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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第3四半期 45,466 △42.0 △1,139 ― △1,092 ― △1,531 ―

21年3月期第3四半期 78,441 ― 971 ― 1,006 ― △504 ―

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

22年3月期第3四半期 △21.52 ―

21年3月期第3四半期 △6.97 ―

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

22年3月期第3四半期 60,562 24,696 39.6 337.21
21年3月期 63,302 24,507 37.9 337.27

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  24,008百万円 21年3月期  24,015百万円

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  

平成22年３月期（予想）配当金は第２四半期末（中間）は無配、期末は未定であります。（「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」欄参
照） 

1株当たり配当金

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

21年3月期 ― 3.00 ― 1.00 ―

22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

― ―

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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  
平成21年11月12日に公表いたしました通期業績予想を、平成22年2月4日別途公表しております「通期業績予想修正に関するお知らせ」により変更しており
ます。 

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 63,800 △29.6 △900 ― △450 ― △950 ― △13.34
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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） 

(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．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。なお、平成21年11月12日に公表いたしました通期業績予想を、平成22年2月4日別
途公表しております「通期業績予想修正に関するお知らせ」により変更しております。 
２．平成22年３月期（予想）配当につきましては、中間配当は無配で、期末配当は未定とさせていただいております。経営環境の先行きが依然不透明であ 
るため、今後の業績動向を勘案した上で、予想額の開示が可能となった時点で速やかに開示いたします。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 74,777,392株 21年3月期  74,777,392株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  3,580,190株 21年3月期  3,573,092株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 71,199,548株 21年3月期第3四半期 72,436,558株
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  当第３四半期（９ヶ月）の経済環境は、昨年後半からの景気の悪化は持ち直してきており、企業収益も緩やか

に改善し、設備投資も下げ止まりを見せておりますが、個人消費は弱めの動きとなっており、今後の改善につい

ては不透明な状況となっております。 

 このような状況のなか当社グループの売上は、得意先の在庫調整も終了しつつあり増加に転じておりますが、

第２四半期までの減少の影響により、前年比大幅な減少となっております。国内においては、自動車用では、乗

用系を中心に回復はしてきているものの、建設産業機械用については依然得意先の在庫調整が続き、回復が遅れ

ております。海外においては、中国での自動車用の熱交換器の増加はありましたが、北米・欧州での自動車用・

建設産業機械用の減少、アジア・欧州での空調用の減少もあり、大幅な減少となりました。この結果、連結売上

高は前期比で42％減の大幅なマイナスとなりました。 

 利益面につきましては、９ヶ月では売上の大幅な減少により減益となりましたが、第３四半期３ヶ月では、売

上回復の影響と、親会社単体・海外子会社とも収益改善に努めた結果、黒字となりました。 

  この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、前第３四半期連結累計期間比 百万円減少し、

百万円（前第３四半期連結累計期間比42.0％減）、営業損益は前第３四半期連結累計期間比 百万円減少し、

百万円の営業損失、経常損益は前第３四半期連結累計期間比 百万円減少し、 百万円の経常損失、

四半期純損益は前第３四半期連結累計期間比 百万円減少し、 百万円の四半期純損失となりました。 

 当第３四半期（３ヶ月）の売上高は前年同四半期比 百万円減少し、 百万円（前年同四半期比 ％

減）となりましたが、営業損益は前年同四半期比 百万円増加し、 百万円の営業利益、経常損益は前年同四

半期比 百万円増加し、 百万円の経常利益、四半期純損益は前年同四半期比 百万円増加し、 百万

円の四半期純利益となりました。  

  

（連結貸借対照表） 

流動資産 

 当第３四半期連結会計期間末における流動資産は 百万円となり、対前連結会計年度末比で、 百万円

減少しました。現金及び預金の減少（ 百万円の減少）と、売上減少に伴う売掛債権の減少（ 百万円の

減少）が主な要因であります。 

固定資産 

 当第３四半期連結会計期間末における固定資産は 百万円となり、対前連結会計年度末比で、 百万円増

加しました。設備投資の抑制により有形固定資産が減少（ 百万円の減少）する一方で、時価評価額の回復に

よる投資有価証券が増加（ 百万円の増加）したことによります。 

流動負債 

 当第３四半期連結会計期間末における流動負債は 百万円となり、対前連結会計年度末比で、 百万円

減少しました。未払金の減少（ 百万円の減少）、新株予約権付社債の発行により借入金の返済を行ったこと

による短期借入金の減少（ 百万円の減少）が主な要因であります。 

固定負債 

 当第３四半期連結会計期間末における固定負債は 百万円となり、対前連結会計年度末比で、 百万円

増加しました。新株予約権付社債の発行（ 百万円の増加）が主な要因であります。 

純資産 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産は 百万円となり、対前連結会計年度末比で、 百万円増加

しました。利益剰余金は減少しましたが（ 百万円の減少）、その他有価証券評価差額の増加（ 百万円

の増加）と、為替換算調整勘定の増加（ 百万円の増加）により、微増となりました。 

  

（連結キャッシュフロー計算書） 

  当第３四半期連結会計期間末における現金および現金同等物は、 百万円となりました。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、 百万円の増加となりました。これは、税金等調整前四半期純損失

が 百万円ありましたが、減価償却費の 百万円、売上急減により売上債権が減少したことによる 百

万円の増加、棚卸資産が減少したことによる 百万円の増加によるものです。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、 百万円の減少となりました。これは、主に有形固定資産の取得に

よる支出の 百万円によるものです。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、 百万円の減少となりました。これは、社債の発行による 百

万円の増加はありましたが、返済により短期借入金が 百万円減少したことによるものです。 

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

32,975 45,466

2,110

1,139 2,098 1,092

1,027 1,531

6,053 15,798 27.7

723 326

1,022 228 1,087 107

２．連結財政状態に関する定性的情報

27,920 3,019

2,042 1,351

32,642 280

1,098

1,355

26,433 6,577

1,724

4,846

9,433 3,649

4,000

24,696 188

1,603 1,309

235

5,697

3,585

1,045 3,284 1,426

530

2,528

2,791

1,503 3,986

5,012
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 平成22年３月期の業績予想におきましては、平成21年11月12日に公表いたしました通期の業績予想を、修正いたし

ました。詳細につきましては、本日（平成22年２月４日）別途公表しております「通期業績予想修正に関するお知ら

せ」をご覧下さい。 

  

  該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。  

  

  該当事項はありません。  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

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：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,164 6,207

受取手形及び売掛金 15,447 16,799

有価証券 1,665 1,349

商品及び製品 1,395 1,291

仕掛品 467 436

原材料及び貯蔵品 2,987 3,555

その他 1,839 1,346

貸倒引当金 △47 △46

流動資産合計 27,920 30,939

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,984 5,704

機械装置及び運搬具（純額） 9,392 9,458

その他（純額） 7,205 8,517

有形固定資産合計 22,581 23,680

無形固定資産   

その他 428 359

無形固定資産合計 428 359

投資その他の資産   

投資有価証券 8,353 6,997

その他 1,302 1,347

貸倒引当金 △23 △23

投資その他の資産合計 9,632 8,321

固定資産合計 32,642 32,362

資産合計 60,562 63,302

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,720 9,408

短期借入金 12,665 17,511

未払法人税等 69 107

賞与引当金 448 666

製品保証引当金 127 174

その他 3,402 5,141

流動負債合計 26,433 33,010

固定負債   

新株予約権付社債 4,027 －

長期借入金 1,718 1,918

退職給付引当金 383 372
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

役員退職慰労引当金 4 8

負ののれん 41 43

その他 3,258 3,440

固定負債合計 9,433 5,783

負債合計 35,866 38,794

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,245 7,245

資本剰余金 6,077 6,077

利益剰余金 13,246 14,850

自己株式 △1,119 △1,118

株主資本合計 25,450 27,054

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 71 △1,238

繰延ヘッジ損益 △22 △75

為替換算調整勘定 △1,489 △1,725

評価・換算差額等合計 △1,441 △3,039

新株予約権 139 117

少数株主持分 548 375

純資産合計 24,696 24,507

負債純資産合計 60,562 63,302

-6-

株式会社ティラド（7236）　平成22年3月期　第３四半期決算短信



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 78,441 45,466

売上原価 72,158 42,619

売上総利益 6,283 2,847

販売費及び一般管理費   

荷造及び発送費 1,022 620

製品保証引当金繰入額 91 5

給料及び手当 1,057 885

賞与引当金繰入額 114 77

退職給付引当金繰入額 55 81

福利厚生費 633 532

研究開発費 877 609

その他 1,459 1,173

販売費及び一般管理費合計 5,312 3,987

営業利益又は営業損失（△） 971 △1,139

営業外収益   

受取利息 58 46

受取配当金 172 107

持分法による投資利益 327 410

為替差益 － 20

デリバティブ評価益 － 82

その他 218 210

営業外収益合計 776 876

営業外費用   

支払利息 341 287

投資有価証券評価損 255 120

投資有価証券売却損 － 76

為替差損 108 －

匿名組合投資損失 － 311

その他 35 33

営業外費用合計 741 829

経常利益又は経常損失（△） 1,006 △1,092

特別利益   

固定資産売却益 4 85

抱合せ株式消滅差益 2 －

持分変動利益 － 7

特別利益合計 6 92
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（単位：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

特別損失   

固定資産売却損 15 1

固定資産除却損 108 40

投資有価証券評価損 790 －

特別退職金 50 －

その他 － 4

特別損失合計 964 46

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

48 △1,045

法人税、住民税及び事業税 300 309

法人税等還付税額 △146 －

法人税等調整額 362 139

法人税等合計 516 448

少数株主利益 36 37

四半期純損失（△） △504 △1,531
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

48 △1,045

減価償却費 3,283 3,284

のれん償却額 42 △1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △5 △4

退職給付引当金の増減額（△は減少） △135 5

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2 1

賞与引当金の増減額（△は減少） △714 △217

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △60 －

製品保証引当金の増減額（△は減少） △1 △48

受取利息及び受取配当金 △221 △149

支払利息 341 287

持分法による投資損益（△は益） △327 △410

有形固定資産除却損 108 40

有形固定資産売却損益（△は益） 11 △83

売上債権の増減額（△は増加） 1,959 1,426

たな卸資産の増減額（△は増加） 96 530

仕入債務の増減額（△は減少） 277 100

有価証券売却損益（△は益） △58 41

有価証券評価損益（△は益） 1,046 120

その他の流動資産の増減額（△は増加） 539 △520

その他の流動負債の増減額（△は減少） 275 155

その他 △397 411

小計 6,107 3,923

利息及び配当金の受取額 297 255

利息の支払額 △344 △243

法人税等の支払額 △1,001 △349

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,059 3,585

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △92 △2,245

有価証券の売却による収入 216 2,394

有形固定資産の取得による支出 △3,503 △2,791

有形固定資産の売却による収入 112 292

投資有価証券の取得による支出 △554 △1,508

投資有価証券の売却による収入 101 1,372

その他 220 △45

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,499 △2,528
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（単位：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

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） 4,290 △5,012

長期借入れによる収入 10 65

長期借入金の返済による支出 △187 △243

社債の発行による収入 － 3,986

社債の償還による支出 △4,000 －

少数株主からの払込みによる収入 49 128

自己株式の取得による支出 △308 △1

自己株式の売却による収入 19 －

配当金の支払額 △582 △71

少数株主への配当金の支払額 △2 －

その他 △119 △355

財務活動によるキャッシュ・フロー △831 △1,503

現金及び現金同等物に係る換算差額 △240 63

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 488 △383

現金及び現金同等物の期首残高 4,661 6,080

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の
増加額

14 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,164 5,697
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 該当事項はありません。 

  

前第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） 

 全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める「各種熱交換器の製造・販売事業」の割合が、

いずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

 全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める「各種熱交換器の製造・販売事業」の割合が、

いずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

  

前第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） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

  

（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〕

  
本国 

（百万円） 
北米 

（百万円） 
欧州

（百万円） 
アジア

（百万円） 
計

（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高               

(1）外部顧客に対

する売上高 
 53,442  10,068  5,356  9,574  78,441  －  78,441

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 2,870  56  108  280  3,316 (3,316)  －

計  56,313  10,124  5,465  9,855  81,758 (3,316)  78,441

営業利益又は営業

損失（△） 
 329  14  △92  696  947 (△23)  971

  
本国 

（百万円） 
北米 

（百万円） 
欧州

（百万円） 
アジア

（百万円） 
計

（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高               

(1）外部顧客に対

する売上高 
 30,616  5,598  2,311  6,940  45,466  －  45,466

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 1,792  20  86  62  1,961 (1,961)  －

計  32,408  5,618  2,398  7,002  47,428 (1,961)  45,466

営業利益又は営業

損失（△） 
 △1,360  61  △414  555  △1,157 (△18)  △1,139
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前第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） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

  

  

  

 該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕

  北米 欧州 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  9,867  6,692  10,225  362  27,148

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － －  78,441

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 12.6  8.5  13.0  0.5  34.6

  北米 欧州 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  5,430  2,592  7,139  349  15,512

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － －  45,466

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 11.9  5.7  15.7  0.8  34.1

  （補足資料）                 

   販売の状況（連結）                 

              （単位＝百万円）    

           営業年度 
当第3四半期連結 

累計期間  

前第3四半期連結  

累計期間  
差    引  前連結会計年度  

    (21年4月1日  (20年4月1日      (20年4月1日  

    ～21年12月31日)  ～20年12月31日)     ～21年3月31日)

   用 途 金  額 構成比 金  額 構成比 金  額 増減率 金  額 構成比 

                    

   自動車用  24,948 54.9 36,698 46.8 △11,750  △ 32.0 43,090 47.5

                    

   空調機器用  6,969 15.3 11,750 15.0 △4,781  △ 40.7 12,830 14.2

                    

   建設産業機械用  10,820 23.8 25,656 32.7 △ 14,835  △ 57.8 29,107 32.1

                    

   その他  2,727 6.0 4,335 5.5 △1,607  △ 37.1 5,599 6.2

                    

   合 計  45,466 100.0 78,441 100.0 △32,975  △ 42.0 90,627 100.0

                    

  （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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