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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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2四半期 10,661 5.8 150 △57.5 177 △58.4 122 △15.0
23年3月期第2四半期 10,078 49.3 354 ― 426 ― 143 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △3百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 69百万円 （―％）

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2四半期 7.72 ―
23年3月期第2四半期 9.07 ―

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2四半期 18,097 6,374 35.2 402.52
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2四半期  6,374百万円 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 ― 0.00
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、対前期増減率）

（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

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  
（注）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有無となります。 

(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2Q 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2Q 49,489 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2Q 15,837,048 株 23年3月期2Q 15,841,280 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四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や電力供給制限に

より生産活動が低下し、個人消費も減少する等、厳しい状況となりました。 

 このような環境下において、当社グループの主要取引先であります自動車業界では、サプライチェーンの復旧に

伴い徐々に回復しつつありますが、円高・株安の進行や欧州の財政不安が起因する世界的な景気減速懸念などもあ

り、先行きは依然として不透明な状況で推移しております。 

 この結果、連結業績につきましては、売上高106億61百万円（前年同四半期連結累計期間比５億83百万円増、

5.8％増）、営業利益１億50百万円（前年同四半期連結累計期間比２億３百万円減、57.5％減）、経常利益１億77

百万円（前年同四半期連結累計期間比２億48百万円減、58.4％減）、四半期純利益１億22百万円（前年同四半期連

結累計期間比21百万円減、15.0％減）となりました。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産額は、180億97百万円となり、前連結会計年度末と比較し４億９百万円増

加しました。主な増減要因は設備投資を抑制したことにより固定資産は減少したものの、売上の増加に伴う売上債

権が増加したことによるものです。 

 負債総額は117億23百万円となり、前連結会計年度末と比較し、４億13百万円増加いたしました。主な増加要因

は支払手形及び買掛金の増加によるものであります。 

 純資産総額は、63億74百万円となり、前連結会計年度末と比較し４百万円減少いたしました。主な増減要因は利

益剰余金は増加したものの、為替勘定調整勘定の減少等その他包括利益累計額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 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認めら

れるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

②繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生

状況に著しい変化が無いと認められるので、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測やタックス・プ

ランニングを利用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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,636,847 1,373,320

受取手形及び売掛金 3,070,721 3,995,125

商品及び製品 163,363 165,996

仕掛品 1,227,799 1,270,629

金型 574,255 601,645

原材料及び貯蔵品 658,291 789,955

繰延税金資産 19,126 18,017

その他 291,802 362,828

貸倒引当金 △326 △495

流動資産合計 7,641,880 8,577,024

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,727,352 1,709,278

機械装置及び運搬具（純額） 4,684,493 4,368,251

土地 1,493,478 1,493,478

その他（純額） 319,618 277,757

有形固定資産合計 8,224,942 7,848,765

無形固定資産   

借地権 16,676 16,676

施設利用権 2,234 2,224

ソフトウエア 26,892 60,114

無形固定資産合計 45,803 79,015

投資その他の資産   

投資有価証券 1,711,724 1,543,191

その他 65,685 51,695

貸倒引当金 △2,075 △2,075

投資その他の資産合計 1,775,334 1,592,811

固定資産合計 10,046,080 9,520,592

資産合計 17,687,960 18,097,616
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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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,881,032 5,476,126

短期借入金 1,800,360 1,500,360

未払法人税等 55,870 14,565

未払消費税等 66,399 62,570

賞与引当金 270,986 272,938

災害損失引当金 17,881 －

設備関係支払手形 134,515 196,403

その他 711,572 752,363

流動負債合計 7,938,617 8,275,327

固定負債   

長期借入金 1,908,790 2,078,610

繰延税金負債 144,011 121,356

退職給付引当金 1,005,419 1,012,006

長期未払金 269,037 193,012

資産除去債務 35,021 35,131

その他 8,537 7,711

固定負債合計 3,370,818 3,447,828

負債合計 11,309,436 11,723,155

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 3,449,499

自己株式 △14,378 △14,542

株主資本合計 6,335,684 6,457,721

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 86,887

為替換算調整勘定 △66,845 △170,147

その他の包括利益累計額合計 42,839 △83,259

純資産合計 6,378,524 6,374,461

負債純資産合計 17,687,960 18,097,616
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 10,078,307 10,661,739

売上原価 9,354,108 10,097,822

売上総利益 724,198 563,917

販売費及び一般管理費   

発送運賃 126,526 132,182

貸倒引当金繰入額 33 168

給料及び手当 143,350 173,572

賞与引当金繰入額 14,420 15,703

退職給付引当金繰入額 1,181 2,164

その他 84,367 89,548

販売費及び一般管理費合計 369,880 413,339

営業利益 354,318 150,577

営業外収益   

受取利息 93 133

受取配当金 5,348 5,718

持分法による投資利益 127,552 66,210

その他 7,648 10,699

営業外収益合計 140,642 82,761

営業外費用   

支払利息 41,906 31,349

支払手数料 16,588 17,613

その他 10,437 7,022

営業外費用合計 68,932 55,985

経常利益 426,028 177,353

特別利益   

固定資産処分益 4,408 －

過年度損益修正益 11,836 －

投資有価証券売却益 2,650 －

受取保険金 － 27,289

特別利益合計 18,895 27,289

特別損失   

固定資産処分損 63,939 85,663

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 28,864 －

投資有価証券評価損 － 1,598

退職給付引当金繰入額 176,875 －

その他 3,220 －

特別損失合計 272,899 87,262

税金等調整前四半期純利益 172,024 117,381

法人税、住民税及び事業税 21,523 6,079

法人税等調整額 6,815 △10,897

法人税等合計 28,338 △4,818

少数株主損益調整前四半期純利益 143,686 122,200

四半期純利益 143,686 122,200
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 143,686 122,200

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △26,956 △22,797

持分法適用会社に対する持分相当額 △46,965 △103,301

その他の包括利益合計 △73,921 △126,099

四半期包括利益 69,765 △3,898

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 69,765 △3,898

少数株主に係る四半期包括利益 － －

テーデーエフ㈱（5641）平成24年3月期第2四半期決算短信

- 6 -



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30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 172,024 117,381

減価償却費 597,741 598,821

賞与引当金の増減額（△は減少） 7,057 1,951

災害損失引当金の増減額（△は減少） － △17,881

貸倒引当金の増減額（△は減少） 31 168

退職給付引当金の増減額（△は減少） 165,760 6,586

受取利息及び受取配当金 △5,442 △5,852

受取保険金 － △27,289

支払利息 41,906 31,349

持分法による投資損益（△は益） △127,552 △66,210

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 28,864 －

投資有価証券売却損益（△は益） △2,650 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 1,598

その他の営業外損益（△は益） △101 352

有形固定資産処分損益（△は益） 59,530 85,663

売上債権の増減額（△は増加） △98,502 △924,403

たな卸資産の増減額（△は増加） 190,325 △204,517

仕入債務の増減額（△は減少） 418,167 595,094

未払消費税等の増減額（△は減少） △99,191 △3,829

その他の資産・負債の増減額 △265,936 △39,525

小計 1,082,035 149,457

利息及び配当金の受取額 70,176 108,511

利息の支払額 △43,131 △32,563

保険金の受取額 － 27,289

法人税等の支払額 △12,923 △50,083

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,096,157 202,611

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 △228,000 △20,000

定期預金の払戻による収入 20,000 222,000

有形固定資産の取得による支出 △534,681 △240,120

有形固定資産の売却による収入 6,407 －

無形固定資産の取得による支出 △7,456 △42,520

投資有価証券の取得による支出 △6,288 △6,262

投資有価証券の売却による収入 3,150 －

長期貸付けによる支出 △1,802 －

長期貸付金の回収による収入 568 991

投資活動によるキャッシュ・フロー △748,103 △85,911

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） △170,000 △300,000

長期借入れによる収入 － 600,000

長期借入金の返済による支出 △607,880 △430,180

その他 △608 △48,046

財務活動によるキャッシュ・フロー △778,488 △178,226

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △430,434 △61,526

現金及び現金同等物の期首残高 1,543,468 1,414,847

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,113,033 1,353,320

テーデーエフ㈱（5641）平成24年3月期第2四半期決算短信

- 7 -



当第2四半期連結累計期間 （ 自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日） 

 該当事項はありません。 

【セグメント情報】 

前第2四半期連結累計期間 （自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日） 

 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。 

当第2四半期連結累計期間 （自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日） 

 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。 

  当第2四半期連結累計期間 （ 自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日） 

    該当事項はありません。 

  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）セグメント情報等

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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