 22,916

　支払手数料 9,774

　休止固定資産減価償却額 373

　その他 3,411

経常利益 345,577

Ⅵ　特別損失 73,333

　固定資産処分損 15,181

　役員退職慰労金 58,151

税金等調整前四半期純利益 272,244

法人税、住民税及び事業税 298,175

法人税等調整額　 △67,329

四半期純利益 41,397
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ　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 272,244

　減価償却費 225,699

　賞与引当金の増加（減少△）額 159,228

　役員賞与引当金の増加（減少△）額 △5,100

　貸倒引当金の増加（減少△）額 △268

　退職給付引当金の増加（減少△）額 17,938

　役員退職慰労引当金の増加（減少△）額 △54,648

　受取利息及び受取配当金 △4,915

　支払利息 22,916

　持分法による投資利益 △64,877

　その他の営業外損益 △7,547

　有形固定資産処分損 15,181

　売掛債権の減少（増加△）額 △74,529

　たな卸資産の減少（増加△）額 13,741

　仕入債務の増加（減少△）額 98,923

　未払消費税等の増加（減少△）額 37,499

　その他の増減額 45,803

小計 697,292

　利息及び配当金の受取額 373,606

　利息の支払額 △31,333

　その他営業外損益 10,547

　法人税等の支払額 △71,572

営業活動によるキャッシュ・フロー 978,541
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前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

　定期預金の預入による支出 △20,000

　定期預金の払戻による収入 20,000

　有形固定資産取得による支出 △544,552

　投資有価証券の取得による支出 △1,890

　長期貸付金の回収による収入 150

投資活動によるキャッシュ・フロー △546,293

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

　短期借入金増加（減少△）額 △1,170,000

　長期借入による収入 200,000

　長期借入金返済による支出 △207,389

　新株の発行による収入 989,800

　その他 △39,078

財務活動によるキャッシュ・フロー △226,667

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 205,580

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 1,943,009

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末残高 2,148,589
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