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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 17,061 ― 210 ― 386 ― 196 ―
20年3月期第3四半期 18,045 14.7 985 31.6 1,222 36.3 666 13.1

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3四半期 12.38 ―
20年3月期第3四半期 44.45 ―

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3四半期 20,660 7,319 35.4 462.01
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3四半期  7,319百万円 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 ― 0.00 ― 3.00 3.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

通期 20,450 △15.9 △290 △124.6 △140 △108.0 △170 △118.4 △10.73

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）  有  

平成20年７月13日に当社の連結子会社である東北精工株式会社を吸収合併しております。  

(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、定性的情報・財務諸表等４.その他をご参照ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績の適切なりように関する説明、その他特記事項 
１．平成21年２月２日に「業績予想の修正に関するお知らせ」を発表し、平成21年３月期の連結業績予想数値及び個別業績予想数値を修正しております。なお、上記の
予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。上記予
想に関する事項は、定性的情報・財務情報等３.連結業績予想に関する定性的情報をご参照ください。 
２．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「四半期財務諸表等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 1 社 （社名 東北精工株式会社 ）

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3四半期  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3四半期  42,362株 20年3月期  39,085株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  15,844,248株 20年3月期第3四半期  15,850,366株
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 当社グループの直近の事業環境につきましては、自動車業界の急激な事業環境の悪化により、主要得意先でありま

す自動車業界などの大幅な受注及び生産の大幅な減少に伴い、下半期以降も大幅に減少しており、厳しい需要環境を

余儀なくされるものと見込んでおります。 

 この結果、当第３四半期累計期間の業績につきましては、売上高は170億61百万円、営業利益は２億10百万円、経

常利益は３億86百万円、四半期純利益は１億96百万円となりました。 

  

  

 当第３四半期末の総資産額は206億60百万円となり、前連結会計年度末と比較し７億97百万円増加しました。増減

の主な要因は、現金及び預金の６億48百万円増、設備投資の増加等に伴う有形固定資産の17億25百万円増、鋼材価格

アップに伴う棚卸資産の６億69百万円増等はあるものの、大幅な受注減少により売上債権が13億17百万円減少し、株

価低迷等の影響もあり、投資有価証券が７億７百万円減少したこと等によるものであります。 

 負債総額は133億40万円となり、前連結会計年度末と比較し９億92百万円増加しました。増加の主な要因は、新規

設備投資の増加に伴う長短借入が17億90百万円増加したものの、仕入債務が６億64百万円減少したこと等によるもの

であります。 

   

  

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 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 平成21年３月期（平成20年４月１日～平成21年３月31日）の通期連結業績予想及び通期個別業績予想について、平

成20年11月５日に公表いたしました業績予想を平成21年２月２日に下記のとおり修正いたしました。 

  

（平成21年３月期通期連結業績予想） 

  

（平成21年３月期通期個別業績予想）   

  

   売上高  営業利益  経常利益  当期純利益 

 前回発表予想(A)  25,150  430  760  620 

 今回発表予想(B)  20,450  △290  △140  △170 

 増減額(B-A)  △4,700  △720  △900  △790 

 増減率(%)  △18.7  △167.4  △118.4  △127.4 

   売上高  営業利益  経常利益  当期純利益 

 前回発表予想(A) 17,090  320 810 790 

 今回発表予想(B) 13,900 △350 140 200 

 増減額(B-A) △3,190 △670 △670 △590 

 増減率(%) △18.7 △209.4 △82.7 △74.7 
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 平成20年７月13日に当社の連結子会社である東北精工株式会社を吸収合併しておりますが、当第３四半期連結

累計期間中の収益は連結損益計算書に反映しております。  

  

   

 該当事項はありません。  

  

  

 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９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83,638千円増加し、営業利益は79,013

千円減少し、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ83,638千円減少しております。  

  

  

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） 

（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 

（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 
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,957,648 1,309,371

受取手形及び売掛金 3,054,785 4,372,424

製品 271,910 175,230

原材料 286,629 185,666

仕掛品 1,786,036 1,305,232

貯蔵品 378,059 466,213

金型 666,481 587,131

繰延税金資産 190,524 311,483

その他 487,246 639,003

貸倒引当金 △372 △497

流動資産合計 9,078,950 9,351,259

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,557,543 3,348,763

減価償却累計額 △1,646,745 △1,786,764

建物及び構築物（純額） 1,910,798 1,561,999

機械装置及び運搬具 15,986,749 14,984,978

減価償却累計額 △10,779,310 △10,624,008

機械装置及び運搬具（純額） 5,207,439 4,360,970

土地 1,496,248 1,495,043

その他 2,721,404 2,148,486

減価償却累計額 △1,383,394 △1,339,394

その他（純額） 1,338,010 809,092

有形固定資産合計 9,952,496 8,227,104

無形固定資産   

借地権 16,676 16,676

施設利用権 2,279 1,984

ソフトウエア 21,274 13,170

無形固定資産合計 40,230 31,831

投資その他の資産   

投資有価証券 1,448,259 2,156,235

繰延税金資産 99,929 63,679

その他 40,870 33,292

投資その他の資産合計 1,589,059 2,253,207

固定資産合計 11,581,786 10,512,144

資産合計 20,660,737 19,863,403
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,091,334 6,756,191

短期借入金 3,005,435 1,074,324

未払法人税等 2,056 266,633

未払消費税等  108,192

賞与引当金 192,388 344,431

役員賞与引当金  6,800

設備関係支払手形 869,223 534,628

その他 1,107,834 1,168,539

流動負債合計 11,268,271 10,259,739

固定負債   

長期借入金 857,200 997,654

繰延税金負債 64,441 154,244

退職給付引当金 803,066 743,991

役員退職慰労引当金 51,672 77,120

その他 296,262 115,263

固定負債合計 2,072,642 2,088,273

負債合計 13,340,913 12,348,013

純資産の部   

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 4,332,054 4,183,756

自己株式 △13,780 △13,483

株主資本合計 7,341,038 7,193,036

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 58,842 239,550

為替換算調整勘定 △80,057 82,803

評価・換算差額等合計 △21,214 322,353

純資産合計 7,319,823 7,515,390

負債純資産合計 20,660,737 19,863,403
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 17,061,831

売上原価 16,157,436

売上総利益 904,394

販売費及び一般管理費  

発送運賃 240,959

給料及び手当 251,095

賞与引当金繰入額 31,265

退職給付引当金繰入額 5,077

役員退職慰労引当金繰入額 7,452

その他 157,957

販売費及び一般管理費合計 693,808

営業利益 210,586

営業外収益  

受取利息 2,665

受取配当金 9,391

持分法による投資利益 234,670

その他 45,618

営業外収益合計 292,344

営業外費用  

支払利息 34,929

支払手数料 23,550

その他 58,049

営業外費用合計 116,528

経常利益 386,403

特別利益  

固定資産処分益 5,100

過年度損益修正益 84,668

特別利益合計 89,768

特別損失  

固定資産処分損 99,218

投資有価証券評価損 174

特別損失合計 99,392

税金等調整前四半期純利益 376,779

法人税、住民税及び事業税 94,717

法人税等調整額 85,857

法人税等合計 180,575

四半期純利益 196,204

- 6 -

テーデーエフ㈱（5641）平成21年3月期第3四半期決算短信



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 4,392,626

売上原価 4,507,341

売上総損失（△） △114,714

販売費及び一般管理費  

発送運賃 66,067

貸倒引当金繰入額 △13

給料及び手当 74,630

賞与引当金繰入額 7,676

役員賞与引当金繰入額 1,100

退職給付引当金繰入額 1,334

役員退職慰労引当金繰入額 2,484

その他 40,113

販売費及び一般管理費合計 193,393

営業損失（△） △308,107

営業外収益  

受取利息 702

受取配当金 1,415

その他 7,906

営業外収益合計 10,025

営業外費用  

支払利息 12,956

支払手数料 7,850

持分法による投資損失 13,298

その他 31,944

営業外費用合計 66,049

経常損失（△） △364,131

特別利益  

固定資産処分益 100

特別利益合計 100

特別損失  

固定資産処分損 17,987

投資有価証券評価損 174

特別損失合計 18,161

税金等調整前四半期純損失（△） △382,192

法人税、住民税及び事業税 △160,413

法人税等調整額 99,910

法人税等合計 △60,503

四半期純損失（△） △321,689
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

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 376,779

減価償却費 872,197

賞与引当金の増減額（△は減少） △152,042

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） △125

退職給付引当金の増減額（△は減少） 59,075

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △25,448

受取利息及び受取配当金 △12,056

支払利息 34,929

持分法による投資損益（△は益） △234,670

投資有価証券評価損益（△は益） 174

その他の営業外損益（△は益） 12,431

有形固定資産処分損益（△は益） 94,118

売上債権の増減額（△は増加） 1,317,638

たな卸資産の増減額（△は増加） △669,642

仕入債務の増減額（△は減少） △664,856

未払消費税等の増減額（△は減少） △108,192

その他の資産・負債の増減額 259,421

小計 1,152,930

利息及び配当金の受取額 528,813

利息の支払額 △39,861

法人税等の支払額 △354,194

その他の支出 △9,627

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,278,060

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 △2,361,413

有形固定資産の売却による収入 9,076

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 △8,804

長期貸付金の回収による収入 450

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,372,604

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） 1,870,000

長期借入れによる収入 400,000

長期借入金の返済による支出 △479,343

その他 △47,834

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,742,822

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 648,277
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

現金及び現金同等物の期首残高 1,289,371

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,937,648
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 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

 当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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。  

  

  

 当第３四半期累計期間において、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。 

  

  

 海外売上高がないため該当事項はありません。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（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３四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  18,045,259

Ⅱ 売上原価  16,291,467

売上総利益  1,753,792

Ⅲ 販売費及び一般管理費  767,837

営業利益  985,955

Ⅳ 営業外収益  344,835

 受取利息  594

 受取配当金  9,040

 持分法による投資利益  283,074

 その他  52,126

Ⅴ 営業外費用  108,429

 支払利息  51,768

 支払手数料  29,324

 休止固定資産減価償却額  1,060

 その他  26,276

経常利益  1,222,360

Ⅵ 特別利益  5,570

 固定資産処分益  5,570

Ⅶ 特別損失  187,364

 固定資産処分損  129,213

 役員退職慰労金  58,151

税金等調整前四半期純利益  1,040,566

法人税、住民税及び事業税  354,913

 法人税等調整額  18,799

四半期純利益  666,853
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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３四半期） 

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  1,040,566

 減価償却費  715,532

 賞与引当金の増加（減少△）額  △145,237

 役員賞与引当金の増加（減少△）額  △1,700

 貸倒引当金の増加（減少△）額  1,083

 退職給付引当金の増加（減少△）額  59,647

 役員退職慰労引当金の増加（減少△）額  △48,359

 受取利息及び受取配当金  △9,634

 支払利息  51,768

 役員賞与の支払  △6,800

 持分法による投資利益  △283,074

 その他の営業外損益  △25,850

 有形固定資産処分益  △5,570

 有形固定資産処分損  129,213

 売上債権の減少（増加△）額  △370,092

 たな卸資産の減少（増加△）額  △41,438

 仕入債務の増加（減少△）額  282,389

 未払消費税等の増加（減少△）額  99,024

 その他の増加（減少△）額  177,673

小計  1,619,141

 利息及び配当金の受取額  378,326

 利息の支払額  △60,210

 その他営業外損益  31,584

 法人税等の支払額  △222,911

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,745,930
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前年同四半期 

（平成20年３月期 
第３四半期） 

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  △1,012,096

 有形固定資産売却による収入  23,369

 無形固定資産取得による支出  △3,798

 投資有価証券の取得による支出  △8,405

 長期貸付金の返済による収入  1,450

投資活動によるキャッシュ・フロー  △999,481

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  △1,560,000

 長期借入による収入  200,000

 長期借入金返済による支出  △431,351

 新株式の発行による収入  989,800

 その他  △41,547

財務活動によるキャッシュ・フロー  △843,098

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額  △96,648

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,943,009

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高  1,846,360
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前年同四半期（平成20年３月期第３四半期） 

 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。  

  

  

前年同四半期（平成20年３月期第３四半期） 

 当四半期会計期間において、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。 

  

  

前年同四半期（平成20年３月期第３四半期） 

海外売上高がないため該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

６．その他の情報 
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