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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第1四半期 4,641 △6.6 △42 ― △29 ― △30 ―
23年3月期第1四半期 4,969 ― 227 ― 270 ― 232 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △51百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 154百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 △1.91 ―
23年3月期第1四半期 14.68 ―

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

24年3月期第1四半期 17,974 6,326 35.2 399.49
23年3月期 17,687 6,378 36.1 402.75
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  6,326百万円 23年3月期  6,378百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

年間配当金
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

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） ― ― ― ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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(累計) 10,420 3.4 180 △49.2 190 △55.4 140 △2.6 8.84
通期 21,800 5.7 520 △17.2 560 △28.2 370 31.4 23.36



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
当第1四半期連結会計期間の棚卸高の算出に関しては実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方
法によっております。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四
半期財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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、四半期決
算短信（添付資料）２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 15,885,928 株 23年3月期 15,885,928 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 48,781 株 23年3月期 48,418 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 15,837,329 株 23年3月期1Q 15,841,349 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間のわが国経済は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災の影響による経済活動の

停滞や夏場の電力不足問題等の不安定化が懸念され、景気の先行きは依然として不透明な状況が続いております。

 当社グループは、低成長下での経済環境に対応すべく、生産体制の 適化、電力等資源の有効利用、一段の業務

効率化を進め、収益構造の構築と財務体質の改善を図ってまいりました。併せて、これらの課題を強力に推進する

ために人材の育成につきましても、計画的に教育訓練を実施し、現場力を高める取り組みも進めてまいりました。

 この結果、連結業績につきましては、売上高46億41百万円（前年同四半期比３億28百万円減、6.6％減）、営業

損失42百万円（前年同四半期連結会計期間は営業利益２億27百万円）、経常損失29百万円（前年同四半期連結会計

期間は経常利益２億70百万円）、四半期純損失30百万円（前年同四半期連結会計期間は四半期純利益２億32百万

円）となりました。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第1四半期連結会計期間末の総資産額は、179億74百万円となり、前連結会計年度末と比較し２億86百万円増加

しました。主な増加要因は売上の増加に伴う売上債権の増加によるものです。 

 負債総額は116億48百万円となり、前連結会計年度末と比較し、３億38百万円増加いたしました。主な増加要因

は短期借入金の増加によるものであります。 

 純資産総額は、63億26百万円となり、前連結会計年度末と比較し51百万円減少いたしました。主な減少要因は利

益剰余金の減少及び為替勘定調整勘定の減少によるものです。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年６月27日の「業績予想に関するお知らせ」で公表いたしました平成24年３月期の第２四半期連結累計期

間及び通期の連結業績予想に変更はありません。 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  当第１四半期連結会計期間の棚卸高の算出に関しては実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高を基礎

として合理的な方法により算定する方法によっております。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,636,847 1,616,548

受取手形及び売掛金 3,070,721 3,353,377

商品及び製品 163,363 152,872

仕掛品 1,227,799 1,216,002

金型 574,255 586,073

原材料及び貯蔵品 658,291 816,784

繰延税金資産 19,126 23,278

その他 291,802 346,945

貸倒引当金 △326 △361

流動資産合計 7,641,880 8,111,522

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,727,352 1,700,760

機械装置及び運搬具（純額） 4,684,493 4,456,671

土地 1,493,478 1,493,478

その他（純額） 319,618 377,640

有形固定資産合計 8,224,942 8,028,550

無形固定資産   

借地権 16,676 16,676

施設利用権 2,234 2,229

ソフトウエア 26,892 24,804

無形固定資産合計 45,803 43,710

投資その他の資産   

投資有価証券 1,711,724 1,735,033

その他 65,685 58,177

貸倒引当金 △2,075 △2,075

投資その他の資産合計 1,775,334 1,791,135

固定資産合計 10,046,080 9,863,396

資産合計 17,687,960 17,974,918
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,881,032 4,489,345

短期借入金 1,800,360 2,310,360

未払法人税等 55,870 19,142

未払消費税等 66,399 103,962

賞与引当金 270,986 408,950

災害損失引当金 17,881 17,881

設備関係支払手形 134,515 147,123

その他 711,572 846,454

流動負債合計 7,938,617 8,343,219

固定負債   

長期借入金 1,908,790 1,878,700

繰延税金負債 144,011 154,322

退職給付引当金 1,005,419 1,011,655

資産除去債務 35,021 35,076

長期未払金 269,037 217,081

その他 8,537 8,124

固定負債合計 3,370,818 3,304,960

負債合計 11,309,436 11,648,179

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 3,327,299 3,297,021

自己株式 △14,378 △14,434

株主資本合計 6,335,684 6,305,351

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 109,684 122,419

為替換算調整勘定 △66,845 △101,031

その他の包括利益累計額合計 42,839 21,388

純資産合計 6,378,524 6,326,739

負債純資産合計 17,687,960 17,974,918
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 4,969,023 4,641,023

売上原価 4,556,654 4,480,526

売上総利益 412,368 160,497

販売費及び一般管理費   

発送運賃 60,927 59,913

貸倒引当金繰入額 22 34

給料及び手当 71,890 77,841

賞与引当金繰入額 6,957 7,120

退職給付引当金繰入額 880 1,430

その他 44,492 56,182

販売費及び一般管理費合計 185,170 202,524

営業利益又は営業損失（△） 227,198 △42,027

営業外収益   

受取利息 37 93

受取配当金 3,744 4,154

持分法による投資利益 73,578 32,396

その他 2,837 6,545

営業外収益合計 80,197 43,190

営業外費用   

支払利息 21,859 15,876

支払手数料 8,344 9,131

その他 6,359 5,165

営業外費用合計 36,563 30,174

経常利益又は経常損失（△） 270,833 △29,010

特別利益   

過年度損益修正益 17,279 －

固定資産処分益 4,376 －

特別利益合計 21,656 －

特別損失   

固定資産処分損 9,238 4,091

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 28,864 －

特別損失合計 38,103 4,091

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（△）

254,386 △33,101

法人税、住民税及び事業税 20,633 976

法人税等調整額 1,264 △3,800

法人税等合計 21,897 △2,824

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

232,488 △30,277

四半期純利益又は四半期純損失（△） 232,488 △30,277

テーデーエフ㈱（5641）平成24年3月期第1四半期決算短信

- 5 -



（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

232,488 △30,277

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △32,211 12,734

持分法適用会社に対する持分相当額 △45,647 △34,185

その他の包括利益合計 △77,858 △21,451

四半期包括利益 154,629 △51,729

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 154,629 △51,729
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  該当事項はありません。 

  

  当社グループは鍛工品の製造と販売に係る事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  該当事項はありません。 

  該当事項はありません。  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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