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平素より格別のご支援を賜り、厚くお礼申し上げます。
新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として先行き不
透明な状況が続いております。感染された方々のご回復と、この
状況の一日も早い収束を心より祈っております。
当社グループの主要事業においては、稼働後長期間が経過し老朽
化したごみ処理プラントの更新、基幹改良工事や、下水汚泥焼却プ
ラントにおける省エネ・創エネ型機器への転換、「再生可能エネル
ギーの固定価格買取制度」の後押しを受ける民間向けのバイオマス
発電プラントの建設工事などで引き続き需要が見込まれております。
2020年度は、現在の中長期ビジョン（企業ビジョン）の最終
ステージとなる第12次中期経営計画（３カ年）の最終年度にあ
たります。将来の環境変化に強い事業基盤・経営基盤を構築する
ことを目指し、グループ一丸となって企業ビジョンの達成とその
後の着実な成長に向けまい進してまいります。
今後ともタクマグループになお一層のご支援を賜りますよう、
よろしくお願い申し上げます。

株主の皆様へ

代表取締役社長

第12次中期経営計画（2018～2020年度）

企業ビジョン
・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

続けること。
・目指すべき利益レベルとして「2020年度に経常利益100億円」を掲げ、事業環境が大きく変動するなかに

おいても、安定的に100億円以上を獲得し得る体制を構築すること。

①顧客価値の創造
②継続的イノベーション
③環境変化対応と
　リスクマネジメント

基本方針実現のための視点 基本方針

1. 収益基盤のより一層の強化・拡大

2. 持続的成長の確保

3. ビジネスプロセス変革等による生産性の向上

4. 人材の活躍促進

5. コンプライアンス経営の継続的推進

ビジョン達成
変化に強い事業基盤・
経営基盤を構築

数値目標
３カ年累計連結経常利益　330億円
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2020年度（第117期）上半期における当社グ
ループの経営成績は、主に環境・エネルギー（国
内）事業の増加により受注高は前年同期に比べ
486億9,000万円増加の1,189億3,300万円、売
上高は125億8,600万円増加の703億5,200万円
となりました。受注残高については、3,938億
9,600万円となりました。
損益面においては、主に環境・エネルギー（国

内）事業の増益により、前年同期に比べ営業利益
は58億2,600万円（前年同期比20億9,600万円
増）、経常利益は62億4,400万円（前年同期比21
億9,600万円増）となりました。
なお、新型コロナウイルス感染症による先行き
の不透明感から、一部において設備投資意欲の減
退等も見られましたが、当第２四半期連結累計期
間の経営成績において、重要な影響は見られてお
りません。
2020年度（第117期）通期の予想は売上高

1,350億円、経常利益115億円、親会社株主に帰
属する当期純利益84億円と、期初予想通りとして
おります。建設需要の増加に伴い工事価格は依然
として高水準で推移しておりますが、今後も、徹
底した品質管理、安全管理のもとでコスト管理、
工程管理を行い、確実に収益を確保していきま
す。なお、新型コロナウイルス感染症の影響が今
後さらに拡大・深刻化した場合には、需要減退・
発注延期に伴う新規受注の減少、受注済案件の納
期延長に伴う売上の減少等の影響が生じる可能性
がありますが、現時点では上記の見通しには織り
込んでおりません。
配当につきましては、中間配当金を期初予想通

り１株当たり18円とさせていただきました。2020
年度期末配当金についても18円を予定し、年間配
当金は合計36円とさせていただく予定です。

2020年度（第117期）上半期の業績および今後の取り組み

業績の推移（連結）
上半期 （単位：億円）通期

第117期

第117期

第117期

第117期

第116期

第116期

第116期

第116期

1,344

103

1,488

3,453

第115期

第115期

第115期

第115期

1,219

506

123

1,798

3,309

42

920

3,144

1,350（予想）

1,800（予想）

703

115（予想）

62

1,189

3,938

577

40

702

3,434

売 上 高

経常利益

受注残高

受 注 高
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トピックス　タクマビル新館
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タクマビル新館（研修センター）が竣工

タクマビル新館

施設概要
建物名称：�タクマビル新館（研修センター）
所在地：�兵庫県尼崎市金楽寺町2丁目2番33号�

（本社敷地内）
延床面積：�3,334.35m2（6階建て）
設計施工：�株式会社竹中工務店
備考：�「平成30年度サステナブル建築物等先導事業

（木造先導型）：国土交通省」に採択

　当社が本社社屋で実施している各種プラントの遠
隔監視・運転支援機能（Solution�Lab）の更なる拡
充および、社員の育成・能力開発の充実を目的に建
設を進めていたタクマビル新館（研修センター）が、
株式会社竹中工務店の設計施工により10月19日に竣
工しました。
　本施設は、２時間耐火集成材の他、CLT（Cross�
Laminated�Timber：直交集成材）耐震壁+鉄骨ハ
イブリッド構造を組み合わせた６階建ての次世代木
質構造建築です。国土交通省の「平成30年度サステ
ナブル建築物等先導事業（木造先導型）」に採択され
ています。免震構造の採用により高い耐震性能を備
え、地震などの自然災害に対する防災拠点機能も有
しています。建物内部では積極的に木材を利用し、
木の温もりに囲まれた落ち着いた職場環境の創出を
実現しました。
　サステナブルな拠点づくりが求められている昨今、

タクマグループではSolution�Labや人材開発施設の
拡充に係る新拠点の整備に際して、再生可能エネル
ギー分野とつながりが深く、林業の持続可能な成長
に貢献できる木造建築を採用し建設しました。また、
通常はオフィスとして使用しますが、災害時には防
災拠点としての機能を活用することで、地域のレジ
リエンス向上にも貢献します。
　本施設を通じて、プラントの遠隔監視・運転支援
や人材の能力開発に加え、グループ内外の人々によ
る活発な議論や自由な発想を促進する場を構築する
ことで、お客様や社会の課題を解決する新たな技術
やサービスの創造を目指します。
　これからもタクマグループは、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価値のある製品やサービスのご
提供を通じ、持続可能な社会の実現に向けて取り組
んでまいります。
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受注物件

技術の導入による廃棄物の安定処理に加え、高効率
発電や地域熱供給によるCO2排出量の削減により、
地域の安心・安全な生活や環境を守ります。また、“平
常時”は市民の方が気軽に交流したり、地域住民や地
元企業と協働でSDGs未来都市の実現に向けた各種
イベントを開催するなど地域活動・協働の拠点とし
て、“災害時”はジャパン・レジリエンス・アワード
2019最高位グランプリを受賞したノウハウを活かし
た避難拠点として、“平常時”と“災害時”の両方で活躍
する「フェーズフリー」な施設を建設・運営します。
　当社は今後も、国内外の都市ごみ焼却施設で約
360施設の建設実績と多数の運営実績を活かし、こ
のような持続可能なまちづくりを実現する施設の建
設運営を通じて、持続可能な社会の形成に貢献して
まいります。

完成イメージ
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　当社は、札幌市が発注する「駒岡清掃工場更新事
業」（以下「本事業」）を受注いたしました。
　本事業は、稼働後30年以上が経過し老朽化が進む
駒岡清掃工場を「環境・エネルギー・地域融和を次
世代に繋ぐ廃棄物処理施設」として再整備するため、
DBO方式により新たに高効率ごみ発電施設および破
砕施設を建設するものです。当社を代表企業とする
企業グループは、施設の設計・建設および20年間の
運営維持管理業務を受託しております。
　札幌市は2018年に「SDGs未来都市」に選定され、
多様な主体と連携して持続可能なまちづくりを推進
しています。本事業において当社は、札幌市が目指
す持続可能なまちづくりに貢献するべく、高性能ス
トーカ炉や高度排ガス処理技術、遠隔監視・運転支
援拠点であるSolution�Labによる運転支援など最新

事業の概要
発 注 者：�札幌市
事 業 名：�駒岡清掃工場更新事業
事業内容：�施設の設計・建設、20年間の施設運営維持

管理業務
施設概要：①　高効率ごみ発電施設

処理能力：600ｔ/日（300ｔ/日×2炉）
処理方式：ストーカ式
発電出力：16,550ｋＷ

　②　破砕施設
処理能力：130ｔ/日（剪断ライン：80ｔ/日、
回転破砕ライン：50ｔ/日）

札幌市向けごみ処理施設整備・運営事業の受注について

010_0387901602012.indd   4 2020/11/11   4:59:38



環境・エネルギー（国内）事業
自治体向けの一般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、民間
向けの産業廃棄物処理プラント、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の
設計、施工およびメンテナンスのほか廃棄物処理を行
っております。

600

300

80

40

売上高
（単位：億円）

営業利益
（単位：億円）

第115期
（上半期）

459

第116期
（上半期）

589

第117期
（上半期）

45.5 43.6

65.4380

0 0

バイオマス発電プラント一般廃棄物処理プラント

事業の概況（上半期）

環境・エネルギー
（国内）事業
83.5％

設備・システム事業
4.8％民生熱エネルギー事業

10.6％

環境・エネルギー
（海外）事業
1.1％

703億円

売上高構成比率（2020年度上半期）
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売 上 高 58,908 百万円
（前年同期比12,910百万円増）

営 業 利 益 6,542 百万円
（前年同期比2,176百万円増）
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民生熱エネルギー事業環境・エネルギー（海外）事業

設備・システム事業

ホテル、旅館から工場まで幅広い分野で活躍する貫
流ボイラ、真空式温水機や、炉筒煙管ボイラ、水管ボ
イラ、熱媒ヒータ等の製造、販売、メンテナンスを行
っております。

廃棄物発電プラントや東南アジア向けのバガス（サ
トウキビの搾りかす）を燃料とするバイオマス発電ボ
イラの設計、施工およびメンテナンスを行っておりま
す。

大学、研究所、病院向けの建築設備、空調設備や�
半導体産業向けのクリーンルーム、ケミカルエアフィル
タ、洗浄・乾燥設備等の製造、販売を行っております。

20

10 0

5

売上高
（単位：億円）

営業利益
（単位：億円）

第115期
（上半期）

18

1.0

第116期
（上半期）

△1.1

第117期
（上半期）

△0.1
74

0 △5

40 5

20

売上高
（単位：億円）

営業利益
（単位：億円）

0

第115期
（上半期）

34 33

第116期
（上半期）

34

第117期
（上半期）

0.6 1.7 2.9

0 △5

100

75

50

25

売上高
（単位：億円）

営業利益
（単位：億円）

△5

0

5

第115期
（上半期）

75

第116期
（上半期）

82

第117期
（上半期）

74

0.41.0
3.0

0

真空式温水発生機
バコティンヒーター シリーズ

G/KSAN-201型/251型/301型

蒸気ボイラ
エクオス シリーズ

EQRH-502型

6

売 上 高 753 百万円
（前年同期比294百万円増）

営 業 利 益 △10 百万円
（前年同期比101百万円増）

売 上 高 3,414 百万円
（前年同期比81百万円増）

営 業 利 益 292 百万円
（前年同期比117百万円増）

売 上 高 7,437 百万円
（前年同期比823百万円減）

営 業 利 益 40 百万円
（前年同期比266百万円減）
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当第2四半期
2020.9.30現在

前　期
2020.3.31現在

資産の部

流動資産

現金及び預金 47,779 46,145

受取手形及び売掛金 67,312 73,349

たな卸資産 6,395 4,681

その他 4,662 2,812

貸倒引当金 △19 △19

流動資産合計 126,131 126,967

固定資産

有形固定資産 9,222 8,420

無形固定資産 256 275

投資その他の資産

投資有価証券 16,389 15,629

その他 14,147 12,313

貸倒引当金 △93 △108

投資その他の資産合計 30,443 27,834

固定資産合計 39,923 36,530

資産合計 166,054 163,498

当第2四半期
2020.9.30現在

前　期
2020.3.31現在

負債の部
流動負債

支払手形及び買掛金 30,756 29,276
電子記録債務 13,928 14,680
短期借入金 602 550
未払法人税等 1,456 1,673
前受金 9,364 10,029
賞与引当金 2,601 3,153
製品保証引当金 74 164
工事損失引当金 2,807 3,401
関係会社整理損失引当金 1,457 833
その他 3,455 3,820
流動負債合計 66,503 67,582

固定負債
長期借入金 120 262
役員退職慰労引当金 210 220
退職給付に係る負債 10,359 10,110
その他 276 282
固定負債合計 10,966 10,875

負債合計 77,469 78,458
純資産の部
株主資本

資本金 13,367 13,367
資本剰余金 3,840 3,818
利益剰余金 69,508 66,243
自己株式 △2,087 △2,178
株主資本合計 84,629 81,250
その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 3,890 3,764
繰延ヘッジ損益 △6 3
為替換算調整勘定 2 △2
退職給付に係る調整累計額 △321 △373
その他の包括利益累計額合計 3,564 3,392
非支配株主持分 390 397
純資産合計 88,584 85,040
負債純資産合計 166,054 163,498

連結貸借対照表 （単位：百万円）

連結財務諸表
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当第2四半期
2020.4.1～2020.9.30

前第2四半期
2019.4.1～2019.9.30

売上高 70,352 57,765
売上原価 56,815 46,109
売上総利益 13,537 11,655
販売費及び一般管理費 7,710 7,925
営業利益 5,826 3,730
営業外収益

受取利息 11 8
受取配当金 288 299
持分法による投資利益 60 37
その他 103 55
営業外収益合計 464 400

営業外費用
支払利息 7 8
コミットメントフィー 14 14
為替差損 11 0
その他 13 58
営業外費用合計 46 82
経常利益 6,244 4,048
特別利益

投資有価証券売却益 1,002 662
特別利益合計 1,002 662

特別損失
関係会社整理損失引当金繰入額 882 －
和解金 － 371
投資有価証券売却損 － 213
その他 － 27
特別損失合計 882 612
税金等調整前四半期純利益 6,364 4,098
法人税等 1,626 1,014
四半期純利益 4,738 3,083
非支配株主に帰属する四半期純利益又は
非支配株主に帰属する四半期純損失（△） 12 △46

親会社株主に帰属する四半期純利益 4,725 3,130

当第2四半期
2020.4.1～2020.9.30

前第2四半期
2019.4.1～2019.9.30

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,046 △1,468

投資活動によるキャッシュ・フロー △833 1,013

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,583 △1,325

現金及び現金同等物に係る換算差額 2 △18

現金及び現金同等物の増減額
（△は減少） 1,631 △1,799

現金及び現金同等物の期首残高 44,753 61,027

現金及び現金同等物の四半期末残高 46,385 59,227

連結損益計算書 連結キャッシュ・フロー計算書（要旨）（単位：百万円）（単位：百万円）
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（2020年9月30日現在）

設 立 1938年6月10日
資 本 金 13,367百万円
本社の所在地 〒660-0806

兵庫県尼崎市金楽寺町2丁目2番33号
TEL 06-6483-2609

事 業 所
大阪事務所 〒532−0011 大阪市淀川区西中島6丁目8番31号（花原第6ビル）

TEL��06−4805−7600
東京支社 〒108-0023 東京都港区芝浦3丁目9番1号（芝浦ルネサイトタワー）

TEL��03−5730−9200
北海道支店 〒060−0042 札幌市中央区大通西5丁目11番地（大五ビル）

TEL��011−221−4106
東北支店 〒980−0811 仙台市青葉区一番町2丁目1番2号（NMF仙台青葉通りビル）

TEL��022−222−3042

中部支店 〒450−0002 名古屋市中村区名駅3丁目22番8号（大東海ビル）
TEL��052−571−5211

九州支店 〒810−0022 福岡市中央区薬院1丁目1番1号（薬院ビジネスガーデン）
TEL��092−717−2828

沖縄営業所 〒901−2224 沖縄県宜野湾市真志喜1丁目11番12号（コモンズビル）
TEL��098−898−6650

播磨工場 〒676−8540 兵庫県高砂市荒井町新浜1丁目2番1号
TEL��079−443−6511

台北支店 台湾台北市114−92内湖區基湖路35巷16号7樓A1
TEL��+886−2−8752−3838

国　内
株式会社日本サーモエナー
各種ボイラ及び関連機器の製造・販売
株式会社タクマテクノス
環境施設等の維持管理運営及びボイラ、環境設備等の設計・施工及び監理
株式会社北海道サニタリー・メンテナンス
下水処理施設等の維持管理運営
株式会社タクマテクノス北海道
ごみ処理施設等の維持管理運営
株式会社サンプラント
空気調和設備、給排水衛生設備、電気設備等の設計・施工及び監理
タクマ・エンジニアリング株式会社
環境設備プラント、エネルギープラント等の設計
タクマシステムコントロール株式会社
環境設備プラント、エネルギープラント等の電気計装設備の設計
株式会社ダン・タクマ
クリーン機器、ケミカルエアフィルタ、クリーンルーム、乾燥装置等の製造、販売
協立設備株式会社
環境施設・機械設備、産業用ボイラ設備等の設計・施工及び監理
株式会社環境ソルテック
水質、排気ガス、土壌汚染等、環境問題関連の分析、計量事業
田熊プラントサービス株式会社
各種ボイラ、環境設備等のメンテナンス業務

長泉ハイトラスト株式会社
一般廃棄物最終処分場の施設整備、運営及び維持管理

藤沢ハイトラスト株式会社
一般廃棄物処理施設の運転及び保守管理

いわて県北クリーン株式会社
一般廃棄物及び産業廃棄物の処理業務

ひたちなか・東海ハイトラスト株式会社
一般廃棄物処理施設の運転及び保守管理

阿南ハイトラスト株式会社
一般廃棄物処理施設の運転及び保守管理

くるめハイトラスト株式会社
一般廃棄物処理施設の運転及び保守管理

ほくたんハイトラスト株式会社
一般廃棄物処理施設の運転及び保守管理

諏訪湖ハイトラスト株式会社
一般廃棄物処理施設の運転及び保守管理

今治ハイトラスト株式会社
一般廃棄物処理施設の運転及び保守管理

株式会社タクマエナジー
電力小売事業

海　外
臺田環工股份有限公司（台湾）
ごみ処理施設等のメンテナンス業務

SIAM�TAKUMA�Co.,�Ltd.（タイ）
エネルギー及び環境関連プラントの販売及びアフターサービス

会社概要

主要関係会社

（2020年9月30日現在）
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当社のホームページでは、株主・投資家の皆様
に対して、企業情報や財務情報について、積極
的に情報開示を行っております。当社をよりご
理解いただくためにも、ぜひアクセスしてくだ
さい。

https://www.takuma.co.jp/

情報満載！ホームページのご案内

【単元未満株式の買増請求・買取請求のご案内】
単元未満株式の買増し
　�株主様がお持ちの単元未満株式と併せて1単元（100株）
となる数の株式を、当社が市場価格で株主様に売却
（株主様にとっては買増し）いたします。

　例）��25株ご所有の株主様���→�　�75株を買増しして、
100株にすることが
できます。

単元未満株式の買取り
　�株主様がお持ちの単元未満株式を、当社が市場価格
にて買取りいたします。

　例）��25株ご所有の株主様���→�　�25株を当社に売却
することができま
す。

※�ご希望の株主様は、次頁の株主メモ欄に記載の特別
口座管理機関へお申し出ください。なお、証券会社
等に口座をお持ちの株主様は、お取引口座のある証
券会社等へお申し出ください。

（2020年9月30日現在）

発行可能株式総数 321,840,000株
発行済の株式総数 83,000,000株
株主総数 4,179名

■所有者別分布状況

金融機関・証券会社
38,116千株
45.9％

外国人
20,340千株
24.5％

国内法人
15,708千株

18.9％

個人・その他
7,053千株

8.5％

自己名義株式
1,780千株

2.2％

株式の状況

■大株主の状況（上位10名）

株主名 持株数（千株） 持株比率（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 9,562 11.8

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 6,911 8.5
みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 
再 信 託 受 託 者 株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 4,022 5.0

日本生命保険相互会社 3,593 4.4

光通信株式会社 3,494 4.3

JP MORGAN CHASE BANK 380055 2,379 2.9

タクマ共栄会 1,859 2.3

THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC-JAPAN FUND 1,632 2.0

株式会社三井住友銀行 1,621 2.0

SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT 1,529 1.9

（注）１． 当社は2020年9月30日現在、自己株式1,780千株を保有しております
が、上記大株主から除外しております。

 ２．持株比率は自己株式1,780千株を控除して計算しております。
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株 主 メ モ
事 業 年 度 ４月１日～翌年３月31日

定 時 株 主 総 会 毎年６月

基 準 日 定時株主総会の議決権� ３月31日
剰余金の配当� 期末� ３月31日
� 中間� ９月30日

株 主 名 簿 管 理 人
特 別 口 座 管 理 機 関 みずほ信託銀行株式会社

同 連 絡 先 みずほ信託銀行株式会社　証券代行部
〒168−8507　東京都杉並区和泉二丁目８番４号
TEL　0120−288−324（通話料無料）

公 告 方 法

電子公告（当社のホームページに掲載）
（https://www.takuma.co.jp/）
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をする
ことができない場合は、日本経済新聞に掲載

上 場 証 券 取 引 所 東京（証券コード：6013）

単 元 株 式 数 100株

（ご注意）
1.�株主様の住所変更・買取請求その他お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管
理機関（証券会社等）で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問い合
せください。株主名簿管理人（みずほ信託銀行）ではお取り扱いできませんのでご注意ください。

2.�未受領の配当金につきましては、みずほ信託銀行・みずほ銀行の本支店でお支払いいたします。
3.�証券会社等に口座をお持ちでない株主様の株式に関するお手続きにつきましては、特別口座管理機
関にお問い合せください。

010_0387901602012.indd   11 2020/11/11   4:59:42


