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(百万円未満切捨て)

１．平成26年５月期第１四半期の連結業績（平成25年６月１日～平成25年８月31日）

（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 ％

26年５月期第１四半期 721 40.6 13 ― 10 ― 6 ―

25年５月期第１四半期 512 △29.9 △80 ― △87 ― △91 ―

(注) 包括利益 26年５月期第１四半期 3百万円(―％) 25年５月期第１四半期 △91百万円(―％)

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

26年５月期第１四半期 0. 70 ―

25年５月期第１四半期 △9. 40 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年５月期第１四半期 3,984 1,308 32.8

25年５月期 3,913 1,304 33.3

(参考) 自己資本 26年５月期第１四半期 1,308百万円 25年５月期 1,304百万円

２．配当の状況

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

25年５月期 ― 0. 00 ― 0. 00 0. 00

26年５月期 ―

26年５月期(予想) 0. 00 ― 0. 00 0. 00

３．平成26年５月期の連結業績予想（平成25年６月１日～平成26年５月31日）
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

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) 1,600 40.5 82 ― 68 ― 53 ― 5. 55

通期 3,200 9.3 155 73.6 127 91.6 100 85.5 10. 31



  

 

 

 
  

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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

  

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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありま

せん。また、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、添付資料２ページ「１．当四半期決算

に関する定性的情報 （３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 

  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規   ―社 (社名)         、除外   ―社 (社名)

（２）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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
 

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 26年５月期１Ｑ 10,200,000株 25年５月期 10,200,000株

② 期末自己株式数 26年５月期１Ｑ 469,704株 25年５月期 469,704株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年５月期１Ｑ 9,730,296株 25年５月期１Ｑ 9,731,848株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、継続する震災復興需要、建造物の耐震化需要、新

エネルギー関連需要に加え、構造物プロジェクトや老朽化した公共施設の防災補強及び更新計画が点在

しており、また、政府による経済対策や金融緩和策の後押しもあり、企業の景況感に回復の兆しが見ら

れております。 

しかしながら、長期化する欧州の債務問題や中国及びその他新興国経済の減速、円安による物価上昇

が懸念されるなど、依然として先行き不透明な状況は継続しております。 

このような状況の下、当社グループにおきましては、「顧客視点のものづくり」を基本原点とした製

品の開発・生産の推進と積極的な営業活動、保守サービス活動を展開してまいりました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は721百万円(前年同期比40.6％増)、営業利益は13百

万円(前年同期は営業損失80百万円)、経常利益は10百万円(前年同期は経常損失87百万円)、四半期純利

益は6百万円(前年同期は四半期純損失91百万円)となりました。 

品目別売上高につきましては、製品は606百万円(形鋼加工機は423百万円、丸鋸盤は65百万円、金型

は82百万円、その他は34百万円)、部品は97百万円、サービスは17百万円となりました。 

  

（総資産） 

当第１四半期連結会計期間末における総資産の残高は3,984百万円となり、前連結会計年度末に比

べ71百万円増加となりました。 

 これは、主に現金及び預金が163百万円、たな卸資産が29百万円増加したこと、また受取手形及び

売掛金が104百万円、固定資産が20百万円減少したこと等によるものであります。 

  

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末における負債の残高は2,676百万円となり、前連結会計年度末に比べ

67百万円増加となりました。 

これは、主に長期借入金(１年内返済予定の長期借入金を含む。)が162百万円増加したこと、また

支払手形及び買掛金が16百万円、短期借入金が62百万円減少したこと等によるものであります。 

  

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は1,308百万円となり、前連結会計年度末に比

べ3百万円増加となりました。 

 これは、主に利益剰余金が6百万円増加したこと、またその他有価証券評価差額金が3百万円減少し

たこと等によるものであります。 

  

平成26年５月期第２四半期累計期間及び通期の業績予想(連結・個別)につきましては、平成25年７月

11日付「平成25年５月期 決算短信」にて公表いたしました業績予想から変更しておりません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

－ 2 －

タケダ機械㈱（6150）平成26年5月期 第1四半期決算短信



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。 

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

－ 3 －

タケダ機械㈱（6150）平成26年5月期 第1四半期決算短信



３．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年５月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 249,553 413,292

受取手形及び売掛金 656,093 551,447

製品 495,987 526,875

原材料 246,238 241,695

仕掛品 153,073 156,531

繰延税金資産 － 1,331

その他 13,635 15,282

貸倒引当金 △166 △175

流動資産合計 1,814,416 1,906,281

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 719,617 709,766

土地 1,021,729 1,021,729

その他（純額） 146,283 138,328

有形固定資産合計 1,887,630 1,869,824

無形固定資産

のれん 8,051 6,038

その他 43,939 44,918

無形固定資産合計 51,990 50,957

投資その他の資産

その他 162,562 160,631

貸倒引当金 △3,140 △3,140

投資その他の資産合計 159,422 157,491

固定資産合計 2,099,043 2,078,273

資産合計 3,913,459 3,984,554

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 278,327 261,964

短期借入金 445,000 383,000

1年内返済予定の長期借入金 421,048 467,794

未払法人税等 16,240 6,595

繰延税金負債 297 －

賞与引当金 35,337 17,641

製品保証引当金 2,599 2,886

その他 132,758 147,436

流動負債合計 1,331,607 1,287,318

固定負債

長期借入金 1,193,088 1,309,053

繰延税金負債 3,548 1,535

役員退職慰労引当金 11,250 13,715

その他 69,092 64,655

固定負債合計 1,276,979 1,388,959

負債合計 2,608,587 2,676,277
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年５月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年８月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,874,083 1,874,083

利益剰余金 △488,257 △481,461

自己株式 △87,333 △87,333

株主資本合計 1,298,492 1,305,289

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 6,379 2,987

その他の包括利益累計額合計 6,379 2,987

純資産合計 1,304,872 1,308,277

負債純資産合計 3,913,459 3,984,554
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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24年６月１日
至 平成24年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年６月１日
 至 平成25年８月31日)

売上高 512,928 721,375

売上原価 423,929 535,442

売上総利益 88,998 185,932

販売費及び一般管理費 169,720 172,176

営業利益又は営業損失（△） △80,721 13,756

営業外収益

受取利息 35 115

受取配当金 608 670

仕入割引 2,629 3,921

受取賃貸料 1,200 1,514

助成金収入 41 99

受取保険金 364 4,000

その他 2,078 932

営業外収益合計 6,959 11,253

営業外費用

支払利息 9,770 10,174

売上割引 2,605 3,233

その他 1,410 1,331

営業外費用合計 13,785 14,739

経常利益又は経常損失（△） △87,548 10,270

特別損失

ゴルフ会員権評価損 1,599 －

固定資産除却損 68 0

特別損失合計 1,668 0

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（△）

△89,217 10,270

法人税、住民税及び事業税 2,334 5,102

法人税等調整額 △45 △1,629

法人税等合計 2,289 3,473

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（△）

△91,506 6,796

四半期純利益又は四半期純損失（△） △91,506 6,796
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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24年６月１日
至 平成24年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年６月１日
 至 平成25年８月31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（△）

△91,506 6,796

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △225 △3,391

その他の包括利益合計 △225 △3,391

四半期包括利益 △91,731 3,404

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △91,731 3,404

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。 

  

該当事項はありません。 

  

当社グループの事業は、工作機械関連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。

  

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）
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