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1.  平成21年5月期第2四半期の業績（平成20年6月1日～平成20年11月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

21年5月期第2四半期 1,404 ― 47 ― 43 ― 39 ―
20年5月期第2四半期 1,448 3.7 7 △91.2 1 △97.7 △5 ―

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

21年5月期第2四半期 3.85 ―
20年5月期第2四半期 △0.58 ―

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

21年5月期第2四半期 3,625 2,048 56.5 201.45
20年5月期 3,771 2,072 54.9 203.73

（参考） 自己資本   21年5月期第2四半期  2,048百万円 20年5月期  2,072百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年5月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
21年5月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年5月期（予想） ――― ――― ― 5.00 5.00

3.  平成21年5月期の業績予想（平成20年6月1日～平成21年5月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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 2,800 △8.4 85 △13.2 80 △2.4 70 △14.7 6.88

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注） 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

(注） 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年5月期第2四半期  10,200,000株 20年5月期  10,200,000株
② 期末自己株式数 21年5月期第2四半期  28,993株 20年5月期  27,393株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年5月期第2四半期  10,171,921株 20年5月期第2四半期  10,175,207株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．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。実際の実績等は、業績の変化等によ
り、上記予想値と異なる場合があります。 
２．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準「（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  
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当第２四半期累計期間における我が国経済は、サブプライムローン問題を背景とした米国経済の減速

や国際的金融市場の混乱に加え、原油価格・原材料価格の高騰による企業収益の悪化、設備投資の弱含

み等、景気の先行きに不透明感が一段と増してまいりました。 

当社が大きく依存する建設関連業界は、マンションや住宅及び中小建築物件の着工件数の減少傾向が

続いており、鋼材・形鋼加工業の設備投資計画の見直し又は先送り等で引合いが減少傾向にあります。

また、建築物の耐震化が大きな社会問題になっており、改正地震防災対策特別措置法による学校や病院

等の公共施設の耐震補強工事は増加傾向にあるものの、耐震化に使用する軽量及び中小径形鋼の加工機

械の設備投資が弱含みとなっております。 

このような状況の中で、耐震化並びに免震対応機の提案営業の強化、造船・自動車関連業界並びに製

缶関連業界への高速・高精度対応の自動化ラインシステムの提案営業を推進してまいりました結果、売

上高を主要区分別に示すと、製品は1,200百万円（形鋼加工機は668百万円、丸鋸加工機は297百万円、

金型は137百万円、その他（環境機器・受託事業）は96百万円）、部品は165百万円、サービスは38百万

円となりました。  

以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は1,404百万円、営業利益は47百万円、経常利益は43百

万円、四半期純利益は39百万円となりました。 

  

  資産、負債及び純資産の状況 

(総資産) 

当第２四半期会計期間末における総資産の残高は3,625百万円となり、前事業年度末に比べ146百万

円減少となりました。これは主に棚卸資産の97百万円の増加がありましたが、現金及び預金が235百万

円減少したこと等によるものであります。 

(負債) 

当第２四半期会計期間末における負債の残高は1,576百万円となり、前事業年度末に比べ123百万円

減少となりました。これは主に仕入債務が45百万円減少、長期借入金の返済による50百万円の減少等

によるものであります。 

(純資産) 

当第２四半期会計期間末における純資産の残高は2,048百万円となり、前事業年度末に比べ23百万円

減少となりました。これは主に利益剰余金が11百万円減少したこととその他有価証券評価差額金が11

百万円減少したことによるものであります。 

  

 第２四半期累計期間における業績の進捗と下期における市場環境等を勘案し、業績予想の見直しを

行った結果、平成20年7月17日に公表した業績予想を修正しております。詳細は本日別途開示する「業

績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

【定性的情報・財務諸表等】

１. 経営成績に関する定性的情報

２. 財政状態に関する定性的情報

３. 業績予想に関する定性的情報
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４. その他 

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業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、前事業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 棚卸資産の評価方法 

 棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を  

 見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

③ 固定資産の減価償却の算定方法 

定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方

法によっております。 

④ 法人税等の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目を重要なものに限定する方法によって

おります。 

  

① 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半

期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

② 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

棚卸資産につきましては、従来、移動平均法による原価法によっておりましたが、第１四半期会計

期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基

準第９号)を適用し、評価基準を移動平均法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)

に変更しております。 

なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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１【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年11月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 176,332 412,315

受取手形及び売掛金 771,329 759,825

製品 517,773 433,265

原材料 251,450 219,633

仕掛品 82,737 101,761

その他 15,255 23,964

流動資産合計 1,814,878 1,950,766

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 790,635 808,368

土地 791,883 791,303

その他（純額） 88,339 89,882

有形固定資産合計 1,670,858 1,689,554

無形固定資産 40,458 42,594

投資その他の資産   

その他 140,704 131,846

貸倒引当金 △41,626 △42,826

投資その他の資産合計 99,078 89,020

固定資産合計 1,810,395 1,821,170

資産合計 3,625,273 3,771,936

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 315,266 360,426

1年内返済予定の長期借入金 251,004 440,744

未払法人税等 7,850 12,300

賞与引当金 38,090 47,050

製品保証引当金 8,270 8,490

その他 113,178 122,934

流動負債合計 733,659 991,945

固定負債   

社債 100,000 100,000

長期借入金 711,417 572,129

その他 31,209 35,409

固定負債合計 842,626 707,538

負債合計 1,576,286 1,699,483
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年11月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年５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 192,761 204,504

自己株式 △3,974 △3,808

株主資本合計 2,062,870 2,074,779

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △13,882 △2,326

評価・換算差額等合計 △13,882 △2,326

純資産合計 2,048,987 2,072,452

負債純資産合計 3,625,273 3,771,936

― 5 ―

タケダ機械㈱（6150）平成21年５月期第２四半期決算短信（非連結）



(2)【四半期損益計算書】 
【第２四半期累計期間】 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

売上高 1,404,562

売上原価 1,024,010

売上総利益 380,552

販売費及び一般管理費 333,255

営業利益 47,296

営業外収益  

受取利息 342

受取配当金 463

仕入割引 9,132

その他 6,239

営業外収益合計 16,178

営業外費用  

支払利息 10,736

売上割引 6,462

その他 2,278

営業外費用合計 19,477

経常利益 43,997

特別利益  

投資有価証券売却益 900

貸倒引当金戻入額 1,200

その他 220

特別利益合計 2,320

特別損失  

固定資産売却損 638

ゴルフ会員権評価損 2,000

その他 75

特別損失合計 2,714

税引前四半期純利益 43,603

法人税、住民税及び事業税 4,483

法人税等調整額 －

法人税等合計 4,483

四半期純利益 39,120
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当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表

等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

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) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前年同四半期に係る財務諸表 

中間損益計算書 

 
  

  

「参考資料」

前中間会計期間 

(自 平成19年６月１日 

 至 平成19年11月30日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 売上高 1,448,471

Ⅱ 売上原価 1,095,252

  売上総利益 353,218

Ⅲ 販売費及び一般管理費 345,639

  営業利益 7,578

Ⅳ 営業外収益 16,481

Ⅴ 営業外費用 22,211

  経常利益 1,848

Ⅵ 特別利益 834

Ⅶ 特別損失 4,000

 税引前中間純損失(△) △1,317

 法人税、住民税及び事業税 4,549

 中間純損失(△) △5,866
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