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1.  平成26年3月期第2四半期の業績（平成25年4月1日～平成25年9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 ％

26年3月期第2四半期 3,344 16.5 417 66.5 433 61.2 272 50.3
25年3月期第2四半期 2,869 △2.1 250 △6.9 268 △4.9 181 38.2

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3月期第2四半期 23.65 ―
25年3月期第2四半期 15.73 ―

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

26年3月期第2四半期 6,683 3,979 59.5 345.14
25年3月期 6,064 3,754 61.9 325.68
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  3,979百万円 25年3月期  3,754百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

25年3月期 ― ― ― 5.00 5.00
26年3月期 ― 1.00
26年3月期（予想） ― 5.00 6.00

3. 平成26年 3月期の業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 5,700 8.6 500 28.0 530 26.0 320 29.5 27.76



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期2Q 14,000,000 株 25年3月期 14,000,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 2,470,885 株 25年3月期 2,470,885 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 11,529,115 株 25年3月期2Q 11,529,658 株

※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、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。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P２「１. 当四半期決算に関する定性的情報 （３）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。 
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（１）経営成績に関する説明 

  当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、新政権による「アベノミクス」への期待感から製造業を中心に企

業収益は改善し、個人消費も持ち直しの傾向にありますが、消費税率の引き上げや、海外では米国経済への不安、

新興国経済の減速懸念等、海外景気の下振れリスクにより依然として不透明な状況で推移しました。  

 当社におきましては、創業110周年を見据えた新中期経営計画「Ｏｆｆｅｎｓｉｖｅ１１０」の初年度であり、

次の10年に向け、より攻撃的に前進し、タカキタ独自の価値観による商品提案・社会貢献を目指して取組んでおり

ます。  

 このような情勢のもと、農機事業部におきましては、農業従事者の高齢化や後継者不足による農家戸数の減少と

いった構造的な問題はあるものの、国の畜産経営における生産性や飼料自給率の向上等を目指した畜産経営力向上

緊急支援リース事業の後押しもあり、高品質な飼料増産に対応した汎用型飼料収穫機やホールクロップ収穫機が売

上に寄与しました結果、売上高は前年同期比５億22百万円増加し30億15百万円（前年同期比21.0％増）となりまし

た。 

 一方、軸受事業部におきましては、風力発電用軸受の受注が減少しました結果、売上高は前年同期比47百万円減

少し３億28百万円（前年同期比12.7％減）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前年同期比４億74百万円増加し33億44百万円（前年同期比16.5％

増）となりました。 

 利益面におきましては、売上高が増加しました結果、営業利益は前年同期比１億66百万円増加し４億17百万円

（前年同期比66.5％増）、経常利益は前年同期比１億64百万円増加し４億33百万円（前年同期比61.2％増）、そし

て四半期純利益は前年同期比91百万円増加し２億72百万円（前年同期比50.3％増）となりました。  

  

（２）財政状態に関する説明 

 当第２四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ６億18百万円増加し、66億83百万円となりまし

た。これは主に受取手形及び売掛金が３億57百万円増加したことによるものであります。 

 当第２四半期会計期間末における負債合計は、前事業年度末に比べ３億94百万円増加し、27億４百万円となりま

した。これは主に支払手形及び買掛金が２億円増加したことによるものであります。   

  当第２四半期会計期間末における純資産は、前事業年度末に比べ２億24百万円増加し、39億79百万円となりまし

た。これは主に利益剰余金が２億15百万円増加したことによるものであります。 

   

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成26年３月期の業績予想につきましては、平成25年５月10日に発表いたしました通期の業績予想の数値を変更

しております。詳細につきましては、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。    

  

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  該当事項はありません。   

   

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  該当事項はありません。 

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 249,194 249,502

受取手形及び売掛金 1,070,344 1,427,919

商品及び製品 752,027 673,181

仕掛品 112,979 127,146

原材料及び貯蔵品 183,646 272,538

未収入金 1,007,195 1,189,172

その他 104,127 117,154

流動資産合計 3,479,514 4,056,615

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 546,075 530,529

機械及び装置（純額） 261,810 260,056

土地 593,664 593,664

建設仮勘定 － 15,000

その他（純額） 71,913 73,105

有形固定資産合計 1,473,464 1,472,356

無形固定資産 20,832 49,279

投資その他の資産   

投資有価証券 798,405 823,132

その他 292,855 282,532

貸倒引当金 △237 △237

投資その他の資産合計 1,091,022 1,105,428

固定資産合計 2,585,319 2,627,064

資産合計 6,064,834 6,683,679

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 537,813 738,651

短期借入金 591,679 699,012

未払法人税等 79,990 173,080

賞与引当金 96,823 112,715

その他 249,668 309,322

流動負債合計 1,555,976 2,032,782

固定負債   

長期借入金 163,284 73,278

退職給付引当金 571,942 579,736



（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25年９月30日) 

役員退職慰労引当金 7,690 7,690

その他 11,088 11,088

固定負債合計 754,005 671,792

負債合計 2,309,981 2,704,574

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,350,000 1,350,000

資本剰余金 825,877 825,877

利益剰余金 1,959,021 2,174,077

自己株式 △617,532 △617,532

株主資本合計 3,517,366 3,732,422

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 235,252 246,857

繰延ヘッジ損益 2,233 △175

評価・換算差額等合計 237,486 246,682

純資産合計 3,754,852 3,979,104

負債純資産合計 6,064,834 6,683,679



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 2,869,662 3,344,434

売上原価 1,964,555 2,256,030

売上総利益 905,106 1,088,403

販売費及び一般管理費 654,161 670,501

営業利益 250,945 417,901

営業外収益   

受取利息 198 169

受取配当金 7,830 10,135

不動産賃貸料 13,053 12,566

その他 5,559 1,147

営業外収益合計 26,642 24,018

営業外費用   

支払利息 4,518 3,510

不動産賃貸原価 2,512 2,369

その他 1,658 2,605

営業外費用合計 8,689 8,485

経常利益 268,898 433,434

特別利益   

固定資産売却益 9 625

特別利益合計 9 625

特別損失   

固定資産廃棄損 211 151

特別損失合計 211 151

税引前四半期純利益 268,696 433,909

法人税、住民税及び事業税 82,700 168,852

法人税等調整額 4,579 △7,644

法人税等合計 87,280 161,207

四半期純利益 181,416 272,701



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 268,696 433,909

減価償却費 71,788 76,582

退職給付引当金の増減額（△は減少） △8,399 7,793

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △42,900 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 6,203 15,891

受取利息及び受取配当金 △8,029 △10,305

支払利息 4,518 3,510

有形固定資産廃棄損 211 151

有形固定資産売却損益（△は益） △9 △625

売上債権の増減額（△は増加） △104,269 △545,290

たな卸資産の増減額（△は増加） △50,830 △24,213

仕入債務の増減額（△は減少） 142,872 193,119

未払消費税等の増減額（△は減少） △15,609 16,429

その他 △25,777 △26,368

小計 238,465 140,584

利息及び配当金の受取額 8,023 10,301

利息の支払額 △4,514 △3,547

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △103,828 △75,799

営業活動によるキャッシュ・フロー 138,145 71,537

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △76,575 △45,183

有形固定資産の売却による収入 10 714

無形固定資産の取得による支出 △9,906 －

投資不動産の賃貸による収入 12,933 12,446

貸付金の回収による収入 919 944

その他 － △134

投資活動によるキャッシュ・フロー △72,618 △31,213

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 50,000 109,000

長期借入金の返済による支出 △90,006 △91,673

自己株式の取得による支出 △15 －

配当金の支払額 △86,168 △57,344

財務活動によるキャッシュ・フロー △126,189 △40,017

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △60,661 307

現金及び現金同等物の期首残高 333,424 239,194

現金及び現金同等物の四半期末残高 272,762 239,502



 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

（４）四半期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）
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