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1.  平成24年3月期の連結業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 101,014 13.3 6,428 80.4 7,336 66.9 4,211 131.3
23年3月期 89,140 △6.3 3,562 153.0 4,396 118.4 1,821 318.5

（注）包括利益 24年3月期 4,935百万円 （673.8％） 23年3月期 637百万円 （24.6％）

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
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

24年3月期 50.94 ― 16.3 7.1 6.4
23年3月期 22.03 ― 7.8 4.4 4.0

（参考） 持分法投資損益 24年3月期  513百万円 23年3月期  327百万円

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

24年3月期 107,028 28,308 26.2 339.20
23年3月期 100,848 23,901 23.5 286.27

（参考） 自己資本   24年3月期  28,048百万円 23年3月期  23,669百万円

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

24年3月期 4,565 270 △2,493 17,384
23年3月期 △3,895 230 7,999 15,509

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― 0.0 0.0
24年3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00 165 3.9 0.6
25年3月期(予想) ― 2.00 ― 2.00 4.00 8.3

3. 平成25年3月期の連結業績予想（平成24年4月1日～平成25年3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

 

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 97,000 △4.0 4,000 △37.8 5,000 △31.8 4,000 △5.0 48.37



※  注記事項 
(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) 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） 

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） 24年3月期 87,799,248 株 23年3月期 87,799,248 株
② 期末自己株式数 24年3月期 5,110,822 株 23年3月期 5,116,300 株
③ 期中平均株式数 24年3月期 82,686,171 株 23年3月期 82,688,362 株

（参考）個別業績の概要 

平成24年3月期の個別業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 62,687 24.4 6,319 92.2 7,959 77.5 4,302 149.3
23年3月期 50,401 △4.0 3,288 101.9 4,485 39.5 1,726 △14.3

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
円 銭 円 銭

24年3月期 51.86 ―
23年3月期 20.79 ―

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

24年3月期 82,677 22,970 27.8 276.85
23年3月期 74,867 18,467 24.7 222.48

（参考） 自己資本 24年3月期  22,970百万円 23年3月期  18,467百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終
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、当社と
してその実現を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、決算短信、（添付資料）2ページ「1．経営成績（1）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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当連結会計年度におけるわが国経済は、平成23年３月に発生した東日本大震災のほか、電力需給の逼

迫、タイでの洪水被害などの影響により停滞しておりましたが、震災からの復興、米景気の復調などに

より緩やかに回復しつつあります。しかし、欧州での財政危機、円高、原油その他の資源高など引き続

き先行きは懸念されるところです。 

このような経済情勢の下で、平成24年７月からは固定価格買取制度が施行されるなど、再生可能エネ

ルギーに注目が集まっており、当社の中核事業である廃棄物処理プラント、国内外のバイオマス発電プ

ラントなどのさらなる需要が見込まれております。当連結会計年度においては、災害廃棄物処理施設の

建設及び運転などのほか、ごみ処理施設の大規模改修工事などを受注したことから、受注高は90,362百

万円となりましたが、大型のごみ処理施設建設工事を相次いで受注した前連結会計年度に比べ6,678百

万円の減少となりました。しかし、受注していた大型のごみ処理施設建設工事などが順調に進捗してい

ることから、売上高は101,014百万円と前連結会計年度に比べ11,874百万円（13.3%）の増加となりまし

た。この結果、受注残高は78,160百万円となりました。 

損益面においても、売上高が増加したことによるほか、より一層の原価低減、固定費削減を進め、震

災復興などにより需要が増加したものの資機材等の価格が落ち着いていたこともあり、営業利益は

6,428百万円と前連結会計年度に比べ2,866百万円（80.4%）の増加となり、経常利益も7,336百万円と前

連結会計年度に比べ2,939百万円（66.9%）の増加となりました。また、訴訟損失引当金繰入額のほか、

欧州の連結子会社２社を連結範囲から除外したことによる為替換算調整勘定取崩額などの特別損失が発

生しておりますが、当期純利益は4,211百万円と前連結会計年度に比べ2,390百万円（131.3%）の増加と

なりました。 

  

当連結会計年度におけるセグメントごとの業績は、次のとおりであります。 
 

  

東日本の災害廃棄物処理施設の建設及び運転などのほか、ごみ処理施設の大規模改修工事などを受注

していることから、受注高は64,687百万円となりましたが、大型のごみ処理施設建設工事を相次いで受

注した前連結会計年度に比べ8,627百万円の減少となりました。しかし、受注していた大型のごみ処理

施設建設工事などが順調に進捗していることから、売上高は75,405百万円と前連結会計年度に比べ

10,604百万円（16.4%）の増加となりました。 

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析

① 当期の経営成績

(単位：百万円)

セグメントの名称 受注高 売上高 営業損益 受注残高

環境・エネルギー（国内）事業 64,687 75,405 8,717 68,394

環境・エネルギー（海外）事業 2,951 3,697 54 2,411

民生熱エネルギー事業 17,158 16,593 △461 3,940

設備・システム事業 6,401 6,649 △235 3,464

計 91,198 102,345 8,074 78,209

調整額 △836 △1,330 △1,645 △49

合計 90,362 101,014 6,428 78,160

［環境・エネルギー（国内）事業］
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損益面でも、売上高が増加したことによるほか、より一層の原価低減、固定費削減が進んでおり、営

業利益が8,717百万円と前連結会計年度に比べ3,066百万円（54.3%）の増加となりました。 

  

東南アジアでのバイオマス発電ボイラの受注などにより、受注高は2,951百万円と前連結会計年度に

比べ1,270百万円（75.6%）の増加となり、売上高についても3,697百万円と前連結会計年度に比べ889百

万円（31.7%）の増加となりました。 

損益面でも、アジアにおいて原価低減が進んでいるほか、欧州における損失も縮減できたことなどか

ら、営業利益は54百万円となり黒字に転換いたしました。 

  

リーマン・ショックからの長期に渡る国内需要の落ち込みのなか、貫流ボイラ、真空温水機などの更

新需要とメンテナンス需要の獲得に努めており、受注高は17,158百万円と前連結会計年度に比べ814百

万円（5.0%）の増加となり、売上高も16,593百万円と前連結会計年度に比べ406百万円（2.5%）の増加

となりました。 

損益面では、製品戦略の見直しによる在庫品の処分など一時的な損失が発生したほか、当連結会計年

度で終了したのれんの償却もあり、461百万円の営業損失となりました。 

  

建築設備のほか、回復の兆しも見られた半導体産業用設備の需要も引き続き低迷しているなか、受注

高は6,401百万円と前連結会計年度に比べ118百万円（1.9%）の増加となり、売上高も6,649百万円と前

連結会計年度に比べ499百万円（8.1%）の増加となりました。 

損益面では、235百万円の営業損失となりました。 

  

国内においては、一般廃棄物処理プラント事業ではごみ処理施設の更新・改造需要が、エネルギープ

ラント事業においても環境負荷低減効果のほかエネルギー政策の転換などもあり、バイオマス発電プラ

ントなどエネルギー関連の需要が引き続き見込まれており、これらの受注に努めてまいります。また、

海外においてもバガス焚ボイラを着実に受注しており、引き続き旺盛な需要の獲得に努めてまいりま

す。 

再生可能エネルギー関連の需要のほか、震災復興の需要などの増加から、資機材価格、工事価格の上

昇も見込まれますが、当社グループの次期業績につきましては、売上高は97,000百万円と当連結会計年

度を下回るほか、営業利益は4,000百万円、経常利益は5,000百万円といずれも当連結会計年度に比べる

と減益となるものの、当期純利益は4,000百万円と当連結会計年度並みとなる見通しです。 

なお、当社グループの事業では、納期が連結会計年度末直前となる工事が多く、第４四半期にかけて

進ちょく、引渡しが多くなる傾向にあり、業績においても第４四半期での売上高が他の四半期と比較し

て著しく大きくなるなど季節的変動が大きいことから、業績管理については年次のみで行うこととして

おります。 

・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、当社としてその実現を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。 

［環境・エネルギー（海外）事業］

［民生熱エネルギー事業］

［設備・システム事業］

② 次期の見通し
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当連結会計年度末の総資産は、107,028百万円と前連結会計年度末に比べ6,179百万円の増加となりま

した。これは主に、有形固定資産、無形固定資産が償却などによりあわせて1,392百万円の減少となっ

た一方で、売上高の増加にともない受取手形及び売掛金が5,719百万円の増加となり、営業活動による

キャッシュ・フローが改善したことなどから現金及び預金が1,918百万円の増加となったことによるも

のであります。 

負債は、78,719百万円と前連結会計年度末に比べ1,772百万円の増加となりました。これは主に、短

期借入金、長期借入金をあわせて借入金が2,561百万円の減少となった一方で、支払手形及び買掛金が

3,434百万円の増加となり、訴訟損失引当金が1,210百万円の増加となったことによるものであります。

純資産は、28,308百万円と前連結会計年度末に比べ4,406百万円の増加となりました。これは主に、

当期純利益のほか持分法の適用範囲の変動により利益剰余金が3,688百万円の増加となったほか、その

他有価証券評価差額金、為替換算調整勘定がそれぞれ227百万円、450百万円の増加となったことによる

ものであります。 

この結果、自己資本比率は26.2%と前連結会計年度末に比べ2.7ポイントの増加となり、１株当たり純

資産額も339円20銭と前連結会計年度末に比べ52円93銭の増加となりました。 

  

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は17,384百万円と、連結除外に伴う現金及び現金同等

物の減少額が394百万円であったものの、前連結会計年度末に比べ1,874百万円の増加となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、4,565百万円の資金の増加となりました。これは主に、売上

債権の増加により6,173百万円、訴訟和解金の支払により502百万円の減少となった一方で、訴訟損失引

当金繰入額1,712百万円、のれんを含む減価償却費1,451百万円を計上した上での税金等調整前当期純利

益4,572百万円により増加したほか、仕入債務の増加3,500百万円により増加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・フローは、270百万円の資金の増加となりました。これは主に、有形固

定資産の取得により減少した一方で、投資有価証券の売却によって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・フローは、2,493百万円の資金の減少となりました。これは主に、長期

借入金の返済5,677百万円が長期借入れによる収入3,876百万円を上回ったことによるものであります。

  

（２）財政状態に関する分析

① 資産、負債及び純資産の状況

② キャッシュ・フローの状況

株式会社タクマ(6013) 平成24年3月期 決算短信

－4－



  
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。 

   

  

(注) 自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：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21年３月期、平成22年３月期及び平成23年３月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率、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。 

  

当社は、激化する市場での競争力を確保するため、企業体質の強化を図りながら、安定した配当を維

持することを基本に、業績等を総合的に勘案し、利益還元を行う方針であります。  

平成21年３月期以降、誠に遺憾ながら無配としてまいりましたが、その間、早期の業績回復と安定的

な黒字化に向けてグループを挙げて取り組んでまいりました。その結果、業績は着実に回復してきてお

り、当期の業績や今後の業績見通し、今後の事業展開等を総合的に勘案し、復配の目途がついたと判断

されることから、当期は１株あたり２円の期末配当を実施することといたしました。 

また、次期配当につきましては、１株当たり年間４円（中間２円、期末２円）とさせていただく予定

であります。 

  

  

平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期

自己資本比率(％) 23.1 23.6 23.5 26.2

時価ベースの自己資本比率(％) 12.6 19.1 23.3 31.8

キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年) ― ― ― 6.3

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) ― ― ― 7.7

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社は、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で、社会に

貢献し、企業としての価値を高め、長期的な発展と、すべてのステークホルダーの満足を目指すことを

経営理念としております。 

この経営理念のもと、企業ビジョンとして「再生可能エネルギーの活用と環境保全の分野を中心にリ

ーディングカンパニーとして社会に必須の存在であり続け、2020年度に経常利益100億円を目指す」こ

とを掲げ、その実現を目指し事業活動を展開しております。また、こ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結集することにより、その成果として実現できるものと考えており、連結決算に

おける収益の 大化と企業価値の増大を経営の基本方針としております。 

  

当社グループは、早期の業績回復と安定的な黒字化を目指し、平成21年度より「中核事業への経営資

源の集中」と「リスク管理・コスト管理の徹底」を柱とする第９次中期経営計画の諸施策に取り組んで

まいりました。事業の選択と集中は概ね完了し、中核事業における一定の受注の確保、コスト低減によ

る利益率の改善、欧州事業における損失の縮減等、ほぼ所期の成果をあげたことで、計画をスタートさ

せた平成21年度以降、着実に業績を改善させ、数値目標である「 終年度（平成23年度）の経常利益50

億円以上」を達成いたしました。 

これらの成果ならびに当社グループを取り巻く経営環境の変化を踏まえ、これまでの中長期企業ビジ

ョンを見直すとともに、新たな企業ビジョンの達成に向けた第一ステップとして、現在の業績回復基調

を確実なものとし安定的な収益を継続するための事業基盤の強化と、次の収益拡大に向けた体制整備を

主眼とする第10次中期経営計画（平成24～26年度）を本年４月よりスタートさせました。 

  

当社グループは、連結経常利益を 重要経営指標と位置付けております。 

第10次中期経営計画においては、安定的な収益を継続的に確保するとともに、利益体質と財務基盤の

更なる強化を図ることを目的とし、以下の数値目標を設定しております。（いずれも連結ベース） 

① 計画期間（平成24～26年度）累計の経常利益     ： 150億円以上 

② 計画期間（平成24～26年度）累計の売上高経常利益率 ： ５％以上 

③ 計画 終年度（平成26年度）末の自己資本比率    ： 35％以上 

  

第10次中期経営計画では、以下の４つを基本方針として掲げております。 

業績回復基調を確実なものとし、安定的な収益を継続するため、事業戦略に合致した戦略的な人材配

置の推進により要員の確保を図るとともに、提案力・コスト力・品質管理体制の強化を中心に第９次中

期経営計画の取り組みを継続・強化し、中核事業でのシェアの維持・拡大ならびにメンテナンス収益の

維持・向上を図り、強固な事業基盤を確立します。 

２．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

（２）中長期的な会社の経営戦略

（３）目標とする経営指標

（４）会社の対処すべき課題

① 強固な事業基盤の確立
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電力全量買取制度の制定、エネルギー政策の転換など市場環境が大きく変化するなかで、これからの

社会ニーズに対応した技術・商品・サービスを開発し、競合他社との差別化、競争優位の確立につなげ

ます。 

また、需要の拡大が見込まれる東南アジアを中心に、十分な市場調査とリスク評価のもと、地域・顧

客ごとに 適な事業スキームの構築と対応体制の整備を進め、本格的な海外展開に向けた準備を行いま

す。 

企業競争力の向上をはかるため、事業ノウハウを「組織知」として蓄積・伝承し、新たな知識を創造

していくサイクルを構築します。 

また、個々人の基本的な職務能力と主体性を高め、その能力を 大限に発揮することができる企業体

質・企業風土の醸成に努めるとともに、構想力・実行力のある人材の育成に取り組み、次を担う人材の

確実かつ継続的な輩出につなげます。 

コンプライアンスは健全な企業風土を形成する活動と考え、タクマグル－プ会社倫理憲章、行動基準

を中心に、関連法令や社内規程を含めた企業倫理を周知徹底する啓発・教育活動を継続して実施し、タ

クマグループ全体でコンプライアンスの浸透・定着に向けた取り組みを継続します。 

  

② 収益拡大ステージに向けた体制整備

③ ノウハウ伝承・人材育成の取り組み充実

④ コンプライアンスの浸透・定着
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３．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 16,271 18,189

受取手形及び売掛金 43,534 49,253

有価証券 3 72

商品及び製品 426 544

仕掛品 2,874 3,506

原材料及び貯蔵品 1,308 1,370

繰延税金資産 3,012 2,029

前渡金 163 408

前払費用 275 238

未収還付法人税等 210 185

未収消費税等 182 38

その他 1,399 1,059

貸倒引当金 △33 △36

流動資産合計 69,629 76,863

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,257 4,958

機械装置及び運搬具（純額） 3,275 3,003

土地 3,929 3,928

リース資産（純額） 195 199

その他（純額） 180 160

有形固定資産合計 12,838 12,250

無形固定資産   

のれん 2,159 1,399

その他 322 277

無形固定資産合計 2,481 1,677

投資その他の資産   

投資有価証券 10,902 11,096

長期貸付金 2,410 2,186

繰延税金資産 1,907 2,744

その他 1,440 817

貸倒引当金 △762 △608

投資その他の資産合計 15,898 16,237

固定資産合計 31,219 30,164

資産合計 100,848 107,028
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 28,508 31,942

短期借入金 16,817 16,958

未払費用 767 908

リース債務 44 56

未払法人税等 206 177

未払消費税等 114 249

繰延税金負債 － 5

前受金 3,008 2,723

賞与引当金 1,505 1,683

製品保証引当金 368 322

工事損失引当金 73 41

訴訟損失引当金 － 1,210

設備関係支払手形 13 －

その他 1,320 1,313

流動負債合計 52,749 57,591

固定負債   

長期借入金 14,294 11,732

リース債務 160 149

繰延税金負債 248 179

退職給付引当金 6,478 6,903

役員退職慰労引当金 251 218

負ののれん 2,510 1,697

その他 252 247

固定負債合計 24,197 21,127

負債合計 76,946 78,719

純資産の部   

株主資本   

資本金 13,367 13,367

資本剰余金 3,844 3,840

利益剰余金 9,869 13,557

自己株式 △3,605 △3,600

株主資本合計 23,475 27,165

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 744 971

繰延ヘッジ損益 4 15

為替換算調整勘定 △555 △104

その他の包括利益累計額合計 193 882

少数株主持分 231 260

純資産合計 23,901 28,308

負債純資産合計 100,848 107,028
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
 連結損益計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 89,140 101,014

売上原価 70,850 79,905

売上総利益 18,290 21,108

販売費及び一般管理費   

貸倒引当金繰入額 5 1

給料及び手当 5,715 5,523

福利厚生費 1,237 1,238

賞与引当金繰入額 611 657

退職給付費用 431 340

役員退職慰労引当金繰入額 77 65

支払手数料 1,375 1,493

旅費及び交通費 815 775

減価償却費 258 228

のれん償却額 532 541

賃借料 875 777

租税課金 281 319

研究開発費 354 404

その他 2,155 2,312

販売費及び一般管理費合計 14,727 14,679

営業利益 3,562 6,428

営業外収益   

受取利息 82 89

受取配当金 187 204

持分法による投資利益 327 513

負ののれん償却額 813 813

為替差益 － 103

その他 240 171

営業外収益合計 1,651 1,895

営業外費用   

支払利息 512 576

弁護士報酬 36 132

為替差損 149 －

その他 118 279

営業外費用合計 817 988

経常利益 4,396 7,336
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 224 －

投資有価証券売却益 606 51

貸倒引当金戻入額 5 －

その他 17 －

特別利益合計 852 51

特別損失   

固定資産処分損 17 －

訴訟損失引当金繰入額 3,393 1,712

為替換算調整勘定取崩額 － 527

減損損失 1,538 211

投資有価証券評価損 26 104

退職給付制度改定損 481 －

その他 30 259

特別損失合計 5,488 2,815

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△238 4,572

法人税、住民税及び事業税 311 288

法人税等調整額 △2,374 41

法人税等合計 △2,062 329

少数株主損益調整前当期純利益 1,824 4,242

少数株主利益 2 30

当期純利益 1,821 4,211
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 連結包括利益計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 1,824 4,242

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,011 227

繰延ヘッジ損益 9 20

為替換算調整勘定 △184 445

その他の包括利益合計 △1,186 693

包括利益 637 4,935

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 637 4,900

少数株主に係る包括利益 0 35

株式会社タクマ(6013) 平成24年3月期 決算短信

－12－



（３）連結株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 13,367 13,367

当期末残高 13,367 13,367

資本剰余金   

当期首残高 3,844 3,844

当期変動額   

株式交換による自己株式の交付 － △3

当期変動額合計 － △3

当期末残高 3,844 3,840

利益剰余金   

当期首残高 8,048 9,869

当期変動額   

当期純利益 1,821 4,211

持分法の適用範囲の変動 － △523

当期変動額合計 1,821 3,688

当期末残高 9,869 13,557

自己株式   

当期首残高 △3,603 △3,605

当期変動額   

株式交換による自己株式の交付 － 6

自己株式の取得 △2 △1

当期変動額合計 △2 5

当期末残高 △3,605 △3,600

株主資本合計   

当期首残高 21,657 23,475

当期変動額   

当期純利益 1,821 4,211

株式交換による自己株式の交付 － 3

自己株式の取得 △2 △1

持分法の適用範囲の変動 － △523

当期変動額合計 1,818 3,689

当期末残高 23,475 27,165
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 1,755 744

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,011 227

当期変動額合計 △1,011 227

当期末残高 744 971

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 － 4

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4 10

当期変動額合計 4 10

当期末残高 4 15

為替換算調整勘定   

当期首残高 △378 △555

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △176 450

当期変動額合計 △176 450

当期末残高 △555 △104

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 1,377 193

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,183 688

当期変動額合計 △1,183 688

当期末残高 193 882

少数株主持分   

当期首残高 255 231

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △23 28

当期変動額合計 △23 28

当期末残高 231 260

純資産合計   

当期首残高 23,290 23,901

当期変動額   

当期純利益 1,821 4,211

株式交換による自己株式の交付 － 3

自己株式の取得 △2 △1

持分法の適用範囲の変動 － △523

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,207 717

当期変動額合計 611 4,406

当期末残高 23,901 28,308
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

△238 4,572

減価償却費 1,057 909

減損損失 1,538 211

のれん償却額 532 541

負ののれん償却額 △813 △813

投資有価証券売却損益（△は益） △606 △51

投資有価証券評価損益（△は益） 26 104

固定資産売却損益（△は益） △224 －

固定資産処分損益（△は益） 17 －

為替換算調整勘定取崩額 － 527

貸倒引当金の増減額（△は減少） △63 △152

賞与引当金の増減額（△は減少） 28 177

工事損失引当金の増減額（△は減少） △88 △30

退職負債の増減額（△は減少） 823 383

受取利息及び受取配当金 △270 △293

支払利息 512 576

持分法による投資損益（△は益） △327 △513

訴訟損失引当金繰入額 3,393 1,712

売上債権の増減額（△は増加） △346 △6,173

たな卸資産の増減額（△は増加） △115 △813

未収消費税等の増減額（△は増加） △33 144

その他の流動資産の増減額（△は増加） 252 △186

仕入債務の増減額（△は減少） 3,107 3,500

未払消費税等の増減額（△は減少） △911 136

その他の流動負債の増減額（△は減少） △1,486 232

その他 157 894

小計 5,922 5,596

利息及び配当金の受取額 355 392

利息の支払額 △502 △590

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △300 △330

訴訟和解金の支払額 △4,666 △502

課徴金の仮払額 △4,702 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,895 4,565
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31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） 31 △46

有形固定資産の取得による支出 △229 △220

有形固定資産の売却による収入 318 －

無形固定資産の取得による支出 △27 △47

投資有価証券の取得による支出 △154 0

投資有価証券の売却による収入 1,043 292

貸付けによる支出 △969 △196

貸付金の回収による収入 195 236

その他の投資の増加による支出 △147 △72

その他の投資の減少による収入 169 335

その他 1 △7

投資活動によるキャッシュ・フロー 230 270

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） 2,152 △620

長期借入れによる収入 8,600 3,876

長期借入金の返済による支出 △2,678 △5,677

自己株式の取得による支出 △2 △1

少数株主への配当金の支払額 △24 △6

その他 △47 △64

財務活動によるキャッシュ・フロー 7,999 △2,493

現金及び現金同等物に係る換算差額 △292 △72

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,042 2,269

現金及び現金同等物の期首残高 11,467 15,509

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △394

現金及び現金同等物の期末残高 15,509 17,384
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該当事項はありません。 

  

下記「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記されているものを除き、 近の

有価証券報告書(平成23年６月30日提出)における記載から重要な変更がないため開示を省略しておりま

す。 

  

連結子会社の数 16社 

なお、連結子会社であったKAB Takuma GmbH及びBioener ApSは、重要性の観点から、当連結会計年

度末において連結の範囲から除外しております。 

  

持分法適用の関連会社数 ４社 

なお、㈱市原ニューエナジーについては、重要性が増したことから、当連結会計年度より持分法の

適用範囲に含めております。 

また、㈱ミダックふじの宮については、保有する全株式を譲渡したことから、当連結会計年度より

持分法の適用範囲から除外しております。 

  

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

（７）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

① 連結の範囲に関する事項

② 持分法の適用に関する事項
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報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

前連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

(単位：百万円) 

 
(注) １ セグメント利益又は損失の調整額△1,342百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用 

△1,628百万円及びその他の調整額285百万円が含まれております。全社費用は、報告セグメントに帰属

しない販売費及び一般管理費であります。 

２ セグメント利益又は損失の合計額は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

３ 事業セグメントに資産を配分していないため、セグメント資産の記載は行っておりません。 

  

当連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日) 

(単位：百万円) 

 
(注) １ セグメント利益又は損失の調整額△1,645百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用 

△1,910百万円及びその他の調整額264百万円が含まれております。全社費用は、報告セグメントに帰属

しない販売費及び一般管理費であります。 

２ セグメント利益又は損失の合計額は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

３ 事業セグメントに資産を配分していないため、セグメント資産の記載は行っておりません。 

（８）連結財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報等)

報告セグメント
調整額 
(注１)

連結
損益計算書
計上額 
(注２)

環境・
エネルギー
(国内)事業

環境・
エネルギー
(海外)事業

民生熱
エネルギー

事業

設備・
システム 
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 64,298 2,806 16,074 5,961 89,140 ― 89,140

セグメント間の内部売上高 
又は振替高

502 0 112 188 803 △803 ―

計 64,801 2,807 16,186 6,149 89,944 △803 89,140

セグメント利益又は損失(△) 5,651 △472 △294 20 4,905 △1,342 3,562

報告セグメント
調整額 
(注１)

連結
損益計算書
計上額 
(注２)

環境・
エネルギー
(国内)事業

環境・
エネルギー
(海外)事業

民生熱
エネルギー

事業

設備・
システム 
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 74,914 3,697 16,517 5,884 101,014 ― 101,014

セグメント間の内部売上高 
又は振替高

490 － 75 764 1,330 △1,330 ―

計 75,405 3,697 16,593 6,649 102,345 △1,330 101,014

セグメント利益又は損失(△) 8,717 54 △461 △235 8,074 △1,645 6,428
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（注）潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  

１株当たり当期純利益の算定上の基礎 

 
  

１株当たり純資産額の算定上の基礎 

 
  

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22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

１株当たり純資産額 286.27円 339.20円

１株当たり当期純利益金額 22.03円 50.94円

項目
前連結会計年度

(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

 連結損益計算書上の当期純利益(百万円) 1,821 4,211

 普通株式に係る当期純利益(百万円) 1,821 4,211

 普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

 普通株式の期中平均株式数(千株) 82,688 82,686

項目
前連結会計年度

(平成23年３月31日)
当連結会計年度 

(平成24年３月31日)

連結貸借対照表上の純資産の部の合計額(百万円) 23,901 28,308

純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) 231 260

  (うち少数株主持分) (231) (260)

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 23,669 28,048

１株当たり純資産額の算定に用いられた 
期末の普通株式の数(千株)

82,682 82,688

(重要な後発事象)
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① 新任取締役候補 

 
 （現：常務執行役員 兼 エンジニアリング統轄本部プロジェクトセンター長） 
  

 
 （現：執行役員 兼 営業統轄本部エネルギー・新環境本部長 兼 国際本部長） 

  

② 退任予定取締役 

 
 （顧問に就任予定） 

  

③ 新任監査役候補 

 
 （現：株式会社三光マーケティングフーズ 社外監査役 

     兼 全日本空輸株式会社 常勤顧問） 

  

④ 退任予定監査役 

 
  

⑤ 就任・退任予定日 

平成24年６月28日 

  

以上

  

  

４．その他

役員の異動

取締役 兼 常務執行役員 

兼 エンジニアリング統轄本部プロジェクトセンター長

くまだ  まさゆき

熊田 雅行

取締役 兼 執行役員 

兼 営業統轄本部エネルギー・新環境本部長 兼 国際本部長

まつはし しゅんいち

松橋 俊一

取締役
はしもと じょうじ

橋本 城二

監査役（非常勤・社外監査役）
いわはし おさむ

岩橋 修

監査役（非常勤・社外監査役）
ひめの  やすひろ 

姫野 甯尋
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