
                                     
平成 23 年 7 月 19 日 

各    位   

会 社 名  タケダ機械株式会社 

代 表 者  代表取締役社長   伊藤 勝信 

（JASDAQ コード番号 6150） 

問合せ先 常務取締役管理部長 池田 千尋 

（TEL． 0761－58－8231） 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成23年5月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

 

平成23年7月15日付で公表いたしました「平成23年5月期決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載内容の一部に 

訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、訂正箇所には下線を付しております。 

 

記 

【訂正箇所】 

１．サマリー情報 

（参考）個別業績の概要 

 

（訂正前） 

１．平成 23年 5月期の個別業績（平成 22年 6月 1日～平成 23年 5月 31日） 

(2)個別財政状態 

 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 

 23年 5月期 3,410 1,429 41.9  140.65 

 22年 5月期 3,165 1,617 51.1  159.10 

 

（訂正後） 

１．平成 23年 5月期の個別業績（平成 22年 6月 1日～平成 23年 5月 31日） 

(2)個別財政状態 

 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 

 23年 5月期 3,340 1,429 42.8  140.65 

 22年 5月期 3,165 1,617 51.1  159.10 

 

２．(添付資料 31 ページ) 

       表 示 区 分 

（訂正前）５．個別財務諸表 

      (3)株主資本等変動計算書 

     その他資本剰余金 

（訂正後）５．個別財務諸表 

      (3)株主資本等変動計算書 

     その他利益剰余金 

      繰越利益剰余金 

 

                                              以上 

 

 



（訂正前） 

（３）株主資本等変動計算書 

(単位：千円) 

     前事業年度 
(自 平成 21年６月１日 

 至 平成 22年５月 31日) 

当事業年度 
(自 平成 22年６月１日 

 至 平成 23年５月 31日) 

株主資本   
 資本金   
  前期末残高 1,874,083 1,874,083 
  当期変動額   
   当期変動額合計 － － 
  当期末残高 1,874,083 1,874,083 

 利益剰余金   
  利益準備金   
   前期末残高 10,174 10,174 
   当期変動額   
    当期変動額合計 － － 
   当期末残高 10,174 10,174 

  その他資本剰余金   
   前期末残高 50,298 △254,123 
   当期変動額   
    当期純損失（△） △304,422 △185,604 
    当期変動額合計 △304,422 △185,604 

   当期末残高 △254,123 △439,728 

 自己株式   
  前期末残高 △4,118 △4,203 
  当期変動額   
   自己株式の取得 △84 △145 
   当期変動額合計 △84 △145 

  当期末残高 △4,203 △4,349 

 株主資本合計   
  前期末残高 1,930,438 1,625,930 
  当期変動額   
   自己株式の取得 △84 △145 
   当期純損失（△） △304,422 △185,604 
   当期変動額合計 △304,507 △185,750 

  当期末残高 1,625,930 1,440,180 

評価・換算差額等   
 その他有価証券評価差額金   
  前期末残高 △11,515 △8,201 
  当期変動額   
   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,313 △2,165 
   当期変動額合計 3,313 △2,165 

  当期末残高 △8,201 △10,367 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（修正後） 

（３）株主資本等変動計算書 

(単位：千円) 

     前事業年度 
(自 平成 21年６月１日 

 至 平成 22年５月 31日) 

当事業年度 
(自 平成 22年６月１日 

 至 平成 23年５月 31日) 

株主資本   
 資本金   
  前期末残高 1,874,083 1,874,083 
  当期変動額   
   当期変動額合計 － － 
  当期末残高 1,874,083 1,874,083 

 利益剰余金   
  利益準備金   
   前期末残高 10,174 10,174 
   当期変動額   
    当期変動額合計 － － 
   当期末残高 10,174 10,174 

 その他利益剰余金   
  繰越利益剰余金   
   前期末残高 50,298 △254,123 
   当期変動額   
    当期純損失（△） △304,422 △185,604 
    当期変動額合計 △304,422 △185,604 

   当期末残高 △254,123 △439,728 

 自己株式   
  前期末残高 △4,118 △4,203 
  当期変動額   
   自己株式の取得 △84 △145 
   当期変動額合計 △84 △145 

  当期末残高 △4,203 △4,349 

 株主資本合計   
  前期末残高 1,930,438 1,625,930 
  当期変動額   
   自己株式の取得 △84 △145 
   当期純損失（△） △304,422 △185,604 
   当期変動額合計 △304,507 △185,750 

  当期末残高 1,625,930 1,440,180 

評価・換算差額等   
 その他有価証券評価差額金   
  前期末残高 △11,515 △8,201 
  当期変動額   
   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,313 △2,165 
   当期変動額合計 3,313 △2,165 

  当期末残高 △8,201 △10,367 

       

 

 

                                            

 

 


