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１． 18 年 3 月期の連結業績（平成 17 年 4月 1 日～平成 18 年 3 月 31 日）  （記載金額は百万円未満切捨） 
(1)連結経営成績 
 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 
18 年 3 月期 
17 年 3 月期 

94,339 
103,720 

△9.0 
9.0 

△3,912 
1,262 

   － 
  － 

△2,801 
1,777 

－ 
333.2 

 

 当期純利益 
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       

株主資本当

期純利益率

総 資 本 

経常利益率 

売 上 高

経常利益率

 百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％ 
18 年 3 月期 
17 年 3 月期 

△1,484 
267 

－ 
－ 

  △17 69 
     2 57 

   － 
   － 

△2.1 
0.4 

△2.0 
1.3 

△3.0 
1.7 

(注) ①持分法投資損益 18年3月期 349百万円 17年3月期 432百万円  
 ②期中平均株式数(連結) 18年3月期 83,888,332株 17年3月期 84,763,488株  
 ③会計処理の方法の変更    有 
 ④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 
 
(2)連結財政状態 

 総 資 産      株 主 資 本 株主資本比率 １株当たり株主資本

 百万円 百万円 ％ 円  銭 
18 年 3 月期 
17 年 3 月期 

140,492 
132,955 

72,704 
70,942 

51.7 
53.3 

      868 03 
      843 34 

(注) 期末発行済株式数(連結)  18 年 3 月期   83,757,698 株   17 年 3 月期  84,061,643 株 
 
(3)連結キャッシュ･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          

 百万円 百万円 百万円 百万円 
18 年 3 月期 
17 年 3 月期 

△14,172 
△6,051 

△264 
△2,479 

△1,433 
△6,479 

27,647 
41,756 

 
(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数  15 社   持分法適用非連結子会社数  0 社   持分法適用関連会社数  5 社 
 
(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規)  3 社 (除外)  1 社    持分法 (新規)  0 社 (除外)  0 社 
 
２．19 年 3 月期の連結業績予想（平成 18 年 4月 1 日～平成 19 年 3 月 31 日） 

 売 上 高 経 常 利 益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 
中 間 期 
通    期 

38,000 
110,000 

△3,300 
△900 

△2,000 
△500 

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）  △5円 97 銭  

※上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績
は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 

 



 

添 付 資 料 

   

１. 企業集団の状況 

 

当社の企業グループは、当社、子会社34社及び関連会社14社により構成され、主な事業内容と各社の当該 

事業における位置付けは次のとおりであります。 
 

事業区分 主 要 製 品 事 業 内 容 事 業 会 社 

製造（含据付工事） ㈱タクマ 
㈱日本サーモエナー 
セントラルコンベヤー㈱ 
㈱ダン・タクマ、その他１社 

エンジニアリング ㈱タクマ 
タクマ・エンジニアリング㈱ 
KAB Takuma GmbH 
Bioener ApS、その他１社 

部品供給 正熊機械股ｲ分有限公司 
下関三和エンジニアリング㈱ 

据付工事 ㈱タクマテクノス 
臺田環工股ｲ分有限公司 
㈱サンプラント 
田熊プラント㈱ 
協立設備㈱、その他11社 

産業機械 水管ボイラ 
産業廃棄物処理プラント 
廃家電リサイクルプラント 
炉筒煙管ボイラ 
熱媒体油ボイラ 
コージェネレーションシステム
多管式貫流ボイラ 
真空式給湯暖房温水機 
含浸装置 
マイクロタービン 
コンベヤー 
空調設備 

販売 ㈱タクマ 
㈱日本サーモエナー 
SIAM TAKUMA CO.,Ltd. 
KAB Takuma GmbH、その他２社 

製造（含据付工事） ㈱タクマ 

エンジニアリング ㈱タクマ 
タクマ・エンジニアリング㈱ 
タクマシステムコントロール㈱ 
KAB Takuma GmbH、その他３社 

部品供給 下関三和エンジニアリング㈱ 

据付工事 ㈱タクマテクノス 
臺田環工股ｲ分有限公司 
㈱サンプラント 
田熊プラント㈱ 
協立設備㈱、その他１社 

環境設備 ごみ焼却プラント 
熱分解ガス化溶融プラント 
資源化回収プラント 
下水処理プラント 
汚泥焼却プラント 
汚泥再生（し尿）処理プラント

販売 ㈱タクマ 
KAB Takuma GmbH 

運転管理 環境設備の運転及び維持管理  ㈱タクマテクノス 
㈱北海道サニタリー・メンテナンス 
㈱タクマテクノス北海道 

不動産 不動産の賃貸及び管理  ㈱タクマ 
㈱タクマテクノス 

 上記の他、㈱カツタ他12社が一般及び産業廃棄物処理業を、㈱アイメットが人材派遣業を行っております。 

 

（ 以上で述べた事項を事業系統図によって示すと、次頁のとおりであります。 
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㈱ カ ツ タ  

㈱ ミ ダ ック ふじ の 宮  

カンポリサイクルプラザ㈱ 

栃木ハイトラスト ㈱  

㈱アール・ビー・エヌ 
エンジニアリング 

KAB Takuma GmbH 

 （ドイツ） 

SIAM TAKUMA Co.,Ltd. 

 （タイ） 

Bioener ApS 

 （デンマーク） 

エンジニアリング・販売 

㈱タクマテクノス 

顧    客

 
 
 

 

 

 

連 結 会 社 
工 事 施 工
設  計  

 

持分法適用 持分法非適用 

関連会社 
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部 品 供 給
部 品 供 給
㈱タクマテクノス北海道 

㈱北海道サニタリー・ 

 メンテナンス 
㈱サンプラント 

田熊プラント㈱ 

協立設備㈱ 

臺田環工股ｲ分有限公司 

 (台湾) 
タクマ・ 

 エンジニアリング㈱ 

タクマシステム 

 コントロール㈱ 
関

下関三和 
 エンジニアリング㈱ 
正熊機械股ｲ分有限公司 
 (台湾) 
セントラルコンベヤー㈱

㈱ ダ ン ・タ クマ  
㈱ 日 本 サー モエ ナ ー
連会社 



 

２. 経営方針及び業績等の概要 

〔経営の基本方針〕 

 当社グループは、世の中が必要とするもの、世の中に価値があると認められるものを生み出すことにより、

企業としての価値を見出し、それを高め、長期的な発展を通じて、すべてのステークホルダーの満足をめざ

すことを経営理念としております。 

 この経営理念のもと、リニューアブルエネルギー（再生可能エネルギー）と環境保全の分野でのリーディ

ングカンパニーとして日本社会で必須の存在であること、民生熱エネルギーの分野でトップ企業になること、

海外事業を国内に匹敵する事業規模に拡大すること、の３つを中長期的な企業ビジョンとして掲げ、その実

現を目指して事業活動を展開しております。また、これらのビジョンは当社単独ではなく当社グループ全体

の力を集結することにより、その成果を実現できるものと考えており、連結決算における収益の最大化と企

業収益の増大を経営の基本方針といたしております。 
 
〔利益配分に関する基本方針〕 

 当社は、激化する市場への競争力を確保するため、企業体質の強化を図りつつ、安定した配当の維持に努

めたいと考えております。 

 内部留保資金につきましては、新商品の研究開発への投資、中核事業への投資及び事業再編への投資等に

充当していきたいと考えております。 
 
〔投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等〕 

 株式投資単位の引き下げにつきましては、投資家の皆様により投資しやすい環境を整えることで当社株式

の流動性を高め、多くの投資家の参加を促し、株式市場を活性化させる有用な施策であると認識しておりま

すが、現状における当社株式の日々の取引高等から見て、株式の流動性は十分に確保されていると認識して

おります。 

 今後も、当社株価の推移や市場の動向等を総合的に勘案し、投資単位の引き下げについて検討を行ってま

いります。 
 
〔中長期的な会社の経営戦略〕 

 当社ならびに当社グループ各社は平成17年度で終了した３カ年中期経営計画に基づいて「知識集約型企業

へ向けてのコーポレートガバナンスの再構築」、「身軽な経営体質への変革」、「市場ポジションの確立」

の３つの視点から、市場変化に適合するための事業構造改革および収益力強化に取り組んでまいりました。

その施策の一環として、意思決定の迅速化および経営責任と執行責任の所在の明確化を目的とした執行役員

制度の導入、工場規模の適正化等をはじめとする全社固定経費の抜本的な見直し、また各事業分野で市場ポ

ジションを確立するための事業基盤整備等を実施いたしました。しかしながら、価格競争の激化や、鋼材価

格の高騰とそれに起因する各種資材機器の価格上昇などの予想を上回る事業環境の悪化等に必ずしも十分に

対応することができず、３カ年合計では連結受注額、連結売上額、連結経常利益のいずれの面においても厳

しい結果となりました。今後もこのような厳しい事業環境は継続すると予想されます。 

 当社ならびに当社グループは、このような事業環境にあっても、安定的な黒字を確保するため、さらには

長期的な発展のため、グループ全体の構造改革、収益力強化をより一層強力に推し進めなければならないと

の認識のもと、平成18年度を初年度とする３カ年中期経営計画をスタートさせました。本中計では、 

①タクマグループが持つコアコンピテンシーを最大限に引き出し、グループの全体最適化と連結ベースでの 
  利益の最大化の追求をより一層強化する｢グループ経営｣を推進すること 
②経営資源の「選択と集中」をより一層強力に推進すること 
を基本戦略とし、この二点を切り口に、 

① コンプライアンス（法令遵守）の徹底、リスクマネジメントの強化および内部統制、環境経営の

充実を図る｢コンプライアンスとCSR経営の推進｣ 
② 企業の基盤となる人・物・金・技術を見直し、それらの経営資源を最大限に活用することで事業

発展のための基礎的な力を強化する「企業力の強化」 
③ 事業環境の変化に対応し競争優位を獲得するためのコスト競争力の強化やＶＦＭ（Value For M

oney）最大化の追求、民需、海外事業、ソリューションビジネスの拡大などをテーマとする「最

適事業戦略の策定と実施」 
の三点を重点課題として具体的な諸施策を実行していくこととし、平成18年度～平成20年度の３カ年合計

連結数値として受注額4,800億円、売上額4,200億円、経常利益額100億円を目指してまいります。 の
 
〔親会社等に関する事項〕 

 当社は親会社等を有していないため、当項目に記載すべき事項はありません。 
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〔経営成績〕 

(1) 当期の概況 

 当連結会計年度のわが国経済は、企業収益の改善に伴う設備投資の増加や雇用・所得環境の改善による個

人消費の拡大等、緩やかな回復基調で推移いたしました。 

 このような経営環境の下、当社グループは海外事業への積極的展開や産業廃棄物処理施設の計画から運営

管理までの事業化支援を行う案件、公共インフラ整備に関して公共投資のみに頼らない手法のソリューショ

ン提供型の案件に積極的な営業施策を展開いたしました結果、当連結会計年度受注高は、135,838百万円と

前連結会計年度に比べ46,820百万円（＋52.6%）の増となりましたが、売上高は94,339百万円と前連結会計

年度に比べて9,380百万円（△9.0%）の減となりました。損益面におきましては、当社グループを挙げて経

費節減と原価低減に努めましたが、価格競争の激化など極めて厳しい経営環境下であったため、遺憾ながら、

2,801百万円の経常損失となりました。また、固定資産売却益3,255百万円を特別利益として計上したものの、

タイ南部のバイオマス発電プラントにおいて納入地域の治安の悪化によるテロ対策費などの発生に加え、資

材品や工事に追加費用が発生したことにより、受注工事損失引当金1,641百万円を特別損失として計上した

ため、当期純損失として1,484百万円を計上するのやむなきにいたりました。 
 
 事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

  ①産業機械事業 

   産業機械部門におきましては、株式会社日本サーモエナーが温水ヒーター・貫流ボイラなどの製造か 

   ら販売・メンテナンスまでを一貫して行うことで、顧客のニーズにより柔軟に応え、満足を得られる 

   販売体制を強化する営業を展開してまいりました。また、ガスタービンコージェネレーションプラン 

   ト、リニューアブルエネルギーの有効利用としての木質バイオマス発電プラントや廃棄物のサーマル 

   リサイクルプラント等を中心に事業活動を展開した結果、受注高は56,255百万円と前連結会計年度に 

   比べ6,603百万円（＋13.3%）の増となりましたが、連結会計年度末に受注が集中したことなどから売 

   上高は46,589百万円と前連結会計年度に比べ2,317百万円(△4.7%)の減となりました。この結果、営 

   業損失1,646百万円の計上となりました。 
 
  ②環境設備事業 

   環境設備部門におきましては、ごみ処理プラントでは、日本の焼却炉メーカーとしては欧州初となる 

   英国での都市ごみ焼却プラントの受注に加え、国内向けごみ焼却プラントなどを受注しました。 

   また、水処理プラントでは、当社の国内第一号機となる循環流動層式下水汚泥焼却炉の他、水処理設 

   備や下水高度処理砂ろ過設備を受注した結果、受注高は70,617百万円と前連結会計年度に比べ 

   39,977百万円（＋130.5%）の増となりましたが、期首受注残高が低水準であったことなどから売上高 

   は38,790百万円と前連結会計年度に比べ7,289百万円（△15.8%）の減となりました。この結果、営業 

   損失1,104百万円の計上となりました。 
 
  ③運転管理事業 

   売上高は9,450百万円と前連結会計年度に比べ、61百万円（＋0.7％）の増となりましたが、営業利益 

   は834百万円と前連結会計年度に比べ、28百万円（△3.3％）の減となりました。 
 
  ④不動産事業 

   売上高は334百万円と前連結会計年度に比べ、31百万円（△8.5％）の減となり、営業利益は158百万 

   円と前連結会計年度に比べ、21百万円（△11.8％）の減となりました。 
 
 なお、持分法適用としている５社は一般及び産業廃棄物処理業を行っており、当連結会計年度における売

上高合計は7,899百万円と前連結会計年度に比べ66百万円（△0.8％）の減、当期純利益合計は643百万円と

前連結会計年度に比べ1百万円（△0.2％）の減となっております。 
 

(2) キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は27,647百万円と、前連結会計年度末に比べ14,108百万円

の減少となりました。なお、当連結会計年度より海外の3社を新規連結したことにより現金及び現金同等物

が、1,710百万円増加しております。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは△14,172百万円と、前連結会計年度に比べ8,120百万円の減少とな

りました。 

 これは主に、前連結会計年度に比べ、たな卸資産の増加額が4,280百万円となり、法人税等の支払額が 

2,274百万円増加したこと及び税金等調整前当期純損失が2,085百万円増加したこと等によるものであります。 
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（投資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・フローは△264百万円と、前連結会計年度に比べ2,215百万円の増加となりま

した。 

 これは主に、前連結会計年度に比べ、定期預金の純増加額が1,782百万円の増加となったものの、有形固

定資産の売却による収入が3,152百万円増加したことに加え、貸付による支出が855百万円減少したこと等に

よるものであります。 
 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは△1,433百万円と、前連結会計年度に比べ5,046百万円の増加となり

ました。 

 これは主に、前連結会計年度に比べ、短期借入金の純減少額が4,105百万円減少したこと等によるもので

あります。 
 

なお、キャッシュ・フロー等に関する主要指標の推移は下記のとおりです。  

 平成15年 

３月期 

平成16年 

３月期 

平成17年 

３月期 

平成18年 

３月期 

株主資本比率（％） 43.8 51.7 53.3 51.7 

時価ベースの 

株主資本比率（％） 
33.4 49.8 56.3 56.9 

債務償還年数（年） 0.5 ― ― ― 

インタレスト・カバレッジ・ 

レシオ 
162.8 ― ― ― 

（注）株主資本比率：株主資本／総資産 

   時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産 

   債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

   インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 
※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 
※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により算出しており

ます。 
※営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フロ

ーを使用しております。有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支
払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フ
ロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

※平成16年３月期、平成17年３月期及び平成18年３月期の債務償還年数、インタレスト・カバレ
ッジ・レシオについては、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスのため、記載してお
りません。 

 

(3) 次期の見通し 

 国内経済は設備投資が上向く等、緩やかながらも着実にデフレ克服に向かっているものの、原油価格の高

騰による価格の上昇が懸念される等、先行き不透明なまま推移することが予想されます。当社グループの事

業領域である｢環境｣と｢エネルギー｣の分野においても価格競争の激化や公共投資の削減、あるいは市場構造

の変化により依然厳しい状況が続くものと予想されます。 

 このような状況の中、当社グループは収益の拡大・安定を目指し、多様な顧客ニーズに応えることができ

るよう、グループが持つコアコンピテンシーを最大限に発揮し、民需・海外事業の拡大と、ソリューション

ビジネスや合弁事業等の新たな事業スキームの構築を推進すると共に競争優位を獲得するためのコスト競争

力の強化に努めてまいります。 

 次期の当社グループの業績につきましては、売上高は110,000百万円と当連結会計年度に比べ15,661百万

円（＋16.6％）の増となるものの、過去の不採算物件が進捗することなどから経常損失は900百万円となり、

当期純損失は500百万円となる見通しであります。 

 上記の業績見通しには、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画にもとづく予測が含まれ

ております。したがって、実際の業績は、今後様々な要因によって予測数値と異なる結果となる可能性があ

ります。 

 

-連結  5 - 



 
(4) 事業等のリスク 

 当社グループは、事業等のリスクに対し、組織的・体系的に対処することとしておりますが、現在、当社

グループの経営成績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあり、投資

家の判断に影響を及ぼす可能性がある事項と考えております。 

 

・経済の動向等 

当社グループの経営成績及び財務状況は、公共投資や民間設備投資の動向、新規参入企業の増加等による

価格競争や市場の構造変化、原材料等価格の変動、株式市況等の影響を受ける可能性があります。 
 

・カントリーリスク 

事業の積極的な海外展開に伴い、各国の経済状況や為替変動だけでなく、各地域におけるテロ、戦争、自

然災害、感染症等の不可抗力により影響を受ける可能性があります。 
 

・安全、品質 

当社グループの製品の製造、据付工事、運転管理、その後の運用における、人為的ミスや製品の欠陥等に

よる事故や災害により、当社グループの経営成績、財務状況及び社会的評価等に影響を受ける可能性があ

ります。また、特に新技術を導入しているプラント等で、予期せぬ不具合等が発生し、当初見込んでいた

以上のコスト増となる等により影響を受ける可能性があります。 
 

・知的財産権 

当社グループが保有もしくは取得している特許及び商標等の知的財産を保護できないこと、あるいは、違

法に侵害されることによって、また逆に、当社グループが他者の知的財産権侵害を回避する場合等により、

当社グループの事業活動に影響を及ぼす可能性があります。 
 

・訴訟事件等 

平成11年8月に、当社を含む5社はごみ焼却施設に関し独占禁止法違反の疑いで公正取引委員会より勧告を

受けましたが、これを不応諾とし、現在、審判中であります。これに関連した住民訴訟4件が係属中であ

り、このうち福岡市発注のごみ焼却炉建設工事の入札に係る住民訴訟に関し、平成18年4月25日に当社を

含む5社に対し連帯して2,088百万円を同市に支払うよう命ずる判決がありましたが、当社はこれに対し控

訴しております。また、当社を含む11社は汚泥処理施設・し尿処理施設工事に関し、独占禁止法違反の疑

いで公正取引委員会の立入検査を受け、大阪府阪南市汚泥処理施設工事については、競売入札妨害被疑事

件に関連し大阪地方検察庁の捜索を受けました。これらの動向次第では、様々な形で経営成績に影響を及

ぼす可能性があります。 
 

・その他の要因 

 当社グループが事業遂行する限りにおいて、政府等による規制、仕入先の供給体制、国内外での人材確保、 

 重要人材の喪失等の影響を受け、場合によっては当社グループの経営成績及び財務状況に様々な影響を及 

 ぼす可能性があります。 
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３. 連結財務諸表等 

連結貸借対照表 

区分
注記

番号

構成比

(％)

構成比

(％)

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

　１　現金及び預金 ※１ 44,531 31,188 △13,342

　２　受取手形及び売掛金 ※１,５ 34,448 42,667 8,219

　３　有価証券 44 31 △13

　４　たな卸資産 7,736 10,752 3,015

　５　繰延税金資産 4,254 4,802 548

　６　前渡金 755 1,341 585

　７　前払費用 150 212 61

　８　未収法人税等 ― 131 131

　９　未収消費税等 73 433 360

　10　その他 1,372 1,383 11

　　　貸倒引当金 △783 △101 681

　　　流動資産合計 92,583 69.6 92,843 66.1 260

Ⅱ　固定資産

　１　有形固定資産 ※２

　(1) 建物及び構築物 ※１ 3,943 3,775 △167

　(2) 機械装置及び運搬具 1,598 1,518 △80

　(3) 土地 ※１,６ 3,306 3,393 86

　(4) 建設仮勘定 1 ― △1

　(5) その他 383 375 △7

　　　有形固定資産合計 9,233 7.0 9,063 6.5 △170

　２　無形固定資産

　(1) 連結調整勘定 1,788 1,536 △252

　(2) その他 774 1,445 671

　　　無形固定資産合計 2,562 1.9 2,981 2.1 418

　３　投資その他の資産

　(1) 投資有価証券 ※３ 21,198 29,335 8,137

　(2) 出資金 ※３ 1,898 185 △1,713

　(3) 長期貸付金 2,459 3,179 719

　(4) 繰延税金資産 1,139 1,294 154

　(5) その他 2,316 2,238 △78

　　　貸倒引当金 △437 △630 △193

　　　投資その他の資産合計 28,576 21.5 35,603 25.3 7,027

　　　固定資産合計 40,372 30.4 47,648 33.9 7,275

資産合計 132,955 100.0 140,492 100.0 7,536

前連結会計年度
(平成17年３月31日)

金額(百万円)

当連結会計年度
(平成18年３月31日)

金額(百万円)

増減金額
(百万円)
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区分
注記
番号

構成比
(％)

構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ　流動負債

　１　支払手形及び買掛金 36,542 37,220 678

　２　短期借入金 ※１ 3,053 2,914 △138

　３　未払費用 706 686 △19

　４　未払法人税等 956 527 △429

　５　未払消費税等 187 169 △17

　６　前受金 2,651 6,375 3,723

　７　賞与引当金 1,814 1,830 16

　８　製品保証等引当金 396 216 △180

　９　受注工事損失引当金 2,690 2,334 △356

　10　設備関係支払手形 64 47 △16

　11　その他 1,328 1,771 442

　　　流動負債合計 50,393 37.9  54,095 38.5  3,702

Ⅱ　固定負債

　１　長期借入金 ※１ 314 122 △191

　２　繰延税金負債 355 3,288 2,932

　３　退職給付引当金 6,304 5,817 △487

　４　役員退職給与引当金 525 533 8

　５　再評価に係る繰延税金負債 ※６ 278 278 ―

　６　その他 ― 4 4

　　　固定負債合計 7,779 5.9 10,045 7.2 2,265

　　　負債合計 58,172 43.8 64,140 45.7 5,967

(少数株主持分)

　　少数株主持分 ※６ 3,840 2.9 3,646 2.6 △193

(資本の部)
Ⅰ　資本金 13,367 10.1 13,367 9.5 ―

Ⅱ　資本剰余金 12,407 9.3 12,409 8.8 1

Ⅲ　利益剰余金 43,868 33.0 41,320 29.4 △2,548

Ⅳ　土地再評価差額金 ※６ 159 0.1 270 0.2 110

Ⅴ　その他有価証券評価差額金 3,760 2.8 8,118 5.8 4,358

Ⅵ　為替換算調整勘定 △25 △0.0 53 0.0 78

Ⅶ　自己株式 ※７ △2,596 △2.0 △2,834 △2.0 △238

　　　資本合計 70,942 53.3 72,704 51.7  1,762

　　　負債、少数株主持分及び資本合計 132,955 100.0 140,492 100.0 7,536

金額(百万円) 金額(百万円)

前連結会計年度
(平成17年３月31日)

当連結会計年度
(平成18年３月31日) 増減金額

(百万円)
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連結損益計算書 

区分
注記
番号

百分比
(％)

百分比
(％)

Ⅰ　売上高 103,720 100.0 94,339 100.0 △9,380
Ⅱ　売上原価 ※１ 84,584 81.6 79,527 84.3 △5,057
　　　売上総利益 19,135 18.4 14,811 15.7 △4,323
Ⅲ　販売費及び一般管理費
　１　貸倒引当金繰入額 23 6
　２　給料手当 5,908 6,058
　３　福利厚生費 1,246 1,285
　４　賞与引当金繰入額 892 798
　５　退職給付引当金繰入額 642 508
　６　役員退職給与引当金繰入額 126 130
　７　手数料 1,278 1,639
　８　旅費交通費 1,280 1,357
　９　減価償却費 432 491
　10　連結調整勘定償却額 229 414
　11　賃借料 1,124 1,173
　12　租税課金 318 301
　13　研究開発費 ※１ 1,296 1,221
　14　その他 3,073 17,873 17.2 3,336 18,723 19.8 850
　　　営業利益
　　 (又は営業損失(△))

1,262 1.2 △3,912 △4.1 △5,174

Ⅳ　営業外収益
　１　受取利息 47 118
　２　受取配当金 247 308
　３　持分法による投資利益 432 349
　４　技術供与料 262 269
　５　保険金収入 17 6
　６　その他 328 1,336 1.3 473 1,525 1.6 189
Ⅴ　営業外費用
　１　支払利息 56 32
　２　貸倒引当金繰入額 329 295
　３　たな卸資産処分損 111 18
　４　前払金保証料 12 16
　５　たな卸資産評価損 219 ―
　６　その他 92 821 0.8 52 414 0.5 △406
　　　経常利益
　　 (又は経常損失(△))

1,777 1.7 △2,801 △3.0 △4,578

増減金額
(百万円)

金額(百万円) 金額(百万円)

前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)
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区分
注記
番号

百分比
(％)

百分比
(％)

Ⅵ　特別利益
　１　固定資産売却益 ※２ 115 3,255
　２　投資有価証券売却益 1,854 264
　３　持分変動利益 ― 176
　４　貸倒引当金戻入額 73 28
　５　その他 2 2,046 2.0 5 3,729 4.0 1,683
Ⅶ　特別損失
　１　受注工事損失引当金繰入額 2,579 1,641
　２　関係会社株式評価損 ― 173
　３　訴訟和解金 ― 100
　４　固定資産処分損 ※３ 62 74
　５　貸倒引当金繰入額 3 2
　６　投資有価証券評価損 9 1
　７　ゴルフ会員権評価損 8 ―
　８　特別退職金 134 ―
　９　その他 11 2,809 2.7 7 2,001 2.1 △808
　　　税金等調整前当期純利益
　　 (又は税金等調整前
      当期純損失(△))

1,013 1.0 △1,072 △1.1 △2,085

　　　法人税、住民税及び事業税 1,315 1,108
　　　法人税等調整額 △934 380 0.4 △678 430 0.5 49
　　　少数株主利益 365 0.4 ― ― △365
　　　少数株主損失 ― ― 17 0.0 17
　　　当期純利益
     (又は当期純損失(△))

267 0.2 △1,484 △1.6 △1,752

前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

増減金額
(百万円)

金額(百万円) 金額(百万円)

 

-連結  10 - 



 

連結剰余金計算書 

 

 

注記
番号

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 12,407 12,407 ―

Ⅱ　資本剰余金増加高

　  　自己株式処分差益 ― ― 1 1

Ⅲ　資本剰余金減少高 ― ― ―

Ⅳ　資本剰余金期末残高 12,407 12,409 1

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 44,478 43,868 △610

Ⅱ　利益剰余金増加高

　１　当期純利益 267 ―

　２　持分法適用会社増加に
　　　伴う増加高

2 270 ― ― △

Ⅲ　利益剰余金減少高

　１　当期純損失 ― 1,484

　２　配当金 842 831

　３　連結子会社増加に伴う減少高 ― 202

　４　役員賞与 38 30

     （うち監査役分） ( 2 ) ( 1 )

Ⅳ　利益剰余金期末残高 43,868 41,320 △2,548

881 2,548

前連結会計年度
(自　平成16年４月１日

  至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日

  至　平成18年３月31日)
増減金額
(百万円)

金額(百万円) 金額(百万円)

1,667

1

270
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連結キャッシュ・フロー計算書 

区分
注記
番号

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー
　１　税金等調整前当期純利益（損失：△） 1,013 △1,072 △2,085
　２　減価償却費 990 1,100 110
　３　連結調整勘定償却額 229 414 184
　４　投資有価証券売却益 △1,854 △264 1,589
　５　投資有価証券評価損 9 1 △8
　６　関係会社株式評価損 ― 173 173
　７　固定資産売却益 △115 △3,255 △3,139
　８　固定資産処分損 62 74 12
　９　ゴルフ会員権評価損 8 ― △8
　10　訴訟和解金 ― 100 100
　10　特別退職金 134 ― △134
　11　貸倒引当金の増減額（減少：△） 166 △274 △441
　12　賞与引当金の増減額（減少：△） △102 16 118
　13　受注工事損失引当金の増減額（減少：△） 2,035 △356 △2,391
　14　退職負債の増減額（減少：△） △498 △479 18
　15　受取利息及び受取配当金 △295 △426 △131
　16　支払利息 56 32 △23
　17　持分法による投資利益 △432 △349 82
　17　持分変動利益 ― △176 △176
　18　売上債権等の増減額（増加：△） △8,236 △4,472 3,763
　19　たな卸資産の増減額（増加：△） 1,264 △3,015 △4,280
　20　未収消費税等の増減額（増加：△） 1,360 △356 △1,717
　21　その他の流動資産の増減額（増加：△） △93 △236 △143
　22　仕入債務等の増減額（減少：△） △2,446 76 2,522
　23　未払消費税等の増減額（減少：△） 111 △18 △130
　24　その他の流動負債の増減額（減少：△） △188 △249 △61
　25　役員賞与の支払額 △55 △45 10
　26　その他 119 253 133
　　　　小計 △6,755 △12,807 △6,052
　27　利息及び配当金の受取額 344 495 150
　28　利息の支払額 △54 △33 21
　29　法人税等の支払額 547 △1,726 △2,274
　30　訴訟和解金の支払額 ― △100 △100
　31　特別退職金の支払額 △134 ― 134
　　　営業活動によるキャッシュ・フロー △6,051 △14,172 △8,120
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー
　１　定期預金の純増減額（増加：△） 1,030 △751 △1,782
　２　有形固定資産の取得による支出 △482 △629 △146
　３　有形固定資産の売却による収入 139 3,292 3,152
　４　無形固定資産の取得による支出 △158 △107 50
　５　投資有価証券の取得による支出 △3,341 △2,213 1,127
　６　投資有価証券の売却による収入 3,992 819 △3,172
　７　出資金の払込による支出 △1,698 ― 1,698
　８　貸付による支出 △2,478 △1,623 855
　９　貸付金の回収による収入 411 860 449
　10　その他の投資の増加による支出 △268 △117 151
　11　その他の投資の減少による収入 375 211 △163
　12　その他 △0 △4 △4
　　　投資活動によるキャッシュ・フロー △2,479 △264 2,215
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー
　１　短期借入金の純増減額（減少：△） △4,315 △210 4,105
　２　長期借入による収入 125 255 130
　３　長期借入金の返済による支出 △249 △375 △126
　４　自己株式の取得による支出 △1,166 △252 913
　５　自己株式の売却による収入 ― 24 24
　６　親会社による配当金の支払額 △842 △831 10
　７　少数株主への配当金の支払額 △31 △43 △11
　　　財務活動によるキャッシュ・フロー △6,479 △1,433 5,046
Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △58 50 108
Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △15,069 △15,819 △749
Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 56,320 41,756 △14,563
Ⅶ　新規連結による現金及び現金同等物の増加額 505 1,710 1,205
Ⅷ　現金及び現金同等物の期末残高 41,756 27,647 △14,108

増減金額
(百万円)

前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

金額(百万円) 金額(百万円)
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

   １ 連結の範囲に関する事項 

    (1) 連結子会社数        15社 

      ㈱タクマテクノス、㈱サンプラント、タクマ・エンジニアリング㈱、㈱日本サーモエナー、 

      セントラルコンベヤー㈱、㈱ダン・タクマ、田熊プラント㈱、タクマシステムコントロール㈱、 

      ㈱北海道サニタリー・メンテナンス、㈱タクマテクノス北海道、臺田環工股ｲ分有限公司、 

      協立設備㈱ 

          上記12社に加え、当連結会計年度より、KAB Takuma GmbH、SIAM TAKUMA Co.,Ltd.及びBioener 

      ApSの相対的重要性が増加したため、この３社を連結の範囲に含めております。 

      また、連結子会社であるタクマ汎用機械㈱と荏原ボイラ㈱は平成17年４月に合併し、あらたに 

      ㈱日本サーモエナーとなっております。 

 

    (2) 非連結子会社数       19社 

      ㈱環境ソルテック、環境エナジー㈱、エナジーメイト㈱、㈱アイメットほか 

      非連結子会社は、企業集団における重要性が低く、また、合計の総資産、売上高、当期純損益 

      及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも小規模であり、連結財務諸表に重要な影響 

      を及ぼしていないため連結の範囲から除外しております。 

 

   ２ 持分法の適用に関する事項 

    (1) 持分法適用の非連結子会社数 ０社 

    (2) 持分法適用の関連会社数   ５社 

      ㈱カツタ、㈱ミダックふじの宮、カンポリサイクルプラザ㈱、栃木ハイトラスト㈱、 

      ㈱アール･ビー･エヌ 

       

    (3) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社 

       非連結子会社数       19社 

       関連会社数         ９社 

        正熊機械股ｲ分有限公司ほか 

      これらの会社は、それぞれ、連結当期純損益及び利益剰余金に及ぼす影響が軽微であり、かつ 

      全体としても重要性がないため、持分法の適用から除外しております。 

 

   ３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

      決算日が連結決算日と異なる場合の内容等 

      KAB Takuma GmbH、SIAM TAKUMA Co.,Ltd.及びBioener ApSの決算日は、12月31日であります。 

      連結財務諸表を作成するに当たっては同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に 

      生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。 

      

   ４ 会計処理基準に関する事項 

    (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

      有価証券 

       子会社株式及び関連会社株式 

         移動平均法による原価法 

       その他有価証券 

        時価のあるもの 

         決算日の市場価格等に基づく時価法 

         （評価差額金は全部資本直入法により処理、売却原価は移動平均法により算定） 

        時価のないもの 

         移動平均法による原価法 

      たな卸資産 

       原材料及び貯蔵品 

         総平均法による原価法 
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       仕掛品 

         個別法による原価法 

      デリバティブ取引 

         時価法 

    (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

      有形固定資産 

       定率法（耐用年数及び残存価額については、主に法人税法に規定する方法と同一の基準） 

       ただし、平成10年４月１日以降取得した建物（建物附属設備を除く）については、定額法 

      無形固定資産 

       定額法（耐用年数については、主に法人税法に規定する方法と同一の基準） 

       なお、在外連結子会社の営業権については、所在地国の会計基準に基づき償却しております。 

    (3) 重要な引当金の計上基準 

      貸倒引当金 

       債権の貸倒損失に備えるため、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 

      賞与引当金 

       従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額基準により計上 

      製品保証等引当金 

       製品納入後のアフターサービス費の支出に備えるため、保証期間内のアフターサービス費用 

       見積額を計上 

      受注工事損失引当金 

       受注工事の損失に備えるため、連結会計年度末受注残となる請負工事のうち、発生する工事 

       原価の見積額が、受注額を大幅に超過することが判明したものについて、翌連結会計年度以 

       降に発生が見込まれる超過額を計上 

      退職給付引当金 

       従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見 

       込額に基づき、当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上 

       過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定 

       額法により按分した額を費用処理 

       数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一 

       定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処 

       理 

      役員退職給与引当金 

       役員（執行役員を含む）の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額の 

       100％相当額を計上 

    (4) 収益及び費用の計上基準 

      工期が１年を超えかつ10億円以上の請負工事については、工事進行基準を採用しており、その 

      金額は次のとおりであります。 

       売上高     20,376百万円 

       売上総利益      520百万円 

    (5) 重要な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。 

    (6) 重要なヘッジ会計の方法 

      ①ヘッジ会計の方法 

       繰延ヘッジ処理によっております。 

      ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

       ヘッジ手段…………為替予約取引 

       ヘッジ対象…………外貨建売上及び仕入 

      ③ヘッジ方針 

       当社及び連結子会社は、外貨建取引のうち、当社及び連結子会社に為替変動リスクが帰属す 
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       る場合は、そのリスクヘッジのため、実需原則に基づき成約時に為替予約取引を行うものと 

       しております。また、リスクヘッジの手段としてのデリバティブ取引は、為替予約取引のみ 

       行うものとしております。 

      ④ヘッジ有効性評価の方法 

       ヘッジ手段の為替予約がヘッジ対象の予定取引と同一通貨、同額、同時期であるので、有効 

       性の判定を省略しております。 

    (7) 消費税等の会計処理 

      消費税等の会計処理は税抜き方式によっております。 

 

   ５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

     連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法によっております。 

 

   ６ 連結調整勘定の償却に関する事項 

     連結調整勘定の償却については、８年間で均等償却することとしておりますが、その金額が僅少 

     な場合は発生年度に全額償却しております。 

 

   ７ 利益処分項目等の取扱いに関する事項 

     連結剰余金計算書における連結会社の利益処分については、連結会計年度中に確定した利益処分 

     に基づいて作成しております。 

 

   ８ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

     連結キャッシュ・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 

     し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない、 

     取得日から３か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 

 

会計処理の変更 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当連結会計年度より「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。 

   これによる損益に与える影響はありません。 

 

  表示方法の変更 

  （連結損益計算書） 

   前連結会計年度まで特別損失に区分掲記しておりました「ゴルフ会員権評価損」は、金額が僅少とな 

   りましたので、当連結事業会計年度より特別損失の「その他」に含めて表示することに変更いたしま 

   した。なお、当連結会計年度の「ゴルフ会員権評価損」は0百万円であります。 
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注記事項 

   （連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

※１ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は次のとおりであります。

建物及び構築物 407百万円

土地 1,087百万円

定期預金 50百万円

   また、工事契約履行保証として、定期預金132百 

   万円を担保に供しております。 

   担保付債務は次のとおりであります。 

短期借入金 1,953百万円

長期借入金 304百万円

受取手形割引高 284百万円
 

※１ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は次のとおりであります。

建物及び構築物 382百万円

土地 1,087百万円

定期預金 50百万円

   また、工事契約履行保証として、定期預金88百 

   万円を担保に供しております。 

   担保付債務は次のとおりであります。 

短期借入金 1,936百万円

長期借入金 121百万円

 
 

※２ 有形固定資産に対する減価償却累計額は、14,240

百万円であります。 

※２ 有形固定資産に対する減価償却累計額は、14,614

百万円であります。 

※３ 非連結子会社及び関連会社に係わる注記 

投資有価証券(株式) 2,740百万円

投資有価証券(社債) 50百万円

出資金 1,892百万円
 

※３ 非連結子会社及び関連会社に係わる注記 

投資有価証券(株式) 2,611百万円

投資有価証券(社債) 50百万円

出資金 183百万円
 

 ４ 偶発債務 

   ㈱タクマが、下記の会社の借入金に対し保証をし

ております。 

   なお、再保証をうけているものについては再保証

控除後の金額を記載しております。 

カンポリサイクルプラザ㈱ 1,617百万円

㈱ミダックふじの宮 720百万円

環境エナジー㈱ 540百万円

㈱カツタ 512百万円

㈱アール･ビー･エヌ 303百万円

その他３社 382百万円

   ㈱タクマが、下記の会社の原油スワップ取引に対

し保証をしております。 

エナジーメイト（株） 233百万円

       但し、上限額（再保証控除後の金額）であり期 

       末の時価評価における評価損失はありません。 

 ４ 偶発債務 

   ㈱タクマが、下記の会社の借入金に対し保証をし

ております。 

   なお、再保証をうけているものについては再保証

控除後の金額を記載しております。 

カンポリサイクルプラザ㈱ 1,350百万円

㈱ミダックふじの宮 640百万円

環境エナジー㈱ 460百万円

㈱アール・ビー・エヌ 258百万円

北海道地域暖房（株） 146百万円

その他３社 54百万円

   ㈱タクマが、下記の会社の原油スワップ取引に対

し保証をしております。 

エナジーメイト㈱ 121百万円

    但し、上限額（再保証控除後の金額）であり期

       末の時価評価における評価損失はありません。

※５ 受取手形割引高は、580百万円であります。 

   受取手形裏書譲渡高は、40百万円であります。 

※５ 受取手形割引高は、235百万円であります。 

   受取手形裏書譲渡高は、ありません。 

 

-連結  16 - 



 
 

前連結会計年度 
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

※６ 国内連結子会社の１社は、土地の再評価に関する

法律（平成10年３月31日公布法律第34号）及び土

地の再評価に関する法律の一部を改正する法律

（平成13年３月31日公布法律第19号）に基づき、

平成14年３月31日に事業用の土地の再評価を行っ

ております。 

なお、再評価差額については、土地の再評価に

関する法律の一部を改正する法律（平成11年３月

31日公布法律第24号）に基づき、当該再評価差額

に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負

債」として負債の部に計上し、これを控除した金

額を少数株主持分及び資本の部に計上しておりま

す。 

再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３

月31日公布政令第 119号）第２条第５号に定め

る、不動産鑑定士が行った鑑定評価により算出 

再評価を行った年月日   平成14年３月31日 

再評価を行った土地の 

期末における時価と 

再評価後の帳簿価額との 

差額              △76百万円 

※６ 国内連結子会社の１社は、土地の再評価に関する

法律（平成10年３月31日公布法律第34号）及び土

地の再評価に関する法律の一部を改正する法律

（平成13年３月31日公布法律第19号）に基づき、

平成14年３月31日に事業用の土地の再評価を行っ

ております。 

なお、再評価差額については、土地の再評価に

関する法律の一部を改正する法律（平成11年３月

31日公布法律第24号）に基づき、当該再評価差額

に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負

債」として負債の部に計上し、これを控除した金

額を少数株主持分及び資本の部に計上しておりま

す。 

再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３

月31日公布政令第 119号）第２条第５号に定め

る、不動産鑑定士が行った鑑定評価により算出 

再評価を行った年月日   平成14年３月31日 

再評価を行った土地の 

期末における時価と 

再評価後の帳簿価額との 

差額              △87百万円 

※７ 自己株式の保有数 

   連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式

の数は、以下のとおりであります。 

    普通株式             3,737千株

   なお、当社の発行済株式総数は、普通株式87,799

千株であります。 

※７ 自己株式の保有数 

   連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式

の数は、以下のとおりであります。 

    普通株式               4,041千株

   なお、当社の発行済株式総数は、普通株式87,799

千株であります。 
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   （連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 研究開発費の総額 

   一般管理費及び当期製造費用に含まれる 

研究開発費 1,297百万円
 

※１ 研究開発費の総額 

   一般管理費及び当期製造費用に含まれる 

研究開発費 1,223百万円
 

※２ 固定資産売却益の内容 

土地 115百万円
 

※２ 固定資産売却益の内容 

土地 3.253百万円

機械装置及び運搬具 2百万円
 

※３ 固定資産処分損の内容 

   固定資産売却損 

投資その他の資産(その他) 16百万円

機械装置及び運搬具他 7百万円

   固定資産廃却損 

建物及び構築物 14百万円

機械装置及び運搬具 8百万円

有形固定資産(その他) 8百万円

投資その他の資産(その他)他 6百万円

    

※３ 固定資産処分損の内容 

   固定資産売却損 

機械装置及び運搬具 13百万円

 

   固定資産廃却損 

機械装置及び運搬具 19百万円

投資その他の資産 16百万円

建物及び構築物 13百万円

有形固定資産（その他）他 10百万円
 

 
 
   （連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

(平成17年3月31日)

 現金及び預金勘定 44,531百万円

 預入期間が３か月を超える 
 定期預金 

△2,805百万円

 有価証券勘定のうち預金と同等 
 の性格を有する公社債投資信託 

30百万円

 現金及び現金同等物 41,756百万円
 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

(平成18年3月31日)

 現金及び預金勘定 31,188百万円

 預入期間が３か月を超える 
 定期預金 

△3,570百万円

 有価証券勘定のうち預金と同等 
 の性格を有する公社債投資信託 

30百万円

 現金及び現金同等物 27,647百万円
 

  

２ 重要な非資金取引の内容 

  該当事項はありません。 

２ 重要な非資金取引の内容 

  該当事項はありません。 

 

 

   （１株当たり情報） 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 
 １株当たり純資産額          843.34円 
 
 １株当たり当期純利益           2.57円 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 
 １株当たり純資産額          868.03円 
 
 １株当たり当期純損失           17.69円 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 
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セグメント情報 

   1.事業の種類別セグメント情報 

    前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）     （単位 百万円） 

 産業機械 環境設備 運転管理 不 動 産 計 
消  去 

又は全社 
連  結

Ⅰ 売上高及び営業損益        

  売  上  高        

(1)外部顧客に対する売上高 48,591 45,806 9,240 82 103,720 ― 103,720 
(2)セグメント間の内部売上高
  又は振替高 315 273 149 282 1,021 (1,021) ― 

計 48,906 46,080 9,389 365 104,742 (1,021) 103,720 

営 業 費 用 48,830 43,689 8,527 185 101,232 1,225  102,458 

営 業 利 益 76 2,391 862 179 3,509 (2,247) 1,262 

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出  

  資       産 34,697 33,544 8,702 288 77,233 55,722  132,955 

  減 価 償 却 費 345 606 17 22 992 (2) 990 

  資 本 的 支 出 259 399 9 0 669 (1) 668 

 

    当連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）     （単位 百万円） 

 産業機械 環境設備 運転管理 不 動 産 計 
消  去 

又は全社 
連  結

Ⅰ 売上高及び営業損益        

  売  上  高        

(1)外部顧客に対する売上高 46,320 38,576 9,367 74 94,339 ― 94,339 
(2)セグメント間の内部売上高
  又は振替高 269 214 82 259 825 (825) ― 

計 46,589 38,790 9,450 334 95,165 (825) 94,339 

営 業 費 用 48,236 39,895 8,616 175 96,924 1,327  98,251 
営 業 利 益 

（又は営業損失△） △1,646 △1,104 834 158 △1,758 (2,153) △3,912 

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出  

  資       産 41,518 40,837 8,418 267 91,042 49,450  140,492 

  減 価 償 却 費 425 663 13 0 1,102 (1) 1,100 

  資 本 的 支 出 342 574 15 0 932    ― 932 

     (注)①事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 
       ②各事業の主な製品等 
         産業機械・・・・水管ボイラ・産業廃棄物処理プラント・廃家電リサイクルプラント・炉筒煙管 
                 ボイラ・熱媒体油ボイラ・コージェネレーションシステム・多管式貫流ボイラ・ 
                 真空式給湯暖房温水機・含浸装置・マイクロタービン・コンベヤー・空調設備 
         環境設備・・・・ごみ焼却プラント・熱分解ガス化溶融プラント・資源化回収プラント・下水処理 
                 プラント・汚泥焼却プラント・汚泥再生（し尿）処理プラント 
         運転管理・・・・環境設備の運転及び維持管理 
         不 動 産・・・・不動産の賃貸及び管理 
       ③営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は、(株)タクマの総務部門等管理部門 
        に係る費用であります。 
         前連結会計年度     2,473百万円 
         当連結会計年度     2,323百万円 
       ④資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金（現金、 
        預金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）等であります。 
         前連結会計年度    60,863百万円 
         当連結会計年度    58,738百万円 
       ⑤減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。 

 

   2.所在地別セグメント情報 
    所在地別セグメント情報は本邦の売上高及び資産の金額が全セグメントの売上高の合計及び全セグ 
    メント資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、記載を省略しております。 
 
   3.海外売上高 
    海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 
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リース取引関係 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

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 

１ 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 

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 

１ 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 

  

機械装置 
及び 
運搬具 
(百万円) 

 

有形 
固定資産 
(その他) 
(百万円) 

 
その他 
(百万円) 

 
合計 

(百万円)

取得価額 
相当額 

 281  589  131  1,003

減価償却 
累計額 
相当額 

 69  291  44  405

期末残高 
相当額 

 212  298  87  597

 

 

機械装置
及び 
運搬具
(百万円)

有形 
固定資産 
(その他) 
(百万円) 

 
その他 
(百万円) 

 
合計 

(百万円)

取得価額
相当額 

277 521  123  922

減価償却
累計額 
相当額 

81 284  54  420

期末残高
相当額 

195 237  69  502

 
２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 170百万円

１年超 426百万円

合計 597百万円

 (注) 取得価額相当額及び未経過リース料期末残高相

当額の算定は、未経過リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法によっております。 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 170百万円

１年超 331百万円

合計 502百万円

 (注) 取得価額相当額及び未経過リース料期末残高相

当額の算定は、未経過リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法によっております。 

３ 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 185百万円

減価償却費相当額 185百万円
 

３ 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 192百万円

減価償却費相当額 192百万円
 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

  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。  

４ 減価償却費相当額の算定方法 

   同左 

オペレーティング・リース取引 

 未経過リース料 

１年内 4百万円

１年超 0百万円

合計 5百万円
 

オペレーティング・リース取引 

 未経過リース料 

１年内 0百万円

１年超 ―

合計 0百万円
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関連当事者との取引 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

子会社等 

関係内容 

属性 
会社等 

の名称 
住所 

資本金 

又は 

出資金 

(百万円) 

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 

(百万円) 
科目 

期末残高

(百万円)

関連 

会社 

カンポリ

サイクル

プラザ㈱ 

京都府 

船井郡 

園部町 

400 

一般及 

び産業 

廃棄物 

処理業 

所有 

50.0 

３人 

   

当社製

品によ

る廃棄

物処理

債務保証 1,617 ― ― 

（取引条件及び取引条件の決定方針等） 

カンポリサイクルプラザ㈱の銀行借入につき、債務保証を行ったものであり、保証料等は一般的取引と同様に

決定しております。なお、当該事項につきましては「３． 連結財務諸表  注記事項(連結貸借対照表関係)

４ 偶発債務」をご参照ください。 
 

当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

子会社等 

関係内容 

属性 
会社等 

の名称 
住所 

資本金 

又は 

出資金 

(百万円) 

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 

(百万円) 
科目 

期末残高

(百万円)

子会社 
エナジー

メイト㈱ 

大阪府 

大阪市 

中央区 

100 

エネル 

ギーサ 

ービス業 

所有 

51.0 

４人 

 

当社製

品の販

売及び

賃貸 

資金の 

貸付 
1,030 貸付金 1,830 

(取引条件及び取引条件の決定方針等) 

    エナジーメイト㈱に資金の貸付を行ったものであり、利率・返済期間等は一般的取引と同様に決定してお 

    ります。 

 

税効果会計 

前連結会計年度 
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

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 
   繰延税金資産 
    退職給付引当金繰入額      2,386百万円 
    受注工事損失引当金繰入額    1,093百万円 
    見積原価否認額         1,051百万円 
    固定資産未実現利益消去額     747百万円 
        賞与引当金繰入額         740百万円 
    工事進行基準売上損失        712百万円 
    繰越欠損金             500百万円 
    その他             1,925百万円 
   ――――――――――――――――――――――――――――― 
    繰延税金資産小計        9,156百万円 
    評価性引当額           △806百万円 
   ――――――――――――――――――――――――――――― 
    繰延税金資産合計        8,350百万円 
   繰延税金負債 
    その他有価証券評価差額    △2,670百万円 
    連結子会社土地評価差額     △160百万円 
    土地再評価差額金        △278百万円 
    その他             △480百万円 
   ――――――――――――――――――――――――――――― 
    繰延税金負債合計       △3,590百万円 
   ――――――――――――――――――――――――――――― 
    差引：繰延税金資産純額     4,759百万円 
                    ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

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 
   繰延税金資産 
    退職給付引当金繰入額      2,313百万円 
    工事進行基準売上損失      1,746百万円 
    固定資産未実現利益消去額    1,201百万円 
    繰越欠損金           1,109百万円 
        受注工事損失引当金繰入額     948百万円 
    賞与引当金繰入額            741百万円 
    見積原価否認額           607百万円 
    その他             1,537百万円 
   ――――――――――――――――――――――――――――― 
    繰延税金資産小計         10,204百万円 
    評価性引当額          △1,078百万円 
   ――――――――――――――――――――――――――――― 
    繰延税金資産合計        9,126百万円 
   繰延税金負債 
    その他有価証券評価差額    △5,720百万円 
    子会社留保利益         △433百万円 
    土地再評価差額金        △278百万円 
    連結子会社土地評価差額     △160百万円 
    その他               △2百万円 
   ――――――――――――――――――――――――――――― 
    繰延税金負債合計       △6,595百万円 
   ――――――――――――――――――――――――――――― 
    差引：繰延税金資産純額     2,530百万円 
                    ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

-連結  21 - 



 
 

有価証券関係 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

前連結会計年度 
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

 

取得原価 
(百万円) 

連結決算日
における 
連結貸借 

対照表計上額
(百万円) 

差額 
(百万円) 

取得原価 
(百万円) 

連結決算日 
における 
連結貸借 

対照表計上額
(百万円) 

差額 
(百万円) 

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

      

 (１)株式 7,689 14,025 6,336 9,551 23,190 13,639 

 (２)債券       

   ①国債・地方債等 26 27 0 ― ― ― 

   ②社債 10 13 2 ― ― ― 

   ③その他 ― ― ― ― ― ― 

 (３)その他 800 849 49 580 744 163 

  小 計 8,527 14,916 6,389 10,132 23,934 13,802 

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 

      

 (１)株式 1,243 1,229 △13 200 187 △12 

 (２)債券       

   ①国債・地方債等 ― ― ― 26 26 △0 

   ②社債 ― ― ― ― ― ― 

   ③その他 ― ― ― ― ― ― 

 (３)その他 61 50 △11 280 272 △8 

  小 計 1,305 1,279 △25 507 486 △21 

 合   計 9,832 16,196 6,363 10,640 24,421 13,780 

(注)１前連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式等について0百万円減損処理を行っております。 

    ２当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式等について減損処理を行わなくてはならないものは 

      ありません。 

    ３なお、減損にあたっては、時価が取得原価に比べ50％超下落した場合にはすべて減損処理を行い、30％以上50％

以下下落した場合には時価の回復可能性を検討して、必要と認められた額について減損処理を行う事としており

ます。 
 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

売却額(百万円) 3,992 819 

売却益の合計(百万円) 1,855 276 

売却損の合計(百万円) 1 11 
 

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

前連結会計年度 
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

 

連結貸借対照表計上額(百万円) 連結貸借対照表計上額(百万円) 

その他有価証券   

 非上場株式 2,226 2,252 

 預金と同等の性格を有する 
 公社債投資信託 

30 30 
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４ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的債券の今後の償還予定 

  前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

 
１年以内 
(百万円) 

１年超５年以内
(百万円) 

５年超10年以内 
(百万円) 

10年超 
(百万円) 

１ 債券     

   ①国債・地方債等 ― ― 27 ― 

   ②社債 13 ― ― ― 

２ その他     

   投資信託 ― ― ― ― 

合計 13 ― 27 ― 

 

  当連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 
１年以内 
(百万円) 

１年超５年以内
(百万円) 

５年超10年以内 
(百万円) 

10年超 
(百万円) 

１ 債券     

   ①国債・地方債等 ― 27 ― ― 

   ②社債 ― ― ― ― 

２ その他     

   投資信託 ― ― ― ― 

合計 ― 27 ― ― 

 
 

デリバティブ取引関係 

 
  前連結会計年度（平成17年３月31日） 
     デリバティブ取引にはヘッジ会計を適用しているので記載しておりません。 
 
  当連結会計年度（平成18年３月31日） 
     デリバティブ取引にはヘッジ会計を適用しているので記載しておりません。 
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退職給付会計 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

  確定給付型の制度として、主として適格退職年金制度

  及び退職一時金制度を設けております。 

２ 退職給付債務に関する事項 

  退職給付債務           △13,738百万円 

  年金資産               7,293百万円 
  ――――――――――――――――――――――――――――― 
  未積立退職給付債務        △ 6,445百万円 

  未認識過去勤務債務(債務の減額) △ 1,250百万円 

  未認識数理計算上の差異        1,391百万円 
  ――――――――――――――――――――――――――――― 
  退職給付引当金          △ 6,304百万円 

(注)１ 一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあた

    り、簡便法を採用しております。 

  ２ 一部の連結子会社の、複数事業主制度による総合

    型厚生年金基金に係る、代行部分を含めた年金資

    産の額              1,192百万円 

３ 退職給付費用に関する事項 

  勤務費用                 789百万円 

  利息費用                243百万円 

  期待運用収益             △60百万円 

  数理計算上の差異の費用処理額      195百万円 

  過去勤務債務の費用処理額       △49百万円 
  ――――――――――――――――――――――――――――― 
  退職給付費用             1,118百万円 

(注)  簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用

    は、｢勤務費用｣に含めて表示しております。 

４ 退職給付債務等の計算基礎に関する事項 

  割引率           主として 2.0％ 

  期待運用収益率       主として 1.0％ 

  退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

  過去勤務債務の額の処理年数    10年   

   定額法により、費用処理することとしております。

  数理計算上の差異の処理年数    10年   

   定額法により、それぞれ発生の翌連結会計年度から

   費用処理することとしております。 

 

１ 採用している退職給付制度の概要 

  確定給付型の制度として、主として適格退職年金制度

  及び退職一時金制度を設けております。 

２ 退職給付債務に関する事項 

  退職給付債務           △13,181百万円 

  年金資産               7,728百万円 
  ――――――――――――――――――――――――――――― 
  未積立退職給付債務        △ 5,453百万円 

  未認識過去勤務債務(債務の減額) △ 1,110百万円 

  未認識数理計算上の差異          746百万円 
  ――――――――――――――――――――――――――――― 
  退職給付引当金          △ 5,817百万円 

(注)１ 一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあた

    り、簡便法を採用しております。 

  ２ 一部の連結子会社の、複数事業主制度による総合

    型厚生年金基金に係る、代行部分を含めた年金資

    産の額              1,493百万円 

３ 退職給付費用に関する事項 

  勤務費用                 701百万円 

  利息費用                221百万円 

  期待運用収益             △62百万円 

  数理計算上の差異の費用処理額      208百万円 

  過去勤務債務の費用処理額      △139百万円 
  ――――――――――――――――――――――――――――― 
  退職給付費用               929百万円 

(注)  簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用

    は、｢勤務費用｣に含めて表示しております。 

４ 退職給付債務等の計算基礎に関する事項 

  割引率           主として 2.0％ 

  期待運用収益率       主として 1.0％ 

  退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

  過去勤務債務の額の処理年数    10年   

   定額法により、費用処理することとしております。

  数理計算上の差異の処理年数    10年   

   定額法により、それぞれ発生の翌連結会計年度から

   費用処理することとしております。 
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４. 生産、受注及び販売の状況 

(1)生 産 実 績 

   当社グループの生産は、親会社の占める割合が非常に高く、かつ連結子会社には運転管理会社、販売

  会社など多様な会社を含むことから、連結ベースで生産実績を開示する意味に乏しいため、連結ベース

  での事業の種類別セグメントごとの生産実績を記載せず、当社単独ベースの数値を記載しております。 

（単位：百万円） 

事業の種類別セグメントの名称 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

産 業 機 械 事 業 

環 境 設 備 事 業 

16,376 

39,181 

17,613 

35,231 

合         計 55,557 52,844 

（注）1．金額は総製造費用で示しております。 

   2．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2)受 注 状 況 

   当連結会計年度における当社グループの受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおり 

   であります。 

（単位：百万円） 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 事業の種類別セグメントの名称 

受注高 受注残高 受注高 受注残高 

産 業 機 械 事 業 

環 境 設 備 事 業 

運 転 管 理 事 業 

不  動  産  事  業 

セグメント間の内部受注高(△) 

49,651 

30,639 

9,390 

252 

△916 

27,303 

27,029 

0 

― 

△ 8 

56,255 

70,617 

9,450 

240 

△725 

36,969 

58,855 

― 

― 

△2 

合         計 89,017 54,324 135,838 95,823 

（注）1．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

   2．産業機械事業は主に受注生産でありますが、一部見込生産も行っております。上記の受注高及び 

     受注残高には、受注生産分のほか見込生産分のうち納入先の確定したものも含まれております。 

 

(3)販 売 実 績 

   当連結会計年度における当社グループの販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおり 

   であります。 

（単位：百万円） 

事業の種類別セグメントの名称 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

産 業 機 械 事 業 

環 境 設 備 事 業 

運 転 管 理 事 業 

不  動  産  事  業 

セグメント間の内部売上高(△) 

48,906 

46,080 

9,389 

365 

△ 1,021 

46,589 

38,790 

9,450 

334 

△ 825 

合         計 103,720 94,339 

（注）1．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 

以   上 
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