
平成23年5月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成23年4月13日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 タケダ機械株式会社 上場取引所 大 
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） 池田 千尋 TEL 0761-58-8231
四半期報告書提出予定日 平成23年4月14日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成23年5月期第3四半期の連結業績（平成22年6月1日～平成23年2月28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 ％

23年5月期第3四半期 1,292 △1.3 △222 ― △208 ― △215 ―
22年5月期第3四半期 1,308 ― △329 ― △307 ― △305 ―

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

23年5月期第3四半期 △22.09 ―
22年5月期第3四半期 △31.75 ―

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

23年5月期第3四半期 3,810 1,186 31.2 121.90
22年5月期 3,709 1,398 37.7 143.53

（参考） 自己資本   23年5月期第3四半期  1,186百万円 22年5月期  1,398百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年5月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年5月期 ― 0.00 ―
23年5月期 

（予想）
0.00 0.00

3.  平成23年5月期の連結業績予想（平成22年6月1日～平成23年5月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 2,182 21.5 △102 ― △83 ― △91 ― △9.34



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び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適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(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いません。 

※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「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】 P.3 「その他」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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） 23年5月期3Q 10,200,000株 22年5月期  10,200,000株
② 期末自己株式数 23年5月期3Q  463,148株 22年5月期  458,370株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年5月期3Q  9,739,065株 22年5月期3Q  9,618,283株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出回復や経済対策の効果などにより総じて緩や

かな持ち直しの動きが見られました。しかしながら、個人消費の低迷や円高・デフレの進行などの懸念

により、依然先行き不透明な状況で推移しました。 

当社主力の形鋼加工機関連におきましては、建築鉄骨の需要が依然として記録的な低水準で推移して

いることから、設備投資計画も先送り傾向が続いておりますものの、資金力のあるユーザーにおいては

合理化設備投資計画も徐々に増加しております。また、丸鋸加工機関連におきましても、主力の自動車

部品加工業の設備投資計画も見直しや先送り傾向が強く、総じて弱含み基調で推移しました。 

このような状況の下、当社独自のオリジナル機や客先別仕様機の提案営業を積極的に推進してまいり

ました。また、海外輸出におきましては積極的な販売活動展開をしてまいりました結果、期中におきま

しての成約高は増加しておりますが、客先への納入のずれ込む物件が発生していることから依然として

厳しい状況が続いております。 

売上高を主要区分別に示すと、製品は1,050百万円（形鋼加工機は535百万円、丸鋸加工機は194百万

円、金型は134百万円、その他は186百万円）、部品は194百万円、サービスは47百万円となりました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は1,292百万円(前年同期比1.3％減）、営業損失は

222百万円（前年同期は営業損失329百万円）、経常損失は208百万円（前年同期は経常損失307百万

円）、四半期純損失は215百万円（前年同期は四半期純損失305百万円）となりました。 

  

(総資産) 

当第３四半期連結会計期間末における総資産の残高は3,810百万円となり、前連結会計年度末に比べ

100百万円増加となりました。これは主に棚卸資産が118百万円増加、売上債権が59百万円増加したこ

と等によるものであります。 

(負債) 

当第３四半期連結会計期間末における負債の残高は2,623百万円となり、前連結会計年度末に比べ

311百万円増加となりました。これは主に借入金が252百万円増加したこと等によるものであります。 

(純資産) 

当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は1,186百万円となり、前連結会計年度末に比べ

211百万円減少となりました。これは主に利益剰余金が214百万円減少したことによるものでありま

す。 

  

平成23年１月13日発表の平成23年５月期の通期の連結業績予想を、修正しておりません。 

なお、平成23年３月11日に発生いたしました「東北地方太平洋沖地震」による業績への影響につきま

しては、開示すべき事項が生じた場合には速やかにお知らせいたします。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第３四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 棚卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実施棚卸を省略し、第２四半期連結会計

期間末の実施棚卸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。また、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、連結会計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 会計基準に関する事項の変更 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年

３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号

平成20年３月31日）を適用しております。  

なお、これによる影響はありません。 

  

② 表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書関係） 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づき財務諸 

表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用に伴い、当第 

３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失(△)」の科目を表示しております。 

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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１【四半期連結財務諸表】 
 (1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年2月28日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 263,543 282,478

受取手形及び売掛金 389,491 330,247

製品 572,175 507,600

原材料 304,288 264,948

仕掛品 64,106 49,681

その他 18,318 17,380

貸倒引当金 △167 △201

流動資産合計 1,611,757 1,452,136

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 821,178 862,464

土地 1,021,729 1,021,729

その他（純額） 120,609 140,668

有形固定資産合計 1,963,517 2,024,862

無形固定資産   

のれん 26,167 32,205

その他 43,251 44,357

無形固定資産合計 69,418 76,562

投資その他の資産   

その他 203,671 195,722

貸倒引当金 △38,227 △39,566

投資その他の資産合計 165,444 156,156

固定資産合計 2,198,380 2,257,581

資産合計 3,810,137 3,709,717

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 192,294 116,289

短期借入金 572,000 911,000

1年内返済予定の長期借入金 503,706 341,970

未払法人税等 8,315 10,764

賞与引当金 12,091 25,910

製品保証引当金 3,947 3,639

その他 131,970 120,813

流動負債合計 1,424,324 1,530,387

固定負債   

長期借入金 1,115,129 685,662

その他 83,716 95,459

固定負債合計 1,198,845 781,121
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年2月28日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年５月31日) 

負債合計 2,623,170 2,311,508

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,874,083 1,874,083

利益剰余金 △596,233 △381,683

自己株式 △86,736 △86,454

株主資本合計 1,191,113 1,405,945

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4,146 △7,736

評価・換算差額等合計 △4,146 △7,736

純資産合計 1,186,967 1,398,208

負債純資産合計 3,810,137 3,709,717
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 (2)【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21年６月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成23年２月28日) 

売上高 1,308,586 1,292,018

売上原価 1,101,463 1,026,324

売上総利益 207,122 265,694

販売費及び一般管理費 537,038 488,052

営業損失（△） △329,915 △222,358

営業外収益   

受取利息 546 328

受取配当金 785 945

仕入割引 6,625 6,169

受取賃貸料 6,594 1,980

助成金収入 39,757 36,906

その他 9,667 6,851

営業外収益合計 63,977 53,180

営業外費用   

支払利息 30,072 31,902

その他 11,079 7,607

営業外費用合計 41,151 39,509

経常損失（△） △307,089 △208,687

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2,804 1,373

製品保証引当金戻入額 1,511 －

投資有価証券売却益 － 15

特別利益合計 4,315 1,389

特別損失   

固定資産売却損 － 69

固定資産除却損 256 750

特別損失合計 256 820

税金等調整前四半期純損失（△） △303,030 △208,117

法人税、住民税及び事業税 7,020 6,989

法人税等還付税額 △4,639 －

法人税等合計 2,381 6,989

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △215,107

四半期純損失（△） △305,411 △215,107
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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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