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平成19年5月期 決算短信（非連結）   
平成 19 年 7月 25日 

 
上 場 会 社 名 タケダ機械株式会社       上場取引所 ＪＱ 
コ ー ド 番 号 6150              ＵＲＬ http://www.takeda-mc.co.jp/           
代  表  者（役職名）代表取締役社長  （氏名）伊藤勝信 
問合せ先責任者（役職名）常務取締役管理部長（氏名）北 常夫 ＴＥＬ (0761) 58 ― 8231   
定時株主総会開催予定日   平成19年 8月29日       配当支払開始予定日  平成19年 8月30日 
有価証券報告書提出予定日  平成19年 8月30日 

 
（百万円未満切捨て） 

１．19年5月期の業績（平成 18 年 6 月 1 日～平成 19 年 5 月 31 日） 
（１）経営成績                                                          （％表示は対前期増減率） 
 売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 
19年 5月期 2,981 19.9 195 103.8 180 152.9 173 94.9 

18年 5月期 2,486 22.9 95 － 71 － 88 － 

 
 １株当たり 

当期純利益 
潜在株式調整後
１株当たり当期
純利益 

自 己 資 本 
当期純利益率 

総 資 産 
経常利益率 

売 上 高 
営業利益率 

 円 銭  円 銭  ％  ％  ％  
19年 5月期 17.03   －    8.8    5.4   6.6   

18年 5月期 8.73   －    4.9    2.2   3.9   

(参考)  持分法投資損益   19年5月期   － 百万円  18年5月期    － 百万円 
 
（２）財政状態 
 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  

19年 5月期 3,364   2,046   60.8   201.08   

18年 5月期 3,349   1,874   56.0   184.11   

 (参考)  自己資本  19年5月期  2,046百万円   18年5月期  1,874百万円 
 
 （３）キャッシュ･フローの状況 
 営 業 活 動に よ る 

キャッシュ・フロー 
投 資 活 動に よ る 
キャッシュ・フロー 

財 務 活 動に よ る 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高 

 
19年 5月期 
18年 5月期 

百万円 
    118 

     60 

百万円 
△ 17 

  11 

百万円 
△ 80 

102 

百万円 
    244 

   224 
 
 
２．配当の状況 
 １株当たり配当金 

（基準日） 第１ 
四半期末 

中間期末 
第３ 

四半期末 
期末 年間 

配当金総額 
（年間） 

配当性向 
 

純資産 
配当率 

 

 
18年 5月期 
19年 5月期 

円 銭 
 － 

 － 

円 銭 
 － 

 － 

円 銭 
 － 

 － 

円 銭 
－ 

5 00  

円 銭 
－ 

5 00  

百万円 
－ 

50 

％ 
－ 

29.4 

％ 
－ 
2.6 

20年5月期 
（予想） 

 
－ 

 
－ 

 
－ 

 
5 00   

 
5 00   

  
26.5 

 

 
 
３．20年5月期の業績予想（平成 19 年 6 月 1 日～平成 20 年 5 月 31日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 
 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 

中 間 期 
通  期 

  1,550    10.9 

     3,300    10.7 

80   △7.6 
215      9.9 

72   △8.5  
200   10.8 

69   △9.1  
192   10.8 

   6.79 
18.86 
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４．その他 
（１）重要な会計方針の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更         有  
② ①以外の変更                無 
（注）詳細は、17ページ「重要な会計方針の変更」をご覧ください。 

 
（２）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) 19年5月期 10,200,000株 18年5月期 10,200,000株 
② 期末自己株式数   19年5月期     23,393株 18年5月期   20,000株 
（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、28 ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

 
 

 
 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
  
 
    上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要

素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
  なお、上記予想に関する事項は、添付資料の3ページを参照してください。 
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1.経営成績 

（1）経営成績に関する分析 

当期におけるわが国経済は、企業収益の改善や設備投資の増加などにより、総じて回復基調で推移し

ました。 

当社が大きく依存する建築鉄骨・鋼材・製缶板金加工業界におきましては、都市部を中心とした再開

発による大型ビルの建設や耐震補強工事、造船、大型店舗、IT 関連工場等の建設の増加などで回復傾向

が見られました。一方では鋼材を含む主要原材料の価格が高止まりの状態が続いており、下請け加工業

者は厳しい単価競争で設備投資の先送りの傾向が依然として続いており、不安定な要素も見受けられま

した。 

このような状況のなか、当社はユーザーの加工コストの大幅低減の実現に向け、開発した自動化シス

テムや周辺装置の提案を積極的に推進してまいりました結果、売上高は２，９８１百万円（前期比 19.9％

増）となりました。 

利益面につきましては、前期に引き続き受注競争の激化や原材料の上昇により厳しい収益環境にあり

ましたが、採算重視の受注に努めるとともに一層の経費節減に努めた結果、経常利益は１８０百万円（前

期比 152.9％増）となり、当期純利益は１７３百万円（前期比 94.9％増）となりました。 

主要部門別の概況は次のとおりであります。 

「鉄骨加工機」 

 ２００６年度の建築鉄骨総加工トン数は前年度に引き続き推定７５０万トンと回復基調で推移しまし

た。鉄骨加工業者（ファブリケーター）の設備更新需要は高まりつつありますが、当社は当業者向け機

種で一部の不採算機種を撤退していることもあり、売上高は前期並で推移しました。 

「鋼材加工機」 

一次鋼材加工専門業者を中心に、提案型高速自動化ラインシステムや客先仕様機の受注が大幅に増加

し、売上高は前期比 48.3％増加しました。 

「製缶板金加工機」 

生産量の増加にともない、設備投資気運が高いなか、前期に引き続き旺盛な受注で推移しましたが、

売上高は前期並で推移しました。 

「環境機器」 

環境浄化、リサイクル推進の流れは変わりませんが、処理方法の変化や安値競争を控えたことも影響

し、売上高は前期比 37.3％減少しました。 

「その他」（修理・消耗部品・オプション・外注加工） 

売上増加にともない周辺装置（オプション）、消耗部品の増加および前期に引き続きファブレス企業か

らの安定した受注があり、売上高は前期比 24.0％増加しました。 

「金型」 

製缶板金加工業者は増産傾向にあり、売上高は前期比 18.8％増加しました。 

 

 

  次期の見通しにつきましては、国内経済は輸出に減速の兆しがでてきたことや民間設備投資が減速して

いるなど不安要素がありますが、景気回復基調に大きな変動はないものと予想されます。 

  当社の関係する形鋼加工業界の見通しは、今期に引き続き安定した仕事量は確保されると予想されます。
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また、設備更新気運も高まっている状況に変りはないものと思われます。次期も更なる原価低減に努め、

積極的な提案営業を実践し収益力の強化に取り組みます。 

通期の業績につきましては、売上高３，３００百万円、営業利益２１５百万円、経常利益２００百万円、

当期純利益１９２百万円を見込んでおります。 

 

（2）財政状態に関する分析 

キャッシュ・フローの状況 

 当事業年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、有形固定資産の取得、長期借

入金の返済等による支出を、税引前当期純利益を 182,537 千円計上したこと等により補い、前事業年度に

比べ 19,944 千円増加し、244,278 千円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、118,248 千円となりました。 

これは主に、税引前当期純利益の計上 182,537 千円、売上債権の減少による収入 368,206 千円等により

資金の増加になった一方で、割引手形の減少による支出 243,152 千円、たな卸資産の増加による支出

184,691 千円等により資金の減少となった結果であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、17,591 千円となりました。 

これは主に、定期預金の払戻しによる収入 72,500 千円により資金の増加となった一方で、有形固定資

産の取得による支出 16,151 千円、定期預金の預け入れによる支出 60,500 千円等により資金の減少となっ

たことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、80,711 千円となりました。 

これは主に、長期借入金の実行による収入 700,000 千円により資金の増加となった一方で、長期借入金

の返済による支出 779,890 千円等により資金の減少となったことによるものであります。 

 

（3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

    当社は株主の皆様への利益還元を経営の重要政策と位置付けており、経営体質の強化と将来の事業展開

のために必要な内部留保を確保しつつ、安定配当を継続していくことを基本方針としております。 

    なお、当期の配当金につきましては、１株あたり５円とさせていただく予定です。また次期の配当金に

ついては、当期と同様１株当り５円の配当を予定しております。 
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（4）事業等のリスク 

    本項の記載は、当社が事業展開上リスク要因となる可能性があると考えられる事項について事業年度末

に判断したものです。 

① 景気変動リスク 

当社の売上比率が高い建築鉄骨加工業は、建築鉄骨需要の２００７年度見通しとして、４年連続 700

万トン台は確保されるとの予測でありますが、公共事業が削減されている状況のなか、小規模鉄骨加工

業者の仕事量確保は不安定の状態が続いております。万一鉄骨需要が予測を下回ることがあれば、当社

の業績も下振れする可能性が有ります。 

② 仕入材料価格の変動リスク 

当社の生産機の主要材料である鋼材は原油価格、鉄鉱石輸入価格、為替及び景気等の影響で価格が変

動します。総製造費用に対して材料費の比率が高いため、当社の業績は鋼材価格の変動によって影響を

うける可能性があります。 

 

 

2.企業集団の状況 

 該当事項はありません。 

 

 

3.経営方針 

(1)  会社の経営の基本方針 

当社は「株主」「取引先」「社員」及び「地域社会」に対し適正な利益還元による満足度の向上を経営の

基本理念とし、「他社の追従を許さない技術力と製品の提供」をモットーに形鋼加工(金属加工)業界の生

産性向上に寄与すべく事業展開をして参ります。 

 

(2) 目標とする経営指標 

当社は、収益性の高い経営基盤の確立を目指しており、具体的には、売上総利益率の改善並びに仕入改

革・経費の削減などによる営業利益の確保、或いは経常利益の向上など、損益分岐点を重視した財務体質

の改善を図りバランスのとれた企業への成長を目指してまいります。   

 

(3)  中長期的な会社の経営戦略 

当社は前期に引続き、形鋼加工機とドリルマシン及び高速丸鋸切断機をコア事業と位置付け、「顧客満

足度向上」を基本とし、それぞれ状況に応じた営業戦略を定め、新規分野の開拓と競争力の基盤強化に対

処すべく取り組んでまいります。 

①  鉄骨加工業者へのシェア拡大 

２００６年の建築鉄骨需要は３年連続７００万トン台となり安定基調に入ったとの認識が高まりつ

つあります。全国的に高まる都市の再開発が本格的に始動し、自動車や IT 関連工場、大型店舗、物流

倉庫などの建設の伸びが今後も期待されています。一方ゼネコンの過当競争から、鉄骨加工下請け業者

への加工単価の安い指値と短納期要求は厳しい状態が続いており、老朽化設備では対応できない状況に

あることから、新鋭設備への投資意欲が高まっています。 
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当社は既に、省人化システムによるコストダウン対応機や高精度加工対応機の開発が完了しており、

納入実績も徐々に増加し市場から高い評価を得られ、今後は更に納入実績を増加させシェアを拡大して

まいります。 

② 中小サイズ形鋼加工業界への販路拡大による収益基盤の安定化 

立体駐車場、耐震補強工事副資材、スチールハウスなどに使用される中小サイズ形鋼の需要が増加し

ているなか、高速丸鋸切断機の技術を生かし、自動化システムの開発を進め、新たな販売ルート開拓で

売上高の増加を図ってまいります。 

③ 人的資源の活性化による企業価値の向上 

内部統制、コンプライアンスの強化を恒常的に推進し、不正や反社会的行動の排除に努め、経営資源

の活性化により経営効率を高め社会的価値、企業価値の向上に努めてまいります。 

 

(4)  会社の対処すべき課題 

市場環境は徐々に回復していますが、販売価格競争は厳しさを増しており、加えて原材料が値上がり

する中、原価低減に対処すべく、次期に老朽化した生産設備機械の入替えをマシニングセンター２基１２０百

万円の設備投資を実施し、増産対応と原価低減を図ります。 

     次に平成１７年６月に策定した「第二次中期２ヵ年計画」のもと経営体質の改善ならびに財務基盤の

強化に取り組んでまいりました。今期平成１９年５月期は最終年度でありましたが、売上高、利益とも

計画を達成できました。 

      このような事業環境の中で、更に生産性の向上、新製品の開発と技術力の向上による提案営業の強化、

人的資源の教育強化による企業価値を高め安定した収益を確保できる企業体質の強化の構築に努めてま

いります。 

 

(5) 内部管理体制の整備・運用状況 

当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する

基本的な考え方及びその整備状況」に記載しております。 
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４． 【財務諸表等】 
（１）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

注記
番号

構 成 比
（％）

構 成 比
（％） （千円）

Ⅰ 流動資産

1 現金及び預金 254,333 262,278 7,944

2 受取手形 82,002 53,686 △ 28,316

3 売掛金 483,825 387,087 △ 96,737

4 商品 3,517 9,926 6,408

5 製品 268,388 450,984 182,596

6 原材料 210,392 197,456 △ 12,936

7 仕掛品 109,182 124,442 15,260

8 前払費用 10,128 10,346 217

9 その他 3,101 3,338 236

10 貸倒引当金 △ 936 △ 140 796

流動資産合計 1,423,936 42.5 1,499,407 44.6 75,470

Ⅱ 固定資産

(1) 有形固定資産

1 建物 ※１ 2,134,128 2,134,128

減価償却累計額 △ 1,216,117 918,011 △ 1,273,107 861,021 △ 56,990

2 構築物 180,291 182,106

減価償却累計額 △ 144,178 36,112 △ 147,607 34,498 △ 1,614

3 機械及び装置 430,096 395,431

減価償却累計額 △ 396,554 33,541 △ 372,818 22,612 △ 10,928

4 車両及び運搬具 22,607 23,088

減価償却累計額 △ 17,612 4,995 △ 16,223 6,864 1,869

5 工具器具及び備品 121,997 128,307

減価償却累計額 △ 101,548 20,448 △ 101,727 26,580 6,132

6 土地 ※1 791,303 791,303 -

7 建設仮勘定 - 7,000 7,000

有形固定資産合計 1,804,412 53.9 1,749,881 52.0 △ 54,531

(2) 無形固定資産

1 借地権 5,760 5,760 -

2 ソフトウェア 44,558 29,529 △ 15,028

3 電話加入権 4,601 4,601 -

無形固定資産合計 54,920 1.6 39,891 1.2 △ 15,028

（資産の部）

前事業年度

金額（千円）

(平成18年５月31日)
比較増減

当事業年度

金額（千円）区分

(平成19年５月31日)
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注記
番号

構 成 比
（％）

構 成 比
（％） （千円）

(3) 投資その他の資産

1 投資有価証券 12,370 21,376 9,005

2 出資金 180 180 -

3 従業員長期貸付金 8,156 6,603 △ 1,553

4 破産更生債権等 47,626 45,226 △ 2,400

5 長期前払費用 3,551 2,538 △ 1,013

6 保険積立金 23,293 26,816 3,523

7 その他 18,211 17,990 △ 221

8 貸倒引当金 △ 47,635 △ 45,240 2,395

投資その他の資産合計 65,755 2.0 75,491 2.2 9,736

固定資産合計 1,925,088 57.5 1,865,264 55.4 △ 59,823

資産合計 3,349,025 100 3,364,672 100 15,647

Ⅰ 流動負債

1 支払手形 292,313 194,123 △ 98,189

2 買掛金 122,049 135,110 13,061

3 一年内返済予定長期借入金 ※1 140,400 183,997 43,597

4 未払金 73,448 81,095 7,647

5 未払費用 1,812 1,806 △ 6

6 未払法人税等 14,936 11,251 △ 3,685

7 未払消費税等 19,341 9,910 △ 9,431

8 前受金 531 101 △ 430

9 預り金 14 13 △ 1

10 賞与引当金 23,817 44,200 20,383

流動負債合計 688,665 20.5 661,609 19.7 △ 27,056

Ⅱ 固定負債

1 長期借入金 ※1 734,800 611,313 △ 123,487

2 繰延税金負債 1,593 1,349 △ 244

3 長期未払金 49,100 42,800 △ 6,300

4 長期預り金 660 1,290 630

固定負債合計 786,154 23.5 656,752 19.5 △ 129,401

負債合計 1,474,819 44.0 1,318,362 39.2 △ 156,457

区分 金額（千円） 金額（千円）

（負債の部）

(平成18年５月31日) (平成19年５月31日)

前事業年度 当事業年度
比較増減
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注記
番号

構 成 比
（％）

構 成 比
（％） （千円）

Ⅰ 株主資本

1 資本金 2,773,600 82.8 1,874,083 55.7 △ 899,516

2 資本剰余金

(1) 資本準備金 594,800 -

資本剰余金合計 594,800 17.8 - - △ 594,800

3 利益剰余金

(1) その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △ 1,494,316 173,286

利益剰余金合計 △ 1,494,316 △ 44.6 173,286 5.1 1,667,603

4 自己株式 △ 2,233 △ 0.1 △ 3,055 △ 0.1 △ 821

株主資本合計 1,871,849 55.9 2,044,315 60.7 172,465

Ⅱ 評価・換算差額等

1 その他有価証券評価差額金 2,355 1,994 △ 360

評価・換算差額等合計 2,355 0.1 1,994 0.1 △ 360

純資産合計 1,874,205 56.0 2,046,309 60.8 172,104

負債純資産合計 3,349,025 100 3,364,672 100 15,647

前事業年度 当事業年度

（純資産の部）

(平成18年５月31日) (平成19年５月31日)
比較増減

区分 金額（千円） 金額（千円）



タケダ機械㈱（ 6150 ）  平成19年5月期決算短信（非連結） 
 

 - 10 - 

②【損益計算書】 

注記
番号

百分
比

百分
比 （千円）

Ⅰ 売上高

1 製品売上高 2,194,585 2,635,999

2 商品売上高 292,102 2,486,688 100 345,480 2,981,480 100 494,792

Ⅱ 売上原価

1 製品売上原価

(1) 製品期首たな卸高 252,879 268,388

(2) 当期製品製造原価 1,641,169 2,050,848

(3) 他勘定受入高 ※1 - 6,637

合計 1,894,049 2,325,873

(4) 他勘定振替高 ※2 - 23,488

(5) 製品期末たな卸高 268,388 450,984

製品売上原価 1,625,660 1,851,401

2 商品売上原価

(1) 商品期首たな卸高 18,182 3,517

(2) 当期商品仕入高 165,522 219,189

合計 183,705 222,706

(3) 商品期末たな卸高 3,517 9,926

商品売上原価 180,187 1,805,848 72.6 212,780 2,064,181 69.2 258,333

売上総利益 680,840 27.4 917,298 30.8 236,458

Ⅲ 販売費及び一般管理費

1 荷造運賃 52,840 62,225

2 旅費交通費 40,083 46,185

3 役員報酬 26,046 35,866

4 従業員給料及び賞与 194,247 236,613

5 賞与引当金繰入額 11,012 26,200

6 退職給付費用 6,038 6,891

7 法定福利費 29,778 33,639

8 減価償却費 28,578 30,796

9 その他 ※3 196,256 584,882 23.5 243,277 721,694 24.2 136,811

営業利益 95,957 3.9 195,604 6.6 99,646

区分

前事業年度

金額（千円）

（平成17年 6月 1日から
　　平成18年 5月31日まで）

金額（千円）

当事業年度

（平成18年 6月 1日から
　　平成19年 5月31日まで）

比較増減
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注記
番号

百分
比

百分
比

（千円）

Ⅳ 営業外収益

1 受取利息 387 426

2 受取配当金 264 185

3 仕入割引 13,503 16,572

4 賃貸料収入 8,735 9,568

5 その他 4,377 27,268 1.1 9,408 36,160 1.2 8,892

Ⅴ 営業外費用

1 支払利息 30,514 27,871

2 手形売却損 11,969 6,220

3 売上割引 - 11,026

4 その他 ※4 9,402 51,886 2.1 6,200 51,318 1.7 △ 568

経常利益 71,339 2.9 180,446 6.1 109,107

Ⅵ 特別利益

1 貸倒引当金戻入益 3,344 3,191

2 固定資産売却益 ※5 14,999 -

3 私財受贈益 ※6 150,000 168,343 6.8 - 3,191 0.1 △ 165,152

Ⅶ 特別損失

1 固定資産除却損 ※7 1,576 1,099

2 減損損失 ※8 139,946 141,522 5.7 - 1,099 0.1 △ 140,422

税引前当期純利益 98,159 4.0 182,537 6.1 84,377

法人税、住民税及び事業税 9,258 0.4 9,251 0.3 △ 7

当期純利益 88,901 3.6 173,286 5.8 84,385

区分 金額（千円） 金額（千円）

（平成17年 6月 1日から （平成18年 6月 1日から 比較増減

　　平成18年 5月31日まで） 　　平成19年 5月31日まで）

前事業年度 当事業年度
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製造原価明細書 

注記
番号

百分比
（％）

百分比
（％） （千円）

Ⅰ 材料費 56.6 60.5 314,456

Ⅱ 労務費 15.3 13.3 22,428

Ⅲ 経費 28.1 26.2 78,100

（内　外注加工費） 85,495

（内　減価償却費） △ 1,225

（内　賃借料） 547

当期総製造費用 100 100 414,985

期首仕掛品たな卸高 9,953

合計 424,939

期末仕掛品たな卸高 15,260

当期製品製造原価 409,678

　（注）

金額（千円）

当事業年度

（平成18年 6月 1日から
　　平成19年 5月31日まで）

比較増減

区分

前事業年度

金額（千円）

（平成17年 6月 1日から
　　平成18年 5月31日まで）

934,702

253,151

463,268

(320,212)

(45,678)

(11,223)

1,651,122

99,228

1,249,159

275,580

541,368

(405,707)

(44,452)

(11,771)

2,066,108

109,182

2,175,2901,750,351

109,182

1,641,169

124,442

2,050,848

　　平成19年 5月31日まで）

前事業年度

（平成17年 6月 1日から
　　平成18年 5月31日まで）

当事業年度

（平成18年 6月 1日から

　工程別総合原価計算 同左

原価計算の方法 原価計算の方法
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③ 【株主資本等変動計算書】 

前事業年度(平成17年6月1日から平成18年5月31日まで) 
評価・換算

差額等

資本剰余金 利益剰余金

その他利益
剰余金

繰越利益
剰余金

2,773,600 594,800 △ 1,583,217 △ 1,478 1,783,703 1,032 1,784,736

自己株式の取得 △ 754 △ 754 △ 754

当期純利益 88,901 88,901 88,901

株主資本以外の項目
の当期変動額（純
額）

1,323 1,323

88,901 △ 754 88,146 1,323 89,469

2,773,600 594,800 △ 1,494,316 △ 2,233 1,871,849 2,355 1,874,205

株主資本

資本金
資本準備金

自己株式 株主資本合計 その他有価証
券評価差額金

純資産合計

平成18年5月31日残高
（千円）

平成17年5月31日残高
（千円）

事業年度中の変動額

当期変動額合計（千
円）

 

当事業年度(平成18年6月1日から平成19年5月31日まで) 

評価・換算
差額等

資本剰余金 利益剰余金

その他利益
剰余金

繰越利益
剰余金

2,773,600 594,800 △ 1,494,316 △ 2,233 1,871,849 2,355 1,874,205

資本金から利益剰余
金への振替

△ 899,516 899,516 ― ―

資本準備金から利益
剰余金への振替

△ 594,800 594,800 ― ―

自己株式の取得 △ 821 △ 821 △ 821

当期純利益 173,286 173,286 173,286

株主資本以外の項目
の当期変動額（純
額）

△ 360 △ 360

△ 899,516 △ 594,800 1,667,603 △ 821 172,465 △ 360 172,104

1,874,083 ― 173,286 △ 3,055 2,044,315 1,994 2,046,309

株主資本

純資産合計
資本金 自己株式 株主資本合計

その他有価証
券評価差額金

資本準備金

平成18年5月31日残高
（千円）

事業年度中の変動額

当期変動額合計（千
円）

平成19年5月31日残高
（千円）



タケダ機械㈱（ 6150 ）  平成19年5月期決算短信（非連結） 
 

 - 14 - 

④ 【キャッシュ・フロー計算書】 

前事業年度 当事業年度

（平成17年 6月 1日から （平成18年 6月 1日から

　　平成18年 5月31日まで） 　　平成19年 5月31日まで）

注記
番号 金額（千円） 金額（千円） （千円）

Ⅰ

税引前当期純利益 98,159 182,537 84,377

減価償却費 77,000 78,035 1,034

減損損失 139,946 - △ 139,946

貸倒引当金の減少額 △ 3,344 △ 3,191 153

賞与引当金の増加額 4,117 20,383 16,266

受取利息及び受取配当金 △ 651 △ 611 40

仕入割引 △ 13,503 △ 16,572 △ 3,068

雑収入等 △ 9,527 △ 13,796 △ 4,268

支払利息 30,514 27,871 △ 2,643

手形売却損 11,969 6,220 △ 5,749

固定資産売却益 △ 14,999 - 14,999

固定資産除却損 1,576 1,099 △ 476

私財受贈益 △ 150,000 - 150,000

売上債権の減少額（△増加額） △ 252,443 368,206 620,649

たな卸資産の増加額 △ 22,265 △ 184,691 △ 162,426

仕入債務の増加額（△減少額） 93,403 △ 85,128 △ 178,532

割引手形の増加額（△減少額） 76,475 △ 243,152 △ 319,628

その他 22,254 △ 6,415 △ 28,669

　 小          計 88,684 130,794 42,110

利息及び配当金の受取額 744 611 △ 133

仕入割引の受取額 13,503 16,572 3,068

利息の支払額 △ 30,821 △ 27,534 3,287

法人税等の支払額 △ 9,044 △ 9,261 △ 217

その他営業外損益の純収入額（△支出額） △ 2,942 7,066 10,008

営業活動によるキャッシュ・フロー 60,124 118,248 58,123

比較増減

区分

営業活動によるキャッシュ・フロー
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前事業年度 当事業年度

（平成17年 6月 1日から （平成18年 6月 1日から

　　平成18年 5月31日まで） 　　平成19年 5月31日まで）

注記
番号 金額（千円） 金額（千円） （千円）

Ⅱ

有形固定資産の取得による支出 △ 13,286 △ 16,151 △ 2,865

有形固定資産の売却による収入 70,095 - △ 70,095

無形固定資産の取得による支出 △ 6,300 △ 2,160 4,140

投資有価証券の取得による支出 △ 1,188 △ 9,611 △ 8,422

投資有価証券の売却による収入 500 - △ 500

貸付による支出 - △ 1,750 △ 1,750

貸付金の回収による収入 2,553 3,094 540

定期預金の預入れによる支出 △ 30,000 △ 60,500 △ 30,500

定期預金の払戻しによる収入 - 72,500 72,500

保険積立金の解約収入 1 3,775 3,773

その他投資の取得による支出 △ 10,924 △ 6,788 4,135

投資活動によるキャッシュ･フロー 11,451 △ 17,591 △ 29,043

Ⅲ

短期借入金の減少額 △ 100,000 - 100,000

長期借入金の返済による支出 △ 892,400 △ 779,890 112,510

長期借入金の実行による収入 946,000 700,000 △ 246,000

自己株式の取得による支出 △ 754 △ 821 △ 66

私財の受贈による収入 150,000 - △ 150,000

財務活動によるキャッシュ･フロー 102,845 △ 80,711 △ 183,556

Ⅳ 174,421 19,944 △ 154,476

Ⅴ 49,912 224,333 174,421

Ⅵ 224,333 244,278 19,944現金及び現金同等物の期末残高

比較増減

現金及び現金同等物の増加額

現金及び現金同等物の期首残高

投資活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ･フロー

区分
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前事業年度(平成17年６月１日から平成18年５月31日まで) 

当社は平成17年６月に「第二次中期２ヵ年計画」を策定し、経営体質の改善並びに財務基盤の強化を図って

おります。 

その結果、当事業年度においては、95,957千円の営業利益を計上し、営業キャッシュ・フローにおいても、

60,124千円の資金を得ており、大幅な改善となりました。また、遊休資産(土地)の売却を実施し、70,000千円

の売却収入を得るとともに、私財受贈益として150,000千円の資金を得て、財務体質は徐々にではありますが改

善されてきており、売上総利益率も前年同期24.7％から27.4％まで向上いたしました。 

しかしながら、当社は過去において連続して重要な営業損失及び営業キャッシュ・フローのマイナスを計上

しており来期にかけて改善の途上であります。 

当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義が存在しております。 

来期においても「第二次中期２ヵ年計画」の予定通りの完遂をはかり、さらに、引き続き金融機関の支援を

確認し有利子負債の圧縮と財務体質の強化に努めてまいる所存です。 

このため、財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を財務諸表には

反映しておりません。 

 

当事業年度(平成18年６月１日から平成19年５月31日まで) 
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（重要な会計方針） 
  

項目 
前事業年度 

(平成17年6月1日から 
平成18年5月31日まで) 

当事業年度 
(平成18年6月1日から 
平成19年5月31日まで) 

１ 有価証券の評価基
準及び評価方法 

その他有価証券 
 時価のあるもの……決算末日の市場
価格等に基づく時価法(評価差額は
全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定) 

その他有価証券 
 時価のあるもの……同左 

２ たな卸資産の評価
基準及び評価方法 

商品 製品 原材料 仕掛品 
   移動平均法による原価法 

同左 

３ 固定資産の減価償
却の方法 

有形固定資産 
定率法によっております。ただし

平成10年４月１日以降に取得した建
物(建物附属設備を除く)について
は、定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は、以下の通
りであります。 
 建物及び構築物 ７年～50年
 機械装置及び 
 車両運搬具 

２年～10年
 

有形固定資産……同左 
a.平成19年3月31日以前に取得した
もの 

旧定率法によっております。(た
だし平成10年４月１日以降に取得し
た建物(建物附属設備を除く)につい
ては、旧定額法を採用しておりま
す。) 
b.平成19年４月１日以降に取得した
もの 

定率法によっております。(ただ
し、建物(建物附属設備を除く)につ
いては、定額法を採用しておりま
す。) 
 
(会計方針の変更) 

法人税法の改正((所得税法等の
一部を改正する法律 平成19年3月
30日 法律第6号)及び(法人税法施
行令の一部を改正する政令 平成19
年3月30日 政令第83号))に伴い、平
成19年4月1日以降に取得したものに
ついては、改正後の法人税法に基づ
く方法に変更しております。 

これに伴なう影響は軽微であり
ます。 
なお、主な耐用年数は、以下の通

りであります。 
 建物及び構築物 ７年～50年
 機械装置及び 
 車両運搬具 

２年～10年
 

  無形固定資産……ソフトウェア(販売
機械組込み用)については、見込販
売数量に基づく償却額と、残存見込
販売有効期間に基づく均等償却額
との、いずれか大きい金額を計上し
ております。 
なお、当初における見込販売有効

期間は３年としております。 
 

無形固定資産……ソフトウェア(販売
機械組込み用)については、見込販
売数量に基づく償却額と、残存見込
販売有効期間に基づく均等償却額
との、いずれか大きい金額を計上し
ております。 
なお、当初における見込販売有効

期間は３年としております。 
また、自社利用ソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間
(５年)に基づく定額法によってお
ります。 
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項目 
前事業年度 

(平成17年6月1日から 
平成18年5月31日まで) 

当事業年度 
(平成18年6月1日から 
平成19年5月31日まで) 

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金……債権の貸倒れによる
損失に備えるため、一般債権については貸
倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債
権については個別に回収可能性を勘案し、
回収不能見込額を計上しております。 

(1) 貸倒引当金……同左 

  (2) 賞与引当金……従業員に対して支給
する賞与の支出に充てるため、支給見込額
に基づき計上しております。 

(2) 賞与引当金……同左 

５ リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると
認められるもの以外のファイナンス・リー
ス取引については、通常の賃貸借取引に係
る方法に準じた会計処理によっておりま
す。 

同左 

６ キャッシュ・フロー計
算書における資金の範
囲 

キャッシュ・フロー計算書における資金
(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時
引き出し可能な預金からなっております。

同左 

７ その他財務諸表作成の
ための重要な事項 

消費税等の会計処理 
 税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 
同左 

  
会計処理の変更 

  
前事業年度 

(平成17年6月1日から 
平成18年5月31日まで) 

当事業年度 
(平成18年6月1日から 
平成19年5月31日まで) 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準

(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意

見書」(企業会計審議会 平成 14 年８月９日))及び

「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業

会計基準委員会 平成15年10月31 日 企業会計基

準適用指針第６号)を適用しております。これにより

税引前当期純利益は 139,946 千円減少しておりま

す。 

なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸

表等規則に基づき各資産の金額から直接控除してお

ります。 
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前事業年度 
(平成17年6月1日から 
平成18年5月31日まで) 

当事業年度 
(平成18年6月1日から 
平成19年5月31日まで) 

 (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準) 

当事業年度より貸借対照表の表示について「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会

計基準委員会 平成 17 年 12 月９日 企業会計基準

第５号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等の適用指針」(企業会計基準委員会 平

成 17 年 12 月９日 企業会計基準適用指針第８号)

を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

従来の基準に従った資本の部に相当する金額は

1,874,205 千円であります。 

なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度に

おける財務諸表は、改正後の財務諸表等規則により

作成しております。 

 

(自己株式及び準備金の減少等に関する会計基準の

一部改正) 

当事業年度より、改正後の「自己株式及び準備金の

減少等に関する会計基準」(企業会計基準委員会 最

終改正平成17 年12 月27日 企業会計基準適用指針

第２号)を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度に

おける財務諸表は、改正後の財務諸表等規則により

作成しております。      

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

表示方法の変更 
  

前事業年度 
(平成17年6月1日から 
平成18年5月31日まで) 

当事業年度 
(平成18年6月1日から 
平成19年5月31日まで) 

 

 

                   
 
 

(損益計算書) 

前期まで営業外費用の「その他」に含めて表示
しておりました｢売上割引｣は、営業外費用の総額
の100分の10を超えたため区分掲記しました。 

なお、前期における｢売上割引｣の金額は4,847千
円であります。 
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注記事項 

(貸借対照表関係) 
 

前事業年度 
(平成18年5月31日) 

当事業年度 
(平成19年5月31日) 

※１ 担保に供している資産 

    長期借入金734,800千円及び一年内返済予定
長期借入金140,400千円の担保に供しているも
のは、次のとおりであります。 

建物 910,829千円
土地 787,445千円

計 1,698,274千円

  

※１ 担保に供している資産 

    長期借入金611,313千円及び一年内返済予定
長期借入金183,997千円の担保に供しているも
のは、次のとおりであります。 

建物 854,566千円
土地 787,445千円

計 1,642,011千円

  
 ２ 受取手形割引高 515,528千円 
     

 ２ 受取手形割引高 272,375千円 
     

  

  

(損益計算書関係) 
  

前事業年度 
(平成17年6月1日から 
平成18年5月31日まで) 

当事業年度 
(平成18年6月1日から 
平成19年5月31日まで) 

  
※１                      ※１ 他勘定受入高の内容は次のとおりであります 

固定資産からの振替     6,637千円 

 
※２                  

 
※２ 他勘定振替高の内容は次のとおりであります 

研究開発費         23,488千円 

          
※３                  
   

※３ 研究開発費の総額 
一般管理費に含まれる研究開発費                  

23,488 千円 
 

※４ 営業外費用「その他」に含まれる賃貸原価に係る
減価償却費 

2,744 千円 
 

※４ 営業外費用「その他」に含まれる賃貸原価に係
る減価償却費 

2,786 千円 

※５ 固定資産売却益は、遊休土地の売却によるもの

であります。 
 

※５                        

※６ 私財受贈益は、平成17年11月25日付で当社の株主

である竹田清一氏(前当社代表取締役会長)及び
竹田康一氏(現当社代表取締役会長)から現金の
贈与を受けたものであります。 

 

※６                  

※７ 固定資産除却損の内容は次のとおりでありま
す。 

機械及び装置 1,116千円
車両及び運搬具 181千円
工具器具及び備品 277千円

計 1,576千円 

※７ 固定資産除却損の内容は次のとおりでありま
す。 

機械及び装置 540千円
車両及び運搬具 279千円
工具器具及び備品 279千円

計 1,099千円 
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前事業年度 
(平成17年6月1日から 
平成18年5月31日まで) 

当事業年度 
(平成18年6月1日から 
平成19年5月31日まで) 

※８ 減損損失 
当社は資産のグルーピングに際して、事業所毎
の区分を、主にキャッシュ・フローを生み出す
最小の単位として捉え、その単位を基礎にグル
ーピングする方法を採用しております。ただ
し、賃貸不動産につきましては、物件それぞれ
が、概ね独立してキャッシュ・フローを生み出
す最小の単位として捉え物件毎にグルーピン
グしております。 
当事業年度に東京営業所について、減損損失を
計上いたしました。 

場所 主な用途 種類 
東 京 営 業

所 
(川崎市 
宮前区) 

営業設備 建物、土地 

東京営業所建物及び土地は不動産価額の下落
が著しく、減損の兆候が認められたため、そ
の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該
減少額である減損損失 139,946 千円(内訳は、
建物 9,006 千円、土地 130,940 千円)を特別損
失に計上しております。なお、回収可能価額
は、不動産鑑定評価額に基づく正味売却価額
により測定しております。 

 

※８  
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(株主資本等変動計算書関係) 

前事業年度(平成17年６月１日から平成18年５月31日まで) 

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

   前期末株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数 摘要 

発行済株式          

普通株式 10,200,000株 － － 10,200,000株   

合計 10,200,000株 － － 10,200,000株   

自己株式         

普通株式 16,800株 3,200株 － 20,000株 (注) 

合計 16,800株 3,200株 － 20,000株   

(注) 普通株式の自己株式の増加3,200株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

 

 

当事業年度(平成18年６月１日から平成19年５月31日まで) 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

   前期末株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数 摘要 

発行済株式          

普通株式 10,200,000株 － － 10,200,000株   

合計 10,200,000株 － － 10,200,000株   

自己株式         

普通株式 20,000株 3,393株 － 23,393株 (注) 

合計 20,000株 3,393株 － 23,393株   

(注) 普通株式の自己株式の増加3,393株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

 

２．配当に関する事項 

基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

(決議予定) 株式の種類 
配当金の総額

(千円) 
配当の原資 

１株当たり配

当額(円) 
基準日 効力発生日 

平成19年8月29日 

定時株主総会 
普通株式  50,883 利益剰余金  5 

平成19年5月

31日 

平成19年8月

30日  
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 (キャッシュ・フロー計算書関係) 
  

254,333 千円 262,278 千円

△ 30,000 千円 △ 18,000 千円

224,333 千円 244,278 千円

現金及び預金勘定

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記
されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定

現金及び現金同等物現金及び現金同等物

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記
されている科目の金額との関係

預入期間が3ヶ月を超える定期預
金

預入期間が3ヶ月を超える定期預
金

当事業年度

（平成18年 6月 1日から

　　平成19年 5月31日まで）

前事業年度

（平成17年 6月 1日から

　　平成18年 5月31日まで）

 

 

(リース取引関係) 

① ①

機械及び
装置

工具器具
及び備品

合計 機械及び
装置

工具器具
及び備品

合計

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）
取得価額相
当額

59,000 4,472 63,472
取得価額相
当額

59,000 4,472 63,472

減価償却累
計額相当額 44,682 521 45,204

減価償却累
計額相当額 53,060 1,416 54,477

期末残高相
当額

14,317 3,951 18,268
期末残高相
当額

5,939 3,056 8,995

② ②

　　1年以内 千円 　　1年以内 千円

　　1年超 千円 　　1年超 千円

　　合計 千円 　　合計 千円

③ ③

　支払リース料 千円 　支払リース料 千円

　減価償却費相当額 千円 　減価償却費相当額 千円

　支払利息相当額 千円 　支払利息相当額 千円

④ ④

・・・ 同左

・・・ 同左

9,272

・利息相当額の算定方法

698

減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

・減価償却費相当額の算定方法

2,236

9,671

支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息
相当額

10,974

リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額
相当額及び期末残高相当額

支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息
相当額

10,275

当事業年度
（平成18年 6月 1日から

　　平成19年 5月31日まで）
リース物件の所有権が借主に移転すると認められる
もの以外のファイナンス・リース取引

リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額
相当額及び期末残高相当額

未経過リース料期末残高相当額

7,435

前事業年度
（平成17年 6月 1日から

　　平成18年 5月31日まで）

減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

10,575

8,899

リース物件の所有権が借主に移転すると認められる
もの以外のファイナンス・リース取引

未経過リース料期末残高相当額

9,671

19,946

1,142

・利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価
額相当額との差額を利息相当額と
し、各期への配分方法については、
利息法によっております。

リース期間を耐用年数とし、残存価
額を零とする定額法によっておりま
す。

・減価償却費相当額の算定方法
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(有価証券関係) 

取得原価
貸借対照表日における貸

借対照表計上額 差　　額

（千円） （千円） （千円）

貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの

　株式 2,233 7,001 4,767

　債券 － － －

　その他 － － －

　小計 2,233 7,001 4,767

貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの

　株式 6,187 5,368 △ 818

　債券 － － －

　その他 － － －

　小計 6,187 5,368 △ 818

　合計 8,421 12,370 3,949

　当事業年度中に売却したその他有価証券

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

（千円） （千円） （千円）

500 500 －

前事業年度

　その他有価証券で時価のあるもの

区　　分

 

取得原価
貸借対照表日における貸

借対照表計上額
差　　額

（千円） （千円） （千円）

貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの

　株式 7,100 10,956 3,855

　債券 － － －

　その他 － － －

　小計 7,100 10,956 3,855

貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの

　株式 10,931 10,420 △ 511

　債券 － － －

　その他 － － －

　小計 10,931 10,420 △ 511

　合計 18,032 21,376 3,344

　その他有価証券で時価のあるもの

区　　分

当事業年度
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(デリバティブ取引関係) 

前事業年度(平成17年６月１日から平成18年５月31日まで) 

当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。 

  

当事業年度(平成18年６月１日から平成19年５月31日まで) 

当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。 

  

 

(退職給付関係) 
  

前事業年度 
(平成17年6月1日から 
平成18年5月31日まで) 

当事業年度 
(平成18年6月1日から 
平成19年5月31日まで) 

１ 採用している退職給付制度の概要 
当社は、確定拠出型年金制度を採用しております。 

１ 採用している退職給付制度の概要 
同左 

２ 退職給付費用に関する事項 

確定拠出年金への掛金支払額 11,730千円

退職給付費用 11,730千円 

２ 退職給付費用に関する事項 

確定拠出年金への掛金支払額 12,743千円

退職給付費用 12,743千円 
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(税効果会計関係) 

繰延税金資産 繰延税金資産

たな卸資産評価損否認額 4,546 千円 たな卸資産評価損否認額 8,389 千円

投資有価証券評価損否認額 5,091 千円 投資有価証券評価損否認額 5,091 千円

ゴルフ会員権評価損否認額 16,609 千円 ゴルフ会員権評価損否認額 16,609 千円

繰越欠損金 671,761 千円 繰越欠損金 583,598 千円

減価償却超過額 1,395 千円 減価償却超過額 1,800 千円

貸倒引当金繰入限度超過額 19,598 千円 貸倒引当金繰入限度超過額 18,310 千円

賞与引当金繰入限度超過額 9,610 千円 賞与引当金繰入限度超過額 17,834 千円

未払事業税 2,291 千円 未払事業税 808 千円

減損損失 56,219 千円 減損損失 55,973 千円

その他 5,407 千円 その他 5,407 千円

繰延税金資産小計 792,530 千円 繰延税金資産小計 713,824 千円

評価性引当額 △ 792,530 千円 評価性引当額 △ 713,824 千円

繰延税金資産合計 - 繰延税金資産合計 - 千円

繰延税金負債 繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 1,593 千円 その他有価証券評価差額金 1,349 千円

繰延税金負債合計 1,593 千円 繰延税金負債合計 1,349 千円

繰延税金負債の純額 1,593 千円 繰延税金負債の純額 1,349 千円

法定実効税率 40.4 ％ 法定実効税率 40.4 ％

（調整） （調整）

交際費等永久に損金に算入さ
れない項目

3.3 ％
交際費等永久に損金に算入さ
れない項目

6.9 ％

住民税均等割 9.4 ％ 住民税均等割 5.1 ％

評価性引当額 △ 43.7 ％ 評価性引当額 △ 47.3 ％

税効果会計適用後の法人税等
の負担率

9.4 ％
税効果会計適用後の法人税等
の負担率

5.1 ％

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税率の負担率
    との間の差異の原因となった主な項目別の内訳

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税率の負担率との
    間の差異の原因となった主な項目別の内訳

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 １　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前事業年度

(平成18年5月31日)

当事業年度

(平成19年5月31日)

 

 

(持分法投資損益等) 

前事業年度(平成17年6月1日から平成18年5月31日まで) 

該当事項はありません。 

  

当事業年度(平成18年6月1日から平成19年5月31日まで) 

該当事項はありません 
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【関連当事者との取引】 
前事業年度(平成17年6月1日から平成18年5月31日まで) 
役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等 
の所有 

(被所有)割
合 
(％) 

役員の 
兼任等 

事業上 
の関係 

取引の内容
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高 
(千円) 

主要株 
主(個 
人)及 
びその 
近親者 

当社銀行借
入に対する
債務被保証

(注) 

875,200 ― ―  

役員及 
びその 
近親者 

竹田康一 ― ― 
当社取締役 

会長 
被所有 

直接20.98 
― ― 

現金の受贈 27,500私財受贈益 ―  

役員及 
びその 
近親者 

伊藤勝信 ― ― 
当社取締役 

社長 
被所有 
直接5.93 

― ― 

当社銀行借
入に対する
債務被保証

(注) 

875,200 ― ―  

主要株 
主(個 
人)及 
びその 
近親者 
役員及 
びその 
近親者 

竹田清一(竹田
康一の父) 

― ― ― 
被所有 
直接2.10 

― ― 現金の受贈 122,500私財受贈益 ― 

 (注) 当社は、銀行借入に対して取締役会長竹田康一、取締役社長伊藤勝信より債務保証を受けております。
なお、保証料の支払いは行っておりません。 

  
当事業年度(平成18年6月1日から平成19年5月31日まで) 

役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等 
の所有 

(被所有)割
合 
(％) 

役員の 
兼任等 

事業上 
の関係 

取引の内容
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高 
(千円) 

主要株 
主(個 
人)及 
びその 
近親者 
役員及 
びその 
近親者 

竹田康一 ― ― 
当社取締役 

会長 
被所有 

直接19.04 
― ― 

当社銀行借
入に対する
債務被保証
(注)２ 

795,310 ― ―  

役員及 
びその 
近親者 

伊藤勝信 ― ― 
当社取締役 

社長 
被所有 
直接5.88 

― ― 

当社銀行借
入に対する
債務被保証
(注)２ 

795,310 ― ―  

主 要 株 主 ( 個
人)及びその近
親者が議決権
の過半数を所
有している会
社等（当該会社
等の子会社を
含む） 
役員及びその近
親者が議決権の
過半数を所有し
ている会社等
（当該会社等の
子会社を含む） 

株式会社 
大伴 

石川
県能
美市 

10,000 
工作機械部
品販売 

被所有 
直接0.23 

なし 
工作機械部
品の仕入 

工作機械部
品の仕入 
(注)３ 

22,126
買掛金及び
未払金 

2,061

 (注) １．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれており

ます。 
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２．当社は、銀行借入に対して取締役会長竹田康一、取締役社長伊藤勝信より債務保証を受けておりま
す。なお、保証料の支払いは行っておりません。 

３．当該会社からの仕入については、市場価格を参考に決定しております。 

  

 

(ストック･オプション等関係) 

当事業年度(平成18年6月1日から平成19年5月31日まで) 

該当事項はありません 

 

 

(企業結合等関係) 

当事業年度(平成18年6月1日から平成19年5月31日まで) 

該当事項はありません 

 

 

(１株当たり情報) 
  

184.11 円 201.08 円

8.73 円 17.03 円

算定上の基礎 算定上の基礎

88,901 千円 173,286 千円

88,901 千円 173,286 千円

10,181,353 株 10,178,081 株

損益計算書上の当期純利益

なお、潜在株式調整後１株当たり当
期純利益金額については、潜在株式
がないため、記載しておりません。

1株当たり当期純利益

１株当たり純資産額

１株当たり当期純利益

項目
　前事業年度

（平成17年 6月 1日から
　　平成18年 5月31日まで）

　当事業年度
（平成18年 6月 1日から

　　平成19年 5月31日まで）

なお、潜在株式調整後１株当たり当
期純利益金額については、潜在株式
がないため、記載しておりません。

普通株式に係る当期純利益

普通株式に帰属しない金額の主要
な内訳

　　　該当事項はありません。

1株当たり当期純利益

損益計算書上の当期純利益

普通株式に係る当期純利益

普通株式に帰属しない金額の主要
な内訳

　　　該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数普通株式の期中平均株式数
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(重要な後発事象) 
  

前事業年度 
(平成17年６月１日から 
平成18年５月31日まで) 

当事業年度 
(平成18年６月１日から 
平成19年５月31日まで) 

平成18年７月25日開催の取締役会において、下記のとおり

「資本金の減少」および「資本準備金の減少」について決
議しております。 
１ 資本金の減少 

 ① 減資の目的 
繰越利益剰余金の解消及び財務体質の改善・強化に
努めることを目的とする。 

 ② 減資の要領 
  １減少すべき資本金の額 

資本金の額2,773,600,000円を899,516,274円減少

し、1,874,083,726円とする。 
  ２資本金の減少の方法 

発行済株式総数の変更を行わず、資本金の額のみを

減少する方法による。 
 ③ 減資の要領 
  減資の日程 

１取締役会決議日 平成18年７月25日 
２株主総会決議日 平成18年８月29日(予定) 
３債権者異議申述最終期日 平成18年10月５日(予定) 

４減資の効力発生日 平成18年10月６日(予定) 
２ 資本準備金の減少 

繰越利益剰余金については、資本準備金全額を取り崩

して損失の補填を取締役会において決議しました。 
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5．生産、受注及び販売の状況 

金額（千円）
構成比
（％） 金額（千円）

構成比
（％） 金額（千円）

前期比
（％）

107,000 5.0 120,100 4.5 13,100 112.2

492,629 23.2 840,370 31.9 347,741 170.6

787,380 37.0 965,710 36.6 178,330 122.6

65,400 3.1 26,700 1.0 △ 38,700 40.8

674,641 31.7 685,231 26.0 10,590 101.6

2,127,050       100 2,638,111       100 511,061 124.0

金額（千円）
構成比
（％） 金額（千円）

構成比
（％） 金額（千円）

前期比
（％）

159,816 96.6 176,706 80.6 16,890 110.6

5,705 3.4 42,482 19.4 36,776 744.5

165,522 100 219,189 100 53,666 132.4

金額（千円）
構成比
（％） 金額（千円）

構成比
（％） 金額（千円）

前期比
（％）

98,820 4.0 97,446 3.3 △ 1,373 98.6

604,585 24.3 896,667 30.1 292,082 148.3

664,488 26.7 657,118 22.0 △ 7,370 98.9

65,373 2.7 41,009 1.4 △ 24,363 62.7

761,318 30.6 943,758 31.6 182,440 124.0

2,194,585 88.3 2,635,999 88.4 441,414 120.1

700 0.0 730 0.0 30 104.3

263,712 10.6 313,192 10.5 49,479 118.8

27,690 1.1 31,558 1.1 3,868 114.0

292,102 11.7 345,480 11.6 53,377 118.3

2,486,688       100 2,981,480       100 494,792 119.9

増減自　平成17年6月1日 自　平成18年6月1日

至　平成18年5月31日 至　平成19年5月31日

当期

合計

(注)　金額は消費税等は含まれておりません。

鋼材加工機

環境機器

その他

その他

小計

合計

（注）金額は販売価格により表示しており、消費税等は含まれておりません。

小計

商品

鉄筋加工機

金型

環境機器

その他

製品

鉄骨加工機

鋼材加工機

製缶板金加工機

(4)販売実績

期別

前期

前期 当期

自　平成17年6月1日 自　平成18年6月1日

鉄骨加工機

(2)商品仕入実績

期別

品目

増減

製缶板金加工機

期別

(1)生産実績

至　平成18年5月31日 至　平成19年5月31日

品目

当期

品目

金型

増減自　平成17年6月1日 自　平成18年6月1日

至　平成18年5月31日 至　平成19年5月31日

前期

（注）金額は仕入価格により表示しており、消費税等は含まれておりません。

(3)受注実績

　　　当社は見込生産のため、受注状況の記載を省略いたします。

その他

合計
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6．役員の異動 
（1）代表者の異動 

    該当事項はありません。 

 

（2）その他の役員の異動 (平成19年8月29日付予定) 

    新任取締役候補 

       取締役    高田 茂 （当社製造部長） 

      

       新任監査役候補 

       常勤監査役  東川 孝典 

       監査役    多造 宏明 

       監査役    川本 藏石 （一時監査役） 

       補欠監査役  土井 俊昭 

 

        退任予定取締役 

       常務取締役  北 常夫 

 

    退任予定監査役 

       常勤監査役  森  弘 

       監査役    竹田 智美 

 

(注) 新任監査役候補者 東川孝典氏、多造宏明氏、川本藏石氏、土井俊昭氏は会社法第2条16号に定める 

社外監査役候補であります。  


