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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30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 ％

21年3月期第1四半期 18,755 ― △1,886 ― △1,538 ― △1,535 ―
20年3月期第1四半期 17,824 51.9 △1,718 ― △1,010 ― △1,007 ―

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3月期第1四半期 △18.44 ―
20年3月期第1四半期 △12.10 ―

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3月期第1四半期 107,707 45,548 38.8 501.72
20年3月期 112,626 45,980 37.4 505.83

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  41,780百万円 20年3月期  42,122百万円

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3月期 ― 2.50 ― 2.50 5.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 2.50 ― 2.50 5.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  

なお、当社グループの業績は季節的変動が大きいことから業績管理については当期より年次のみで行うこととしており、また、原材料市況の変動が著しいことから、現時
点では適切な第2四半期連結累計期間の業績予想が不可能であるため開示しておりません。業績予想の開示が可能となった時点で速やかに開示致します。  

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

第2四半期連結累計期間 ― ― ― ― ― ― ― ― ―
通期 120,000 13.6 500 ― 1,500 ― 400 ― 4.80

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 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  有  

（注）詳細は、2ページ［定性的情報・財務情報等］4.その他をご覧ください。  

(3) 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（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もの） 

（注）詳細は、2ページ［定性的情報・財務情報等］4.その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.本資料に掲載されている連結業績予想等の将来に関する記述は、当社が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り予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
2.当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  87,799,248株 20年3月期  87,799,248株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  4,526,544株 20年3月期  4,526,787株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  83,272,539株 20年3月期第1四半期  83,274,128株







５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 31,173 26,433

受取手形及び売掛金 18,596 31,940

有価証券 34 33

商品及び製品 1,204 1,199

仕掛品 7,480 6,422

原材料及び貯蔵品 2,059 1,999

その他 6,944 5,557

貸倒引当金 △22 △29

流動資産合計 67,469 73,556

固定資産   

有形固定資産 10,264 10,386

無形固定資産   

のれん 1,494 1,609

その他 626 578

無形固定資産合計 2,121 2,187

投資その他の資産   

投資有価証券 23,389 22,135

その他 5,110 5,008

貸倒引当金 △663 △663

投資その他の資産合計 27,836 26,479

固定資産合計 40,222 39,054

繰延資産 14 16

資産合計 107,707 112,626



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 24,521 27,921

短期借入金 7,187 7,947

未払法人税等 245 462

賞与引当金 882 1,712

製品保証等引当金 278 329

受注工事損失引当金 4,142 5,476

その他 13,642 12,354

流動負債合計 50,901 56,204

固定負債   

長期借入金 766 794

退職給付引当金 5,454 5,373

役員退職給与引当金 268 292

負ののれん 151 159

その他 4,615 3,821

固定負債合計 11,256 10,441

負債合計 62,158 66,646

純資産の部   

株主資本   

資本金 13,367 13,367

資本剰余金 12,407 12,407

利益剰余金 12,640 14,384

自己株式 △3,176 △3,177

株主資本合計 35,238 36,982

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,015 4,620

繰延ヘッジ損益 △2 △14

土地再評価差額金 270 270

為替換算調整勘定 258 263

評価・換算差額等合計 6,541 5,140

少数株主持分 3,768 3,857

純資産合計 45,548 45,980

負債純資産合計 107,707 112,626



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 18,755

売上原価 16,269

売上総利益 2,486

販売費及び一般管理費  

貸倒引当金繰入額 3

給料手当 1,467

賞与引当金繰入額 347

退職給付引当金繰入額 80

役員退職給与引当金繰入額 22

その他 2,450

販売費及び一般管理費合計 4,372

営業損失（△） △1,886

営業外収益  

受取利息 57

受取配当金 262

負ののれん償却額 7

その他 132

営業外収益合計 460

営業外費用  

支払利息 33

持分法による投資損失 29

弁護士報酬 24

その他 25

営業外費用合計 112

経常損失（△） △1,538

特別利益  

貸倒引当金戻入額 11

固定資産売却益 0

その他 0

特別利益合計 12

特別損失  

投資有価証券評価損 28

固定資産処分損 3

その他 4

特別損失合計 36

税金等調整前四半期純損失（△） △1,563

法人税等 56

少数株主損失（△） △83

四半期純損失（△） △1,535



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △1,563

減価償却費 229

のれん償却額 85

投資有価証券売却損益（△は益） △0

投資有価証券評価損益（△は益） 28

固定資産売却損益（△は益） △0

固定資産処分損益（△は益） 3

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8

賞与引当金の増減額（△は減少） △829

受注工事損失引当金の増減額（△は減少） △1,275

退職負債の増減額（△は減少） △44

受取利息及び受取配当金 △320

支払利息 33

持分法による投資損益（△は益） 29

売上債権の増減額（△は増加） 13,376

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,125

未収消費税等の増減額（△は増加） 132

その他の流動資産の増減額（△は増加） △296

仕入債務の増減額（△は減少） △3,523

未払消費税等の増減額（△は減少） △199

その他の流動負債の増減額（△は減少） 1,430

その他 △139

小計 6,022

利息及び配当金の受取額 450

利息の支払額 △60

法人税等の支払額 △639

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,773



（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の純増減額（△は増加） △291

有形固定資産の取得による支出 △30

有形固定資産の売却による収入 0

無形固定資産の取得による支出 △41

投資有価証券の取得による支出 △25

投資有価証券の売却による収入 1,000

貸付けによる支出 △984

貸付金の回収による収入 82

その他の投資の増加による支出 △22

その他の投資の減少による収入 24

その他 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △287

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） △750

長期借入金の返済による支出 △37

自己株式の取得による支出 △0

自己株式の売却による収入 0

配当金の支払額 △206

少数株主への配当金の支払額 △4

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △998

現金及び現金同等物に係る換算差額 △61

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,425

現金及び現金同等物の期首残高 23,937

現金及び現金同等物の四半期末残高 28,363








	株式会社タクマ (6013) 平成21年3月期 第1四半期決算短信: 株式会社タクマ (6013) 平成21年3月期 第1四半期決算短信
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -
	- 10 -: - 10 -
	- 11 -: - 11 -


