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

24年3月期第3四半期 16,767 7.7 275 △50.4 290 △56.2 224 △35.8
23年3月期第3四半期 15,565 37.3 556 ― 662 ― 349 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 90百万円 （△70.8％） 23年3月期第3四半期 310百万円 （―％）

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3四半期 14.18 ―
23年3月期第3四半期 22.08 ―

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3四半期 18,863 6,468 34.3 408.49
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3四半期  6,468百万円 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  
当第３四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3Q 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3Q 50,115 株 23年3月期 44,482 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 15,836,679 株 23年3月期3Q 15,839,829 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第３四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復旧・復興需要があり

緩やかな回復の兆しが見られたものの、欧州での債務危機の広がりや円高の進行により、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167億67百万円（前年同四半期累計期間比12億２百万円増、7.7％

増）、営業利益２億75百万円（前年同四半期連結累計期間比は営業利益２億80百万円減、50.4％減）、経常利益２

億90百万円（前年同四半期連結累計期間比は経常利益３億72百万円減、56.2％減）、四半期純利益２億24百万円

（前年同四半期連結累計期間比は四半期純利益１億25百万円減、35.8％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３四半期連結会計期間末の総資産額は、188億63百万円となり、前連結会計年度末と比較し11億75百万円増

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、123億94百万円となり、前連結会計年度末と比較し、10億85百万円増加いたしました。主な増加要

因は買掛金の増加によるものであります。 

 純資産総額は、64億68百万円となり、前連結会計年度末と比較し、90百万円増加いたしました。主な増加要因は

利益剰余金の増加によるものです。  

   

   

（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３四半期連結累計期

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３四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準

として合理的な方法により算出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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,636,847 2,400,606

受取手形及び売掛金 3,070,721 3,976,646

商品及び製品 163,363 192,444

仕掛品 1,227,799 1,423,305

金型 574,255 590,211

原材料及び貯蔵品 658,291 594,148

繰延税金資産 19,126 8,626

その他 291,802 347,730

貸倒引当金 △326 △421

流動資産合計 7,641,880 9,533,296

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,727,352 1,689,053

機械装置及び運搬具（純額） 4,684,493 4,150,363

土地 1,493,478 1,493,076

その他（純額） 319,618 353,012

有形固定資産合計 8,224,942 7,685,506

無形固定資産   

借地権 16,676 16,676

施設利用権 2,234 2,219

ソフトウエア 26,892 55,913

無形固定資産合計 45,803 74,809

投資その他の資産   

投資有価証券 1,711,724 1,532,909

その他 65,685 39,243

貸倒引当金 △2,075 △2,075

投資その他の資産合計 1,775,334 1,570,076

固定資産合計 10,046,080 9,330,392

資産合計 17,687,960 18,863,689
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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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,881,032 6,503,379

短期借入金 1,800,360 1,190,360

未払法人税等 55,870 6,250

未払消費税等 66,399 87,439

賞与引当金 270,986 135,018

災害損失引当金 17,881 －

設備関係支払手形 134,515 161,833

その他 711,572 903,240

流動負債合計 7,938,617 8,987,522

固定負債   

長期借入金 1,908,790 2,048,520

繰延税金負債 144,011 109,844

退職給付引当金 1,005,419 1,032,242

資産除去債務 35,021 35,186

長期未払金 269,037 169,008

その他 8,537 12,659

固定負債合計 3,370,818 3,407,463

負債合計 11,309,436 12,394,985

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 3,551,868

自己株式 △14,378 △14,618

株主資本合計 6,335,684 6,560,014

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 82,633

為替換算調整勘定 △66,845 △173,943

その他の包括利益累計額合計 42,839 △91,310

純資産合計 6,378,524 6,468,704

負債純資産合計 17,687,960 18,863,689
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 15,565,349 16,767,762

売上原価 14,456,897 15,878,322

売上総利益 1,108,451 889,439

販売費及び一般管理費   

発送運賃 187,777 202,952

貸倒引当金繰入額 48 94

給料及び手当 214,978 231,379

賞与引当金繰入額 20,633 21,018

退職給付引当金繰入額 2,284 2,663

その他 126,374 155,443

販売費及び一般管理費合計 552,096 613,553

営業利益 556,355 275,886

営業外収益   

受取利息 228 177

受取配当金 6,542 7,881

持分法による投資利益 187,027 71,932

その他 14,183 17,263

営業外収益合計 207,980 97,254

営業外費用   

支払利息 60,488 44,340

支払手数料 25,020 26,095

その他 15,884 12,317

営業外費用合計 101,393 82,754

経常利益 662,942 290,386

特別利益   

過年度損益修正益 11,836 －

受取保険金 － 27,289

投資有価証券売却益 2,650 －

固定資産処分益 8,037 －

特別利益合計 22,524 27,289

特別損失   

固定資産処分損 64,983 87,708

投資有価証券評価損 － 1,598

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 28,864 －

退職給付費用 176,875 －

その他 3,220 －

特別損失合計 273,944 89,307

税金等調整前四半期純利益 411,522 228,369

法人税、住民税及び事業税 43,391 6,310

法人税等調整額 18,326 △2,510
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

法人税等合計 61,717 3,800

少数株主損益調整前四半期純利益 349,804 224,569

四半期純利益 349,804 224,569

テーデーエフ㈱(5641)平成24年3月期　第3四半期決算短信

- 6 -



（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 349,804 224,569

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 16,970 △27,051

持分法適用会社に対する持分相当額 △56,740 △107,098

その他の包括利益合計 △39,769 △134,149

四半期包括利益 310,035 90,419

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 310,035 90,419

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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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