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平成 24 年６月８日 

各   位 

会 社 名 タ カ ノ 株 式 会 社

代 表 者 名 代表取締役社長  鷹 野  準

(コード番号：7885 東証第一部)

問合せ先責任者 常務取締役企画室長  大 原 明 夫

（ＴＥＬ 0265－85－3150） 
 
 
  （訂正） 

   「平成 24 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

 

 本日、平成24年５月11日に公表いたしました「平成24年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載内容

の一部に訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、訂正箇所につきまし

ては、下線を付しております。 

記 
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4.連結財務諸表 

 (7) 連結財務諸表に関する注記事項 

 （セグメント情報等） 

  ａ．セグメント情報 

   Ⅱ 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） 

 

（訂正前） 

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報 

（単位：千円） 

 報告セグメント 

 
住生活関連

機器 

検査計測

機器 
産業機器

エクステ

リア 
計 

その他 

（注） 
合計 

売上高    

外部顧客への売上高 6,213,240 5,389,690 1,422,130 782,119 13,807,181 1,480,529 15,287,710

セグメント間の内部売

上高又は振替高 
25,245 140,866 1,870 7,868 175,851 284,234 460,085

計 6,238,486 5,530,556 1,424,000 789,988 13,983,032 1,764,763 15,747,795

セグメント利益又はセグ

メント損失（△） 
△220,267 258,029 137,873 △180,242 △4,606 △16,359 △20,966

セグメント資産 5,653,922 8,744,303 1,650,148 1,083,793 17,132,168 2,043,035 19,175,204

その他の項目    

減価償却費 267,117 111,994 49,917 12,728 441,757 41,687 483,445

有形固定資産及び無形

固定資産の増加額 
199,154 86,034 112,993 41,656 439,839 267,456 707,295
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（注）その他の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ユニット（ばね）製品、機械・工具

等の販売に係る事業を含んでおります。 

 

４．報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項） 

（単位：千円） 

売上高 

報告セグメント計 13,983,032

「その他」の区分の売上高 1,764,763

セグメント間取引消去 △460,085

連結財務諸表の売上高 15,287,710

 

（単位：千円） 

利益又は損失 

報告セグメント計 △4,606

「その他」の区分の利益 △16,359

セグメント間取引消去 20,513

連結財務諸表の営業損失（△） △452

 

（単位：千円） 

資産 

報告セグメント計 17,132,168

「その他」の区分の資産 2,043,035

全社資産（注） 13,986,720

その他の調整額 △207,689

連結財務諸表の資産合計  32,954,235

（注）全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金（現金預金および有価証券）、長期投資

資金（投資有価証券）等であります。 

 

（単位：千円） 

その他の項目 報告セグメント計 その他 調整額 連結財務諸表計上額

減価償却費 441,757 41,687 △7,820 475,625

有形固定資産及び無形固

定資産の増加額 
439,839 267,456 △2,159 705,136
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（訂正後） 

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報 

（単位：千円） 

 報告セグメント 

 
住生活関連

機器 

検査計測

機器 
産業機器

エクステ

リア 
計 

その他 

（注） 
合計 

売上高    

外部顧客への売上高 6,213,240 5,389,690 1,422,130 782,119 13,807,181 1,480,529 15,287,710

セグメント間の内部売

上高又は振替高 
25,245 140,866 1,870 7,868 175,851 284,234 460,085

計 6,238,486 5,530,556 1,424,000 789,988 13,983,032 1,764,763 15,747,795

セグメント利益又はセグ

メント損失（△） 
△220,267 258,029 137,873 △180,242 △4,606 △16,359 △20,966

セグメント資産 5,653,922 8,744,303 1,650,148 1,083,793 17,132,168 2,043,035 19,175,204

その他の項目    

減価償却費 267,117 111,994 49,917 12,728 441,757 41,687 483,445

有形固定資産及び無形

固定資産の増加額 
199,154 86,034 112,993 41,656 439,839 24,758 464,598

（注）その他の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ユニット（ばね）製品、機械・工具

等の販売に係る事業を含んでおります。 

 

４．報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項） 

（単位：千円） 

売上高 

報告セグメント計 13,983,032

「その他」の区分の売上高 1,764,763

セグメント間取引消去 △460,085

連結財務諸表の売上高 15,287,710

 

（単位：千円） 

利益又は損失 

報告セグメント計 △4,606

「その他」の区分の利益 △16,359

セグメント間取引消去 20,513

連結財務諸表の営業損失（△） △452
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（単位：千円） 

資産 

報告セグメント計 17,132,168

「その他」の区分の資産 2,043,035

全社資産（注） 13,986,720

その他の調整額 △207,689

連結財務諸表の資産合計  32,954,235

（注）全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金（現金預金および有価証券）、長期投資

資金（投資有価証券）等であります。 

 

（単位：千円） 

その他の項目 報告セグメント計 その他 調整額 連結財務諸表計上額

減価償却費 441,757 41,687 △7,820 475,625

有形固定資産及び無形固

定資産の増加額 
439,839 24,758 240,538 705,136
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4.連結財務諸表 

 (7) 連結財務諸表に関する注記事項 

 （セグメント情報等） 

  ｂ．関連情報 

   Ⅱ 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） 

 

（訂正前） 

    2.地域ごとの情報 

    (1) 売上高                                      （単位：千円） 

日本 北米 アジア その他 合計 

13,043,845 73,876 2,144,032 25,956 15,287,710

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 

 

（訂正後） 

    2.地域ごとの情報 

    (1) 売上高                                      （単位：千円） 

日本 台湾 北米 アジア その他 合計 

13,043,845 1,569,351 73,876 574,680 25,956 15,287,710

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 

以上 

 


