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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 67,144 ― △1,818 ― △534 ― △8,214 ―
20年3月期第3四半期 66,724 15.6 △9,002 ― △8,078 ― △9,029 ―

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3四半期 △98.80 ―
20年3月期第3四半期 △108.43 ―

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3四半期 98,744 32,788 30.6 365.93
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3四半期  30,222百万円 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 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 0.00 0.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 109,000 3.2 300 ― 800 ― △7,600 ― △91.41

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、3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、3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」（企業会計基準委員会 平成19年3月14日 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」（企業会計基準委員会 平成19年3月14日 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3四半期  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3四半期  5,208,483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3四半期  83,141,389株 20年3月期第3四半期  83,274,267株
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 当第３四半期のわが国経済は、急激な円高から来る輸出の減少などにより、企業収益見通しの下方修正が相継ぎ、

雇用環境が急速に悪化するなど、景気の後退局面に入ったことが明らかとなりました。 

 このような経済情勢の下、公共投資の減少による価格競争の激化が続く中、民間設備投資の減退の影響を受けるな

ど、当社グループを取り巻く事業環境も極めて厳しい状況にあります。 

 そのような状況の中、当社グループは積極的に営業活動を展開してまいりましたが、当第３四半期連結累計期間の

受注高は56,724百万円、売上高は 百万円となりました。当社グループは、通常の事業形態として、上半期に比

較して下半期の売上高が多くなる傾向にあり、また下半期におきましても第３四半期に比較して第４四半期の売上高

が多くなる傾向にあります。そのため、営業損失は1,818百万円、経常損失は534百万円となりました。また、特別損

失8,506百万円を計上したため、四半期純損失は8,214百万円となりました。 

  

 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。 

  

  

［環境・エネルギー（国内）事業］ 

ボイラー発電設備工事、リサイクルセンター建設工事や既設プラントの運転管理業務などを受注し、受注高は

38,924百万円となりました。また、ごみ焼却施設建設工事が進ちょくしたことなどから、売上高は31,956百万円、

営業利益は739百万円の計上となりました。 

 

［環境・エネルギー（海外）事業］ 

大型の受注物件がなかったことに加え、為替相場変動の影響を大きく受け、受注高は△6,376百万円となりまし

た。なお、前連結会計年度末の受注残高に対する為替相場変動による影響額を除いた受注高は2,494百万円であり

ます。売上高につきましては、欧州における廃棄物発電プラント工事が進ちょくし、13,298百万円となりました

が、営業損失は1,132百万円となりました。 

 

［民生熱エネルギー事業］ 

主力商品の貫流ボイラ・温水ヒーター等における、単品販売から周辺システム、周辺機器を含めた包括的な営業展

開による市場占有率の向上、メンテナンス事業における保守契約等の更新需要の確保に努め、受注高は15,606百万

円、売上高は14,110百万円となりましたが、営業損失69百万円となりました。 

 

［その他事業］ 

含浸装置、半導体産業用設備等を中心に営業活動を展開しましたが、一部子会社が期中に連結除外となったことも

あり、受注高は8,660百万円、売上高は7,871百万円にとどまり、営業損失は293百万円となりました。 

定性的情報・財務諸表等 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

67,144

事業の種類別セグメントの名称  受注高（百万円）  売上高（百万円） 営業利益（百万円） 

環境・エネルギー（国内）事業 38,924 31,956 739 

環境・エネルギー（海外）事業 △6,376 13,298 △1,132 

民生熱エネルギー事業 15,606 14,110 △69 

その他事業 8,660 7,871 △293 

 消去又は全社 △90 △91  △1,062 

合計 56,724  67,144 △1,818 
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  当第３四半期末の総資産は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ13,882百万円の減少となりました。これ

は主に、プラント工事の進ちょくにより仕掛品が4,852百万円の増加となった一方、現金及び預金が10,003百万円減

少、受取手形及び売掛金が回収により6,856百万円減少した他、投資有価証券が時価評価により5,199百万円の減少と

なったことによるものであります。 

 負債は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ690百万円の減少となりました。これは主に、訴訟損失引当

金の計上により4,702百万円増加し、短期借入金が3,147百万円増加した一方、支払手形及び買掛金が2,877百万円、

受注工事損失引当金が4,143百万円の減少、流動負債（その他）に含まれる前受金が1,371百万円の減少となったこと

によるものであります。 

 純資産は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ13,191百万円の減少となりました。 

 この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の37.4％から30.6％となり、１株当たり純資産は前連結会計年度末の

505.83円から365.93円となりました。 

  

  当第３四半期末における現金及び現金同等物の残高は 百万円と前連結連結会計年度末に比べ8,333百万円減

少しました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動により資金は 百万円の減少となりました。 

 これは主に、税金等調整前四半期純損失の計上によって8,058百万円、たな卸資産の増加により4,935百万円それぞ

れ減少したことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動により資金は 百万円の増加となりました。 

 これは主に、子会社株式の取得により1,905百万円、貸付けによる支出が回収を上回ったことにより869百万円減少

したものの、子会社株式の売却により1,340百万円、投資有価証券の売却により1,024百万円、定期預金の取り崩しに

より1,619百万円増加したこと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） 

 財務活動により資金は 百万円の増加となりました。 

 これは主に、短期借入金が3,370百万円増加したことによるものであります。 

  

 通期の連結業績予想につきましては、平成20年10月28日の業績予想の修正で公表いたしました予想数値に比し、売

上高につきまして60億円少ない1,090億円（△5.2%）に修正しております。これは、世界的な不況を要因とする受注

高減少に伴い、売上高の減少等を見込んでいるものであります。なお、営業利益、経常利益および当期純利益につき

ましては、コストダウンの成果が現出しつつあることから、予想数値を確保できるものと判断しており、変更してお

りません。 

 なお、当業績予想につきましては、当社が現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、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。  

  

  

 該当事項はありません。   

  

 １．簡便な会計処理 

①固定資産の減価償却費の算定方法  

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産については、当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。 

②棚卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し前連結会計年度末に係る実

地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

また、棚卸資産の簿価切下げに関して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

価の切下げを行う方法によっております。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

98,744

65,955

32,788

15,604

12,314

1,579

2,964

３．連結業績予想に関する定性的情報 

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） 

（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 
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③繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、又は、一時差異等の発生

状況に著しい変化が認められた場合に、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタックス・

プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

  

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

①原価差異の繰延処理 

季節的に変動する操業度により発生した原価差異は、原価計算期間末までにほぼ解消が見込まれるため、当

該原価差異を流動資産（その他）として繰り延べております。 

②税金費用の計算 

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しておりま

す。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。  

  

（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 

①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」（企業会計基準委員会 平成19年３月

 14日 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。 

②通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、原価法によっておりましたが、第１四半期連結会計

 期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９

 号）が適用されたことに伴い、原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

 により算定しております。 

 これにより、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ249百万円増加しております。 

③第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」 

 （企業会計基準委員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を適用し、連結決算上必要な修正を行って

 おります。 

 なお、この変更による損益への影響は軽微であります。 

④所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

  よっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計審議会第一部会 平成５年６月17日、企業

  会計基準委員会 平成19年３月30日改正 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指

  針」（日本公認会計士協会 会計制度委員会 平成６年１月18日、企業会計基準委員会 平成19年３月30日改

  正 企業会計基準適用指針第16号）が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表

  から適用することができることになったことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用

  し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。 

  また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を

  耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しております。 

 なお、この変更による損益への影響はありません。 

（追加情報） 

当社及び国内連結子会社は、機械装置については、平成20年度の法人税法の改正による法定耐用年数の変更に

伴い、第１四半期連結会計期間より耐用年数の変更を行っております。 

なお、この変更による損益への影響は軽微であります。  
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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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 16,430 26,433

受取手形及び売掛金 25,084 31,940

有価証券 32 33

商品及び製品 1,029 1,199

仕掛品 11,275 6,422

原材料及び貯蔵品 1,978 1,999

その他 5,437 5,557

貸倒引当金 △25 △29

流動資産合計 61,242 73,556

固定資産   

有形固定資産 12,845 10,386

無形固定資産   

のれん 3,479 1,609

その他 624 578

無形固定資産合計 4,103 2,187

投資その他の資産   

投資有価証券 16,936 22,135

その他 4,210 5,008

貸倒引当金 △605 △663

投資その他の資産合計 20,540 26,479

固定資産合計 37,489 39,054

繰延資産 12 16

資産合計 98,744 112,626
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 25,043 27,921

短期借入金 11,095 7,947

未払法人税等 351 462

賞与引当金 841 1,712

製品保証等引当金 251 329

受注工事損失引当金 1,333 5,476

訴訟損失引当金 4,702 －

その他 11,174 12,354

流動負債合計 54,793 56,204

固定負債   

長期借入金 1,769 794

退職給付引当金 5,467 5,373

役員退職給与引当金 297 292

負ののれん 1,820 159

その他 1,806 3,821

固定負債合計 11,162 10,441

負債合計 65,955 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 5,961 14,384

自己株式 △3,674 △3,177

株主資本合計 28,061 36,982

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,201 4,620

繰延ヘッジ損益 △2 △14

土地再評価差額金 － 270

為替換算調整勘定 △37 263

評価・換算差額等合計 2,161 5,140

少数株主持分 2,565 3,857

純資産合計 32,788 45,980

負債純資産合計 98,744 112,626

株式会社タクマ（6013） 平成21年３月期 第３四半期決算短信

-6-



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 67,144

売上原価 56,232

売上総利益 10,912

販売費及び一般管理費  

貸倒引当金繰入額 9

給料及び手当 4,618

賞与引当金繰入額 372

退職給付引当金繰入額 240

役員退職給与引当金繰入額 68

その他 7,421

販売費及び一般管理費合計 12,730

営業損失（△） △1,818

営業外収益  

受取利息 194

受取配当金 417

負ののれん償却額 77

為替差益 595

その他 236

営業外収益合計 1,522

営業外費用  

支払利息 123

持分法による投資損失 7

その他 107

営業外費用合計 238

経常損失（△） △534

特別利益  

固定資産売却益 48

投資有価証券売却益 884

その他 49

特別利益合計 982

特別損失  

固定資産処分損 94

訴訟損失引当金繰入額 4,702

損害賠償金 3,429

その他 280

特別損失合計 8,506

税金等調整前四半期純損失（△） △8,058

法人税等 81

少数株主利益 75

四半期純損失（△） △8,214
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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（△） △8,058

減価償却費 724

のれん償却額 313

投資有価証券売却損益（△は益） △884

投資有価証券評価損益（△は益） 178

固定資産売却損益（△は益） △48

固定資産処分損益（△は益） 94

貸倒引当金の増減額（△は減少） △57

賞与引当金の増減額（△は減少） △795

受注工事損失引当金の増減額（△は減少） △4,023

退職負債の増減額（△は減少） 91

受取利息及び受取配当金 △612

支払利息 123

持分法による投資損益（△は益） 7

訴訟損失引当金繰入額 4,702

損害賠償金 3,429

売上債権の増減額（△は増加） 4,400

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,935

未収消費税等の増減額（△は増加） 0

その他の流動資産の増減額（△は増加） △258

仕入債務の増減額（△は減少） △2,656

未払消費税等の増減額（△は減少） △220

その他の流動負債の増減額（△は減少） △342

その他 △820

小計 △9,649

利息及び配当金の受取額 753

利息の支払額 △147

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △969

損害賠償金の支払額 △2,301

営業活動によるキャッシュ・フロー △12,314
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（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の増減額（△は増加） 1,619

有形固定資産の取得による支出 △76

有形固定資産の売却による収入 21

無形固定資産の取得による支出 △134

投資有価証券の取得による支出 △72

投資有価証券の売却による収入 1,024

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△1,905

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

1,340

貸付けによる支出 △1,884

貸付金の回収による収入 1,015

その他の投資の増加による支出 △66

その他の投資の減少による収入 630

その他 68

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,579

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） 3,370

長期借入金の返済による支出 △166

自己株式の取得による支出 △1

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 △30

その他 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,964

現金及び現金同等物に係る換算差額 △562

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △8,333

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 15,604
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 （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 

環境・エネルギー（国内）・・・・一般廃棄物処理プラント・産業廃棄物処理プラント・資源回収プラン

ト・下水処理プラント・汚泥焼却プラント・バイオマス発電プラン

ト・ガスタービンコージェネレーションシステム 

環境・エネルギー（海外）・・・・一般廃棄物処理プラント・産業廃棄物処理プラント・バイオマス発電

プラント 

民生熱エネルギー・・・・・・・・小型貫流ボイラ・真空式給湯暖房温水機 

その他 ・・・・・・・・・・・・含浸装置・空調設備・半導体産業用設備 

③ 会計処理の方法の変更   

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「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」②に記載のとおり、第１

四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日

企業会計基準第９号）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「環

境・エネルギー（国内）事業」で営業利益が6百万円減少し、「民生熱エネルギー事業」で101百万円、

「その他事業」で141百万円それぞれ営業損失が増加しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

  （単位 百万円）

  
環境・ 

エネルギー
（国内） 

環境・ 
エネルギー
（海外） 

民生熱 
エネルギー

その他 計 
消去 
又は 
全社 

連結 

売上高                                    

(1）外部顧客に対する売上

高 
   31,940     13,268     14,070     7,865    67,144     －     67,144

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
    16    30    40     5     91    (91)      － 

計     31,956     13,298     14,110     7,871     67,236    (91)   67,144

営業利益 

（又は営業損失△） 
    739    △1,132    △69     △293     △755    (1,062)   △1,818
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当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 （注）① 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

② 各区分に属する主な国又は地域 

アジア・・・・タイ・台湾 

欧州・・・・・ドイツ・デンマーク 

③ 会計処理の方法の変更 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「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」②に記載のとおり、第１

四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日

企業会計基準第９号）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「日

本」で249百万円営業利益が減少しております。 

  

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 （注）① 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

② 各区分に属する主な国又は地域 

アジア・・・・中国・台湾・タイ 

欧州・・・・・英国・ドイツ・デンマーク 

その他・・・・米国・スーダン 

③ 海外売上高は、当社及び連結子会社の日本以外の国、又は地域における売上高であります。  

  

ｂ．所在地別セグメント情報 

  （単位 百万円）

  日本 アジア 欧州 計 消去又は全社 連結 

売上高                               

(1）外部顧客に対する売上

高 
    60,058     325     6,761       67,144     －       67,144

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
    31     109     378     519    (519)      － 

計     60,089     434     7,139     67,664    (519)   67,144

営業利益 

（又は営業損失△） 
    566     37     △1,236     △632    (1,185)   △1,818

ｃ．海外売上高 

  （単位 百万円）

  アジア 欧州 その他 計 

Ⅰ．海外売上高     2,058     12,492     24     14,575 

Ⅱ．連結売上高                 67,144

Ⅲ．連結売上高に占める海外売

上高の割合 
  3.1％   18.6％   0.0％   21.7％ 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

該当事項はありません。 
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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高  66,724

Ⅱ 売上原価  62,180

売上総利益  4,544

Ⅲ 販売費及び一般管理費  13,546

営業損失（△） △9,002 

Ⅳ 営業外収益  1,157

Ⅴ 営業外費用  233

経常損失（△）     △8,078 

Ⅵ 特別利益  120

Ⅶ 特別損失  329

税金等調整前四半期純損失（△）     △8,287 

法人税等  720

少数株主利益  22

四半期純損失（△）      △9,029

株式会社タクマ（6013） 平成21年３月期 第３四半期決算短信

-12-


	四半期短信サマリー
	全文PDFファイル090212.pdf
	四半期短信サマリー.pdf
	短信_1
	短信FS
	短信_2




