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平成 20 年３月期  第１四半期財務・業績の概況 

平成 19 年８月 10 日 

上 場 会 社 名         株式会社タケエイ         上場取引所  東証マザーズ 
コ ー ド 番 号           2151                      ＵＲＬ  http://www.takeei.co.jp/               
代  表  者 （役職名）代表取締役社長      （氏名）三本 守 
問合せ先責任者 （役職名）取締役経営企画本部長  （氏名）輿石 浩   TEL (03)3869－2230 
 

（百万円未満切捨て）  

１．平成 20 年３月期第１四半期の連結業績（平成 19 年４月１日 ～ 平成 19 年６月 30 日） 
(1) 連結経営成績                            （％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（当期）純利益

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

20 年３月期第１四半期 3,487   ― 248    ― 93   ― 84     ―

19 年３月期第１四半期 ―   ― ―     ― ―   ― ―     ―

19 年３月期 15,005     1,828       1,250        617       

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜在株式調整後
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円    銭 円    銭

20 年３月期第１四半期        42    09     36  95 

19 年３月期第１四半期        ―    ―   ―  ― 

19 年３月期       332    11   ―  ― 

 
(2) 連結財政状態 

 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

20 年３月期第１四半期 26,539 6,651    24.8 2,892   97 

19 年３月期第１四半期 ― ―    ― ―   ― 

19 年３月期 24,564 4,011    16.0 2,115   29 

 
(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

 
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

20 年３月期第１四半期  902  △189 2,125 4,711 

19 年３月期第１四半期  ―  ― ― ― 

19 年３月期 2,146 △2,891 △934 1,872 

 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 第１ 
四半期末 中間期末 第３

四半期末 期末 年間 
  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭

19 年 3 月期  － － － － － － 33  00 33  00 

20 年 3 月期 － －   
 40  00 

20 年 3 月期（予想）  15  00   －  －   25  00 

(注)当社は平成 20 年 10 月 1日に株式分割を予定しておりますが、分割前の基準で算出しております。 

 
３．平成 20 年３月期の連結業績予想（平成 19 年４月１日 ～ 平成 20 年３月 31 日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 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

中  間  期 7,511  8.5 836  27.8 501  39.2 320  272.1 141     59

通     期 15,581  3.8 2,103  15.0 1,513  21.0  873   41.3 386     62

(注) 
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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) 四半期連結財務諸表の作成基準 ： 中間連結財務諸表作成基準 
(3) 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 有 

［（注）詳細は、14 ページ「四半期連結財務諸表作成のための重要な事項の変更」をご覧ください。］
(4) 会計監査人の関与 ： 有 

四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等
に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」
に基づく意見表明のための手続きを受けております。 

 
５．個別業績の概要（平成 19 年４月１日 ～ 平成 19 年６月 30 日） 
(1) 個別経営成績                            （％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（当期）純利益

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

20 年３月期第１四半期   2,643    ―    136    ―     46    ―     50    ―

19 年３月期第１四半期     ―    ―     ―    ―    ―    ―   ―    ―

19 年３月期  11,346        1,220         906          323      

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 
 円    銭

20 年３月期第１四半期 25     08 

19 年３月期第１四半期 ―    ― 

19 年３月期 173     76 

 
(2) 個別財政状態 

 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

20 年３月期第１四半期 19,328 6,152      31.8 2,707     49 

19 年３月期第１四半期 ― ―      ― ―     ― 

19 年３月期 17,442 3,547      20.3 1,907     06 

 
６．平成 20 年３月期の個別業績予想（平成 19 年４月１日 ～ 平成 20 年３月 31 日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 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

中  間  期  5,624   8.2  505   31.2 291   24.4 139     －  61     50 

通     期 11,819   4.2 1,455   19.2 1,111   22.6 533   64.9  236     09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.  当社の主要な顧客が属する建設業界における季節的変動として上期に比べ下期に受注や売上が増加する傾向があり、

処理工場の損益分岐点の関係等から月次売上が増加する下期の利益が上期に比べて伸びる傾向にあります。 

2.  業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は今後さま

ざまな要因によって予想数値と異なる場合があります。 

3.  当該四半期より四半期財務・業績の開示を行なっているため､前年同四半期実績及びその増減率につきましては記載し

ておりません。 
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【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 

当第 1 四半期における我が国経済は、企業収益の堅調な推移を背景として引続き積極的な設備投

資が続き、また雇用情勢の好転により個人消費の緩やかな回復が続いているなか、原油価格高騰の

懸念もありますが、全体としては引続き着実な景気の拡大局面にあります。 

 このような経済状況におきまして廃棄物処理業界では、バイオマスエネルギー等代替エネルギー

への転換や再資源化への取り組みも続いております。また当社が主として取り扱っております建設

廃棄物についても同様の動きがあり、スクラップを中心とした再資源化品の価格の上昇がみとめら

れます。 

 そのような中、当社は昨年度稼動いたしました川崎リサイクルセンターが順調に運営を行なって

おり、当初予定通りの搬入量を確保できておりますが、工場稼動１年に満たない状況下で修繕費や

消耗品費等のコストが想定以上に発生しており、コスト削減効果が若干減殺されている状況です。

また解体工事から搬出される解体系混合廃棄物を得意とする連結子会社㈱リサイクル・ピアの東京

エコタウン工場においては昨年度同時期よりも搬入量は多いものの、収益としては当初の予定より

下回る結果となっております。ただ連結子会社㈱ギプロについては廃石膏ボード処理の規制強化に

伴う需要を昨年度に引続き享受でき、ほぼ予定通りの収益を確保しております。 

以上の結果、当第 1 四半期連結会計期間の売上高は 3,487 百万円、営業利益は 248 百万円、経常

利益は 93 百万円、第１四半期純利益は 84 百万円となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第 1四半期連結会計期間末における資産合計は 26,539 百万円となり、前連結会計年度末に比べ

1,974 百万円増加いたしました。流動資産は、受取手形及び売掛金が減少いたしましたが、現金及び

預金が増加したことから前連結会計年度末に比べ 2,147 百万円増加いたしました。固定資産は、有

形固定資産が減価償却等により減少したことから前連結会計年度末に比べ 160 百万円減少いたしま

した。 

 負債合計は 19,887 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 665 百万円減少いたしました。流動負

債は、買掛金、一年以内償還予定の社債が減少したことから前連結会計年度末に比べ 465 百万円減

少いたしました。固定負債は、長期借入金等が減少したことから前連結会計年度末に比べ 199 百万

円減少いたしました。 

 純資産合計は 6,651 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 2,640 百万円増加いたしました。こ

れは新株式発行により資本金、資本剰余金が 2,616 百万円増加したことによるものであります。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

当第 1 四半期につきましては、ほぼ計画に沿った業績で推移しているため、平成 19 年５月 30 日に

公表いたしました中間期及び通期の業績予想を修正しておりません。 

 

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） 

該当事項はありません。 
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５ 第１四半期連結財務諸表 

 

① 第１四半期連結貸借対照表 

 

  
当第１四半期連結会計期間末 

(平成19年６月30日) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金 ※２ 5,619,307  2,782,589

２ 受取手形及び売掛金 ※８ 2,607,719  3,260,759

３ たな卸資産  134,981  105,519

４ 繰延税金資産   113,109  105,651

５ その他の流動資産  322,604  426,317

 貸倒引当金  △75,473  △106,067

流動資産合計  8,722,247 32.8  6,574,771 26.8

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

(1) 建物及び構築物 
※１
※２

6,126,373  6,186,779

(2) 機械装置及び運搬具 ※１ 3,499,043  3,624,480

(3) 土地 ※２ 6,410,061  6,410,061

(4) 最終処分場 
※１
※２
※７

226,197  276,872

(5) その他の有形固定資産 ※１ 698,284  634,689

有形固定資産合計  16,959,959 63.9  17,132,883 69.7

２ 無形固定資産   

(1) のれん  181,060  183,540

(2) その他の無形固定資産  84,726  78,820

無形固定資産合計  265,786 1.0  262,361 1.1

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券  40,374  39,053

(2) 繰延税金資産  86,120  84,569

(3) その他の投資  514,201  528,873

貸倒引当金  △177,538  △198,279

投資その他の資産合計  463,159 1.8  454,215 1.9

固定資産合計  17,688,905 66.7  17,849,460 72.7

Ⅲ 繰延資産  128,487 0.5  140,606 0.5

資産合計  26,539,640 100.0  24,564,837 100.0
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当第１四半期連結会計期間末 

(平成19年6月30日) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

１ 買掛金  484,213  609,057

２ 短期借入金 ※２ 650,000  722,800

３ 一年以内返済予定の長期借入金 ※２ 3,148,473  3,138,012

４ 一年以内償還予定の社債  410,000  590,000

５ その他の流動負債 ※２ 1,686,158  1,784,928

流動負債合計  6,378,846 24.0  6,844,798 27.9

Ⅱ 固定負債   

１ 社債  1,400,000  1,440,000

２ 長期借入金 ※２ 10,814,467  10,909,309

３ 繰延税金負債  321,517  330,289

４ 処分場閉鎖引当金  110,287  108,357

５ 退職給付引当金  47,009  61,313

６ その他の固定負債  815,533  858,995

固定負債合計  13,508,815 50.9  13,708,264 55.8

負債合計  19,887,661 74.9  20,553,063 83.7

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金  2,231,242 8.4  923,191 3.8

２ 資本剰余金  2,394,619 9.0  1,086,580 4.4

３ 利益剰余金  1,946,858 7.4  1,923,732 7.8

株主資本合計  6,572,720 24.8  3,933,504 16.0

Ⅱ 評価・換算差額等   

１ その他有価証券評価差額金  1,256  953

評価・換算差額等合計  1,256 0.0  953 0.0

Ⅲ  少数株主持分  78,002 0.3  77,316 0.3

純資産合計  6,651,979 25.1  4,011,774 16.3

負債純資産合計  26,539,640 100.0  24,564,837 100.0
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② 第１四半期連結損益計算書 

 

  
当第１四半期連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日) 

前連結会計年度 
要約連結損益計算書 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

  金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高  3,487,727 100.0  15,005,269 100.0

Ⅱ 売上原価  2,691,252 77.2  10,982,960 73.2

売上総利益  796,475 22.8  4,022,309 26.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 548,113 15.7  2,193,938 14.6

営業利益  248,361 7.1  1,828,370 12.2

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息  361 1,217 

２ 雑収入  18,893 19,255 0.5 33,235 34,453 0.2

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息  119,849 445,275 

２  公開準備費用  21,789 2,000 

３ 雑損失  32,240 173,878 5.0 165,226 612,501 4.1

経常利益  93,737 2.6  1,250,321 8.3

Ⅵ 特別利益   

１ 固定資産売却益 ※２ 1,917 5,104 

２ 投資有価証券売却益  － 999 

３ 貸倒引当金戻入益  17,745 － 

４ 保険解約返戻金  28,605 － 

５ その他の特別利益  117 48,386 1.4 119 6,223 0.0

Ⅶ 特別損失   

１ 固定資産売却損 ※３ 533 2,992 

２ 固定資産除却損 ※４ － 11,966 

３ 事業所閉鎖費用 ※５ － 121,995 

４ 過年度処分場閉鎖引当金繰入額  － 533 0.0 100,989 237,943 1.5

税金等調整前 
第1四半期(当期)純利益 

 141,590 4.0  1,018,602 6.8

法人税、住民税及び事業税  66,889 467,983 

法人税等調整額  △17,988 48,900 1.4 △101,721 366,261 2.5

少数株主利益  8,183 0.2  34,601 0.2

第1四半期(当期)純利益  84,505 2.4  617,738 4.1
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③ 第１四半期連結株主資本等変動計算書 

当第１四半期連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日) 

 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

平成19年３月31日残高(千円) 923,191 1,086,580 1,923,732 3,933,504

第１四半期連結会計期間中の変動
額 

 

 新株の発行 1,308,051 1,308,038 ― 2,616,090

 剰余金の配当（注） ― ― △61,380 △61,380

 第１四半期純利益 ― ― 84,505 84,505

株主資本以外の項目の第１四半期
連結会計期間中の変動額(純額) ― ― ― ―

第１四半期連結会計期間中の変動
額合計(千円) 

1,308,051 1,308,038 23,125 2,639,215

平成19年６月30日残高(千円) 2,231,242 2,394,619 1,946,858 6,572,720

 

 
評価・換算差額等 

少数株主持分 純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

平成19年３月31日残高(千円) 953 953 77,316 4,011,774

第１四半期連結会計期間中の変動
額 

 

 新株の発行 ― ― ― 2,616,090

 剰余金の配当（注） ― ― ― △61,380

 第１四半期純利益 ― ― ― 84,505

株主資本以外の項目の第１四半期
連結会計期間中の変動額(純額) 302 302 686 989

第１四半期連結会計期間中の変動
額合計(千円) 302 302 686 2,640,205

平成19年６月30日残高(千円) 1,256 1,256 78,002 6,651,979

（注）平成19年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

平成18年３月31日残高(千円) 923,191 1,086,580 1,325,571 3,335,343

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当（注） ― ― △19,577 △19,577

 当期純利益 ― ― 617,738 617,738

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)  ― ― ― ―

連結会計年度中の変動額 
合計(千円) 

― ― 598,161 598,161

平成19年３月31日残高(千円) 923,191 1,086,580 1,923,732 3,933,504

 

 
評価・換算差額等 

少数株主持分 純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

平成18年３月31日残高(千円) 3,524 3,524 42,714 3,381,582

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当 （注） ― ― ― △19,577

 当期純利益 ― ― ― 617,738

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)  △2,571 △2,571 34,601 32,030

連結会計年度中の変動額合計(千円) △2,571 △2,571 34,601 630,191

平成19年３月31日残高(千円) 953 953 77,316 4,011,774

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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④ 第１四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 

  当第１四半期連結会計期間 
前連結会計年度の 

要約連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

  (自 平成19年４月１日 
 至 平成19年６月30日) 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 注記
番号 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー  

１ 税金等調整前第１四半期（当期）
純利益  141,590 1,018,602

２ 減価償却費  311,282 1,239,151

３ のれん償却額  2,480 9,921

４ 貸倒引当金の増減額（△減少額）  △23,435 46,573

５ 処分場閉鎖引当金の増加額  1,930 108,357

６ 受取利息及び受取配当金  △368 △2,284

７ 支払利息  119,849 445,275

８ 固定資産売却損益  △1,383 △2,112

９ 売上債権の増減額（△増加額）  646,250 △421,868

10 たな卸資産の減少額  △29,461 △4,843

11 仕入債務の増減額（△減少額）  △124,843 98,589

12 未払金の増減額（△減少額）  △34,462 216,096

13 その他  197,331 384,192

    小計  1,206,757 3,135,650

14 利息及び配当金の受取額  301 2,206

15 利息の支払額  △46,036 △440,571

16 法人税等の支払額  △258,298 △550,627

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー  902,723 2,146,658

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー 

 

１ 有形固定資産の取得による支出  △174,775 △2,713,207

２ 有形固定資産の売却による収入  2,225 8,676

３ 投資有価証券の取得による支出  △810 △6,389

４ 投資有価証券の売却による収入  － 1,000

５ 貸付けによる支出  △13,500 △87,736

６ 貸付金の回収による収入  4,761 96,567

７ その他  △7,796 △190,693

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー  △189,895 △2,891,783
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  当第１四半期連結会計期間 
前連結会計年度の 

要約連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

  (自 平成19年４月１日 
 至 平成19年６月30日) 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 注記
番号 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー  

１ 短期借入金による収入 50,000 1,380,000

２ 短期借入金の返済による支出 △122,800 △1,013,700

３ 長期借入金による収入 121,436 3,141,166

４ 長期借入金の返済による支出 △212,381 △3,619,185

５ 社債の発行による収入  － 700,000

６ 社債の償還による支出  △220,000 △1,320,000

７ 株式の発行による収入  2,616,090 －

８ 親会社による配当金の支払額  △61,380 △19,577

９ 少数株主への配当金の支払額  △7,497 －

10 その他  △37,579 △182,760

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー  2,125,889 △934,056

Ⅳ 現金及び現金同等物の換算差額  － △9

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
増加額（△減少額）  2,838,717 △1,679,191

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,872,487 3,551,679

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
第１四半期期末(期末)残高 ※１ 4,711,205 1,872,487

  

 

 



 
 

㈱タケエイ（2151） 平成20年３月期 第１四半期財務・業績の概況 

― 11 ― 

第１四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 
当第１四半期連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

（1）連結子会社の数  ３社 

連結子会社の名称 

泰武興運㈱ 

㈱ギプロ 

㈱リサイクル・ピア 

 

１ 連結の範囲に関する事項 

（1）連結子会社の数  ４社 

連結子会社の名称 

泰武興運㈱ 

サンブ・ウエイストインダストリー㈱ 

㈱ギプロ 

㈱リサイクル・ピア 

なお、サンブ・ウエイストインダストリー㈱

につきましては平成18年７月４日に清算結了し

たため連結の範囲から除外いたしましたが、清

算までの期間の損益及び剰余金並びにキャッシ

ュ・フローは、連結損益計算書及び連結株主資

本等変動計算書並びに連結キャッシュ・フロー

計算書に含めております。 

（2）主要な非連結子会社名 

㈱門前クリーンパーク 

連結の範囲から除いた理由 

非連結子会社㈱門前クリーンパークは、現在、

事業開始前の会社であり、総資産、売上高、第１

四半期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等は、いずれも第１四半期連

結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため連

結の範囲から除外しております。 

（2）主要な非連結子会社名 

㈱門前クリーンパーク 

連結の範囲から除いた理由 

非連結子会社㈱門前クリーンパークは、現在、事

業開始前の会社であり、総資産、売上高、当期純損

益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合

う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を

及ぼしていないため連結の範囲から除外しておりま

す。 

２ 持分法の適用に関する事項 

（1）持分法を適用した関連会社はありません。 

２ 持分法の適用に関する事項 

（1）       同左 

（2）持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社 

２社 

㈱門前クリーンパーク 

関東建設廃棄物協同組合 

持分法を適用しない理由 

持分法非適用会社は、第１四半期純損益（持分

に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）

等に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体として

も重要性がないため、持分法の適用範囲から除外

しております。 

（2）持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社

２社 

㈱門前クリーンパーク 

関東建設廃棄物協同組合 

持分法を適用しない理由 

持分法非適用会社は、連結純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等に及

ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要

性がないため、持分法の適用範囲から除外してお

ります。 

３ 連結子会社の第１四半期決算日等に関する事項 

連結子会社の第１四半期決算日は、第１四半期

連結決算日と一致しております。 

３ 連結子会社の決算日等に関する事項 

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致して

おります。 
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当第１四半期連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

４ 会計処理基準に関する事項 

（1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

第１四半期連結会計期間末日の市場価格等に

基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法

により処理し、売却原価は、移動平均法により

算定) 

４ 会計処理基準に関する事項 

（1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

連結会計年度末日の市場価格等に基づく時価

法(評価差額は、全部純資産直入法により処理

し、売却原価は、移動平均法により算定) 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

② たな卸資産 

a 仕掛品 

総平均法による原価法 

b 貯蔵品 

最終仕入原価法 

② たな卸資産 

a 仕掛品 

同左 

b 貯蔵品 

同左 

（2）デリバティブ取引により生じる正味の債権(及び

債務)の評価基準及び評価方法 

時価法 

（2）デリバティブ取引により生じる正味の債権(及び

債務)の評価基準及び評価方法 

同左 

（3）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

定率法 

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建

物（建物付属設備を除く）については定額法に

より、最終処分場については埋立割合に基づい

て費用処理しております。 

なお、耐用年数については、次の通りであり

ます。 

建物及び構築物   ３年～50年 

機械装置及び運搬具 ２年～17年 

工具器具及び備品  ２年～20年 

 

（3）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

同左 

② 無形固定資産 

定額法 

ソフトウェア（自社利用分）については、社

内における利用可能期間（５年）に基づく定額

法によっております。 

② 無形固定資産 

同左 

(4) 重要な繰延資産の処理方法 

① 創立費 

―――――――――― 

(4) 重要な繰延資産の処理方法 

① 創立費 

５年で均等償却を行なっております。 

② 開業費 

５年で均等償却を行なっております。 

② 開業費 

同左 
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当第１四半期連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

③ 株式交付費 

発生時に全額費用として処理しております。

 

③ 株式交付費 

発生時に全額費用として処理しております。

なお、新株発行費は連結損益計算書上、営業外

費用の雑損失に含めて表示しております。 

④ 社債発行費 

―――――――――― 

④ 社債発行費 

発生時に全額費用として処理しております。

なお、社債発行費は連結損益計算書上、営業外

費用の雑損失に含めて表示しております。 

（5）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回収可能性を

検討し、回収不能見込額を計上しております。

（5）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

② 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計

年度末における退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当第１四半期連結会計期間末に

おいて発生していると認められる額を計上して

おります。 

② 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計

年度末における退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき計上しております。 

③ 処分場閉鎖引当金 

最終処分場埋立終了後に発生することが見込

まれる閉鎖後費用の負担に備えるため、当第１

四半期連結会計期間における埋立割合に応じた

額を計上しております。 

③ 処分場閉鎖引当金 

最終処分場埋立終了後に発生することが見込

まれる閉鎖後費用の負担に備えるため、当連結

会計年度における埋立割合に応じた額を計上し

ております。 

（6）重要なリース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナンス・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

処理によっております。 

（6）重要なリース取引の処理方法 

同左 

（7）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式

によっております。 

（7）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価方法 

全面時価評価法によっております。 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価方法 

同左 

６ のれんの償却に関する事項 

のれんは20年で均等償却しております。 

６ のれんの償却に関する事項 

同左 

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内

に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能

であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクし

か負わない短期的な投資であります。 

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左 



 
 

㈱タケエイ（2151） 平成20年３月期 第１四半期財務・業績の概況 

― 14 ― 

 

第１四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 
当第１四半期連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 

―――――――――― 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等）

当連結会計年度から「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計

基準適用指針第８号）を適用しております。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は、3,934,457

千円であります。 

（有形固定資産の減価償却方法の変更） 

当第１四半期連結会計期間から、法人税法の改正

(（所得税法等の一部を改正する法律 平成19年３月30日

法律第６号）及び（法人税法施行令の一部を改正する政

令 平成19年３月30日 政令第83 号））に伴い、平成19

年４月１日以降に取得した有形固定資産の減価償却につ

いては、改正後の法人税法に基づく方法に変更しており

ます。 

この変更に伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前

第１四半期純利益に与える影響は、軽微であります。 

―――――――――― 
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追加情報 

 
当第１四半期連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 

―――――――――― 

（処分場閉鎖引当金の計上） 

これまで最終処分場につきましては、埋立終了後一定

期間につき土工事費用、堰堤等の維持管理費用、最終覆

土費用及び水処理費用等の閉鎖後費用が見込まれるもの

の、将来発生するであろう金額を合理的に見積もること

が困難であったため、閉鎖後費用につきまして引当計上

しておりませんでしたが、平成18年４月に環境省 大臣

官房廃棄物・リサイクル対策部 産業廃棄物課より「最

終処分場維持管理積立金に係る維持管理費用算定ガイド

ライン」が発行されたことにより、当ガイドラインに基

づき閉鎖後費用を算定し、当連結会計年度より処分場閉

鎖引当金として計上しております。 

この変更により、従来の方法によった場合に比べ営業

利益及び経常利益が、それぞれ7,368千円、税金等調整

前当期純利益が、108,357千円減少しております。 

 

―――――――――― 

（最終処分場の埋立容量増大） 

当連結会計年度において、大木戸事業所の安定型最終

処分場の最終覆土容量の変更が行政により承認されたた

め、廃棄物の残余埋立容量が増大いたしました。 

この変更により、従来の埋立容量によった場合に比べ

当該最終処分場の減価償却費が12,550千円減少し、営業

利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益が、それぞ

れ12,550千円増加しております。 

当第１四半期連結会計期間より法人税法の改正に伴

い、平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産の

うち、償却可能限度額までの償却が終了しているもの

については、残存簿価を５年間で均等償却を行なう方

法を採用しております。 

 

―――――――――― 
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⑤ 注記事項 

(第１四半期連結貸借対照表関係) 

当第１四半期連結会計期間末 
(平成19年６月30日) 

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

5,041,836千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

4,741,272千円 

※２ (担保資産) 

長期設備・運転資金借入金14,289,724千円（長期

借入金10,757,282千円、一年以内返済予定の長期借

入金2,935,758千円、短期借入金500,000千円、その

他の流動負債96,683千円）の担保に供しているもの

は、次の通りであります。 

現金及び預金 592,077千円

建物 5,298,002千円

最終処分場 82,455千円

土地 5,707,764千円

計 11,680,299千円
 

※２ (担保資産) 

長期設備・運転資金借入金14,208,174千円（長期

借入金10,792,626千円、一年以内返済予定の長期借

入金2,782,273千円、短期借入金622,800千円、未払

費用10,474千円）の担保に供しているものは、次の

通りであります。 

現金及び預金 592,077千円

建物 5,339,481千円

最終処分場 98,921千円

土地 5,707,764千円

計 11,738,245千円
 

３ （偶発債務） 

連結子会社以外の会社の金融機関等からの借入等

に対して次の通り債務保証を行なっております。 

被保証先 金額 
種類及び 

保証先 

㈱市原ニュー

エナジー 
130,000千円 

金融機関からの

借入金 

計 130,000千円 ― 
 

３ （偶発債務） 

連結子会社以外の会社の金融機関等からの借入等

に対して次の通り債務保証を行なっております。 

被保証先 金額 
種類及び 

保証先 

㈱市原ニュー

エナジー 
130,000千円 

金融機関からの

借入金 

計 130,000千円 ― 
 

４ (手形割引高及び裏書譲渡高) 

受取手形割引高 51,749千円

４ (手形割引高及び裏書譲渡高) 

受取手形割引高 65,834千円 

５ (貸出コミットメントライン契約) 

連結子会社㈱リサイクル・ピアにおいては、運転

資金の効率的な調達を行なうため、取引金融機関㈱

りそな銀行と貸出コミットメントライン契約を締結

しております。 

当第１四半期連結会計期間末における貸出コミッ

トメントラインに係る借入未実行残高等は次の通り

であります。 

特別融資枠総額 500,000千円

借入実行残高 500,000千円

差引額 ― 千円
 

５ (貸出コミットメントライン契約) 

連結子会社㈱リサイクル・ピアにおいては、運転

資金の効率的な調達を行なうため、取引金融機関㈱

りそな銀行と貸出コミットメントライン契約を締結

しております。 

当連結会計年度末における貸出コミットメントラ

インに係る借入未実行残高等は次の通りでありま

す。 

特別融資枠総額 500,000千円 

借入実行残高 500,000千円 

差引額 ― 千円 
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当第１四半期連結会計期間末 
(平成19年６月30日) 

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日) 

６ （財務制限条項） 

当社の借入金のうちシンジケートローン契約に

は、以下の財務制限条項が付されております。 

① 各年度の決算期及び中間期の末日における連

結及び単体の貸借対照表における従来の資本の

部の金額を前年同期比75％以上に維持するこ

と。 

６ （財務制限条項） 

同左 

② 各年度の決算期（中間期を除く）における連

結及び単体の損益計算書における経常損益が２

期連続して損失とならないようにすること。 

 

また、連結子会社㈱リサイクル・ピアのシンジケ

ートローン契約について以下の財務制限条項が付さ

れております。 

① ㈱リサイクル・ピアの各年度の決算期（中間

期を除く）の末日における債務償還年数をそれ

ぞれ10年以下に維持すること。 

② 提出会社の各年度の決算期における連結及び

単体の損益計算書において営業損失または経常

損失を計上する決算期が２期連続しないこと。

 

※７ 最終処分場勘定については、廃棄物の最終処分

を行なう目的で取得した土地代金、当該土地取得

に要した費用及び建設費用を計上しております。

また当該勘定科目は、廃棄物の埋立量により償却

処理を行なっております。 

※７        同左 

※８ 期末日満期手形の会計処理については、手形交

換日をもって決済処理をしております。 

なお、当第１四半期連結会計期間末が金融機関の

休日であったため、次の期末日満期手形が、期末

残高に含まれております。 

受取手形 8,140千円 

※８ 期末日満期手形の会計処理については、手形交

換日をもって決済処理をしております。 

なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であ

ったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含

まれております。 

受取手形 1,990千円 
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 (第１四半期連結損益計算書関係) 

 
当第１四半期連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費の主な内訳は以下の通りで

あります。 

役員報酬 64,599千円

給与手当 235,506千円

福利厚生費 47,825千円

退職給付費用 652千円

のれん償却額 2,480千円
 

※１ 販売費及び一般管理費の主な内訳は以下の通りで

あります。 

役員報酬 253,127千円

給与手当 838,929千円

福利厚生費 157,484千円

退職給付費用 29,834千円

貸倒引当金繰入額 47,010千円

のれん償却額 9,921千円
 

※２ 固定資産売却益の内容は、次の通りであります。

機械装置及び運搬具 1,883千円

その他の有形固定資産 34千円

計 1,917千円
 

※２ 固定資産売却益の内容は、次の通りであります。

 

機械装置及び運搬具 5,104千円
 

※３ 固定資産売却損の内容は、次の通りであります。

機械装置及び運搬具 533千円
 

※３ 固定資産売却損の内容は、次の通りであります。

機械装置及び運搬具 2,874千円
その他の無形固定資産 118千円

計 2,992千円
 

※４  

 

※４ 固定資産除却損の内容は、次の通りであります。

建物及び構築物 4,944千円
機械装置及び運搬具 7,021千円

計 11,966千円
 

※５ ※５ 事業所閉鎖費用121,995千円は、駒岡事業所及び

水江事業所の閉鎖に伴う損失であり、それぞれ

67,011千円及び54,984千円であります。 
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(第１四半期連結株主資本等変動計算書関係) 

 
当第１四半期連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類

及び株式数に関する事項 

 発行済株式 自己株式 

普通株式 

（株） 

普通株式 

（株） 

前連結会計年度末株

式数 
1,860,000 ―

当第１四半期連結会

計期間増加株式数 
412,400 ―

当第１四半期連結会

計期間減少株式数 
― ―

当第１四半期連結会

計期間末株式数 
2,272,400 ―

(注)普通株式の発行済株式総数の増加412,400株は、新

株発行によるものであります。 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類

及び株式数に関する事項 

 発行済株式 自己株式 

普通株式 

（株） 

普通株式 

（株） 

前連結会計年度末株

式数 
930,000 ―

当連結会計年度増加

株式数 
930,000 ―

当連結会計年度減少

株式数 
― ―

当連結会計年度末株

式数 
1,860,000 ―

(注)普通株式の発行済株式総数の増加930,000株は、株

式分割によるものであります。 

２ 配当に関する事項 

配当金支払額 

平成19年６月28日開催の定時株主総会におい

て次の通り決議しております。 

普通株式の配当に関する事項 

① 配当金の総額 

61,380千円 

② １株当たり配当額  

 33.00円 

 

 

③ 基準日 

平成19年３月31日 

④ 効力発生日 

平成19年６月29日 

 

２ 配当に関する事項 

配当金支払額 

平成18年６月29日開催の定時株主総会におい

て次の通り決議しております。 

普通株式の配当に関する事項 

① 配当金の総額 

19,577千円 

② １株当たり配当額  

旧  株  30.00円 

第１新株  14.96円 

第２新株   3.70円 

③ 基準日 

平成18年３月31日 

④ 効力発生日 

平成18年６月29日 

なお、１株当たり配当額における第１新株と

は、平成17年10月１日付の株式交換により発行

した株式をいい、第２新株とは、平成18年２月

15日付の有償第三者割当により発行した株式を

いいます。 
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(第１四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 
当第１四半期連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※１ 現金及び現金同等物の第１四半期期末残高と第１

四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係 

現金及び預金 5,619,307千円

預入期間３か月超の定期預金 △908,101千円

現金及び現金同等物 4,711,205千円

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

 

現金及び預金 2,782,589千円

預入期間３か月超の定期預金 △910,101千円

現金及び現金同等物 1,872,487千円
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（リース取引関係） 

 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

(借主側) 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

 
取得価額 

相当額 

減価償却 

累計額相当額 

第1四半期期末

残高相当額 

 (千円) (千円) (千円) 

機械装置及び運

搬具 
2,870,206 1,424,748 1,445,457

その他の有形固

定資産 
231,677 116,350 115,327

無形固定資産

(ソフトウェア) 
335,973 85,208 250,764

合計 3,437,857 1,626,307 1,811,549

(借主側) 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

 
取得価額 

相当額 

減価償却 

累計額相当額 

期末残高

相当額 

 (千円) (千円) (千円) 

機械装置及び運

搬具 2,946,739 1,380,526 1,566,212

その他の有形固

定資産 208,639 101,344 107,295

無形固定資産(ソ

フトウェア) 335,973 68,409 267,563

合計 3,491,351 1,550,279 1,941,071

  

② 未経過リース料第１四半期期末残高相当額 

１年以内 611,242千円

１年超 1,277,612千円

合計 1,888,855千円

② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 627,933千円

１年超 1,389,568千円

合計 2,017,501千円

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

支払リース料 182,556千円

減価償却費相当額 164,332千円

支払利息相当額 14,225千円

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

支払リース料 695,097千円

減価償却費相当額 640,032千円

支払利息相当額 59,768千円

④ 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法によっております。       

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

⑤ 利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額の

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

⑤ 利息相当額の算定方法 

同左 

 

(減損損失について) 

リース資産に配分された減損損失はありませんの

で、項目等の記載は省略しております。 

(減損損失について) 

同左 

 

２ オペレーティング・リース取引 

(借主側) 

   未経過リース料 

１年以内 23,997千円

１年超 25,271千円

合計 49,269千円
 

 

２ オペレーティング・リース取引 

(借主側) 

   未経過リース料 

１年以内 18,877千円

１年超 16,588千円

合計 35,465千円
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（有価証券関係） 

 

当第１四半期連結会計期間末（平成19年６月30日） 

 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 
当第１四半期連結会計期間 
（平成19年６月30日） 

区分 取得原価 
連結決算日における連
結貸借対照表計上額 

差額 

 (千円) (千円) (千円) 

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの 

 

① 株式 7,058 9,787 2,729

② 債券 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

小計 7,058 9,787 2,729

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの 

 

① 株式 3,298
2,687 

 
△611

② 債券 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

小計 3,298 2,687 △611

合計 10,356 12,474 2,118

 

 

２ 時価のない主な有価証券及び四半期連結貸借対照表計上額 

  
当第１四半期連結会計期間 

（平成19年６月30日） 

その他有価証券 

非上場株式 （千円） 27,900

 

 

（注）有価証券の減損処理 

当第１四半期連結会計期間において、その他有価証券で時価のあるものについて減損処理を行なったものはあり

ません。 

なお、当第１四半期連結会計期間末における時価が 50％以上下落している銘柄すべてを減損処理の対象とするほ

か、下落率が 30～50％の銘柄にあっては、個別銘柄毎に、当該第１四半期連結会計期間における最高値・最安値と

帳簿価額との乖離状況等保有有価証券の時価水準を把握するとともに発行体の外部信用格付や公表財務諸表ベース

での各種財務比率の検討等により信用リスクの定量評価を行ない、総合的に判断しております。 
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前連結会計年度末（平成19年３月31日） 

 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 
前連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

区分 取得原価 
連結決算日における連
結貸借対照表計上額 

差額 

 (千円) (千円) (千円) 

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの 

 

① 株式 6,697 9,311 2,613

② 債券 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

小計 6,697 9,311 2,613

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの 

 

① 株式 2,848 1,841 △1,006

② 債券 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

小計 2,848 1,841 △1,006

合計 9,546 11,153 1,607

 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

区分 
前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

売却額 (千円) 1,000

売却益の合計額 (千円) 999

売却損の合計額 (千円) ―

 

３ 時価のない主な有価証券及び連結貸借対照表計上額 

  
前連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

その他有価証券 

非上場株式 （千円） 27,900

 

 

（注）有価証券の減損処理 

前連結会計年度において、その他有価証券で時価のあるものについて減損処理を行なったものはありません。

なお、連結会計年度末における時価が 50％以上下落している銘柄すべてを減損処理の対象とするほか、下落率

が 30～50％の銘柄にあっては、個別銘柄毎に、当該連結会計年度における最高値・最安値と帳簿価額との乖離状

況等保有有価証券の時価水準を把握するとともに発行体の外部信用格付や公表財務諸表ベースでの各種財務比率

の検討等により信用リスクの定量評価を行ない、総合的に判断しております。 
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（デリバティブ取引関係） 

 

当第１四半期連結会計期間末（平成19年６月30日） 

金利関連 

種類 
契約額等 
（千円） 

契約額等のうち1年超 
（千円） 

時価 
（千円） 

評価損益 
（千円） 

金利スワップ取引 
受取変動・支払固定 

4,057,000 3,837,000 △6,061 4,278

合計 4,057,000 3,837,000 △6,061 4,278

（注）１ 時価はデリバティブ取引に係る契約を約定した金融機関等から提示された価格に基づき算定しております。 

２ 上記金利スワップ契約における想定元本額は、この金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスク量を

示すものではありません。 

 

 

 

前連結会計年度末（平成19年３月31日） 

金利関連 

種類 
契約額等 
（千円） 

契約額等のうち1年超 
（千円） 

時価 
（千円） 

評価損益 
（千円） 

金利スワップ取引 
受取変動・支払固定 

4,141,200 4,041,200 △10,339 4,620

合計 4,141,200 4,041,200 △10,339 4,620

（注）１ 時価はデリバティブ取引に係る契約を約定した金融機関等から提示された価格に基づき算定しております。 

２ 上記金利スワップ契約における想定元本額は、この金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスク量を

示すものではありません。 
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⑥ セグメント情報 

 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日)及び当第１四半期連結会計期間(自 

平成19年４月１日 至 平成19年６月30日)において、当社及び連結子会社の事業は環境ソリューショ

ン事業並びにこれらに付帯する業務の単一事業であります。従いまして、開示対象となるセグメント

はありませんので、記載を省略しております。 

 

 

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日)及び当第１四半期連結会計期間(自 

平成19年４月１日 至 平成19年６月30日)において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及

び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

 

【海外売上高】 

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日)及び当第１四半期連結会計期間(自 

平成19年４月１日 至 平成19年６月30日)において、海外売上高がないため該当事項はありません。 

 

 

 

 



 
 

㈱タケエイ（2151） 平成20年３月期 第１四半期財務・業績の概況 

― 26 ― 

(１株当たり情報) 

 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり純資産額 2,892.97円 １株当たり純資産額 2,115.29円

１株当たり第１四半期純利益 42.09円 １株当たり当期純利益 332.11円

潜在株式調整後１株当たり 

第１四半期純利益 
36.95円

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、新株

予約権の残高がありますが、当社株式は非上場であり、

期中平均株価の把握ができないため、記載しておりませ

ん。 

 

 

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

項目 当第１四半期連結会計期間 前連結会計年度 

連結貸借対照表上の純資産の部の合計
額（千円） 

6,651,979 4,011,774

純資産の部の合計額から控除する金額
の主要な内訳（千円） 

少数株主持分 78,002 77,316

純資産の部の合計額から控除する金額 78,002 77,316

普通株式に係る期末の純資産額（千
円） 

6,573,976 3,934,458

期末の普通株式の数（株） 2,272,400 1,860,000
 

 

２ １株当たり第１四半期(当期)純利益 

 当第１四半期連結会計期間 前連結会計年度 

第１四半期損益計算書上の第１四半期
(当期)純利益(千円) 

84,505 617,738

普通株式に係る第１四半期(当期)純利
益(千円) 

84,505 617,738

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 2,007,815 1,860,000

潜在株式調整後１株当たり第１四半期
(当期)純利益の算定に用いられた普通
株式の増加数の内訳(株) 
 
  新株予約権 278,946 ―

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり第１四半期(当期)純

利益の算定に含まれなかった潜在株式

の概要 

  

―――――――――   

（新株予約権） 

第１回新株予約権 

（新株予約権の数  658個） 

第２回新株予約権 

（新株予約権の数 1,124個） 
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(重要な後発事象) 
 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
  至 平成19年３月31日) 

（重要な株式分割） 

当社は、平成19年８月10日開催の取締役会において、株
式の流動性向上と投資家層の拡大等を目的とし、株式分割
の決議及びこれに伴う発行可能株式総数を変更する決議を
いたしました。 
当該株式分割の内容は、下記の通りであります。 

１ 分割の方法 

平成19年９月30日（但し、当日及びその前日は株主名
簿管理人の休業日につき実質は平成19年９月28日）最終
の株主名簿に記載された株主に対し、平成19年10月１日
をもって、所有株式１株につき２株の割合で分割いたし
ます。 

２ 分割により増加する株式数 

平成19年９月30日（但し、当日及びその前日は株主名
簿管理人の休業日につき実質は平成19年９月28日）最終
の発行済株式数に１を乗じた株式数。 
なお、株式分割により増加する株式数を明示していな

いのは、取締役会決議の日から株式分割基準日までの間
に新株予約権の行使により発行済株式総数が増加する可
能性があり、株式分割の基準日最終の発行済株式総数が
確定できないためであります。 

３ １株当たり情報に及ぼす影響 

前期首において当該株式分割が行なわれたと仮定した
場合における（1株当たり情報）の各数値はそれぞれ以
下の通りであります。なお、前連結会計年度における潜
在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、当
社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できなかっ
たので記載しておりません。 
当第1四半期連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年６月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

１株当たり純資産額 

1,446.48円 

１株当たり純資産額 

1,057.65円

１株当たり第1四半期純利益 

21.04円 

１株当たり当期純利益 

166.05円

潜在株式調整後１株当たり 

第１四半期純利益 

18.48円 

 

４ その他の重要な事項 

株式分割に伴い、会社法第184条第２項に基づき、平
成19年８月10日開催の取締役会において、平成19年10月
１日をもって当社定款における発行可能株式総数につい
て 現 行 の 7,440,000 株 を 7,440,000 株 増 加 さ せ 、
14,880,000株に変更することを決議いたしました。 

（多額な増資） 

当社は、平成19年５月30日に東京証券取引所マザ
ーズ市場に上場いたしました。上場に際して、平成
19年４月17日及び平成19年５月10日開催の取締役会
における決議にもとづき、平成19年５月29日を払込
期日とする公募増資（ブックビルディング方式）に
より、新株式を次の通り発行いたしました。 
発行株式数 普通株式400,000株 

発行価額 １株につき7,000円 

発行価額の総額 2,800,000千円 

資本組入額 １株につき3,255円 

資金使途 当社における事業の拡大を目

的として、平成20年中頃まで

に完成を予定している最終処

分場及び廃プラスチック再資

源化施設の設備資金として

725,000千円、子会社における

工場増設及び財務体質の改善

（借入金返済400,000千円）を

目的として、1,000,000千円を

子会社への投融資資金として

充当する予定であります。残

額につきましては、全額を当

社の有利子負債の返済資金に

充当し、財務体質を強化する

予定であります。 
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６ 第１四半期個別財務諸表 

 

① 第１四半期貸借対照表 

 

  
当第１四半期会計期間末 
(平成19年６月30日) 

前事業年度要約貸借対照表 
(平成19年３月31日) 

  金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金 ※２ 5,043,410  2,442,347

２ 受取手形 ※７ 88,309  84,749

３ 売掛金  2,142,188  2,707,117

４ たな卸資産  86,957  49,722

５ 繰延税金資産  101,063  97,093

６ その他の流動資産  373,776  486,835

 貸倒引当金  △75,000  △97,400

流動資産合計  7,760,705 40.1  5,770,467 33.1

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

(1) 建物 
※１ 
※２ 

3,164,091  3,200,121

(2) 機械及び装置 ※１ 1,570,072  1,632,713

(3) 最終処分場 
※１ 
※２ 
※６ 

226,197  276,872

(4) 土地 ※２ 4,198,791  4,198,791

(5) その他の有形固定資産 ※１ 1,191,061  1,162,746

有形固定資産合計  10,350,214 53.6  10,471,244 60.1

２ 無形固定資産  82,076 0.4  75,920 0.4

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券  40,374  39,053

(2) 関係会社株式  695,432  695,432

(3) 繰延税金資産  71,916  68,554

(4) その他の投資  498,870  519,442

貸倒引当金  △171,000  △197,530

投資その他の資産合計  1,135,593 5.9  1,124,953 6.4

固定資産合計  11,567,884 59.9  11,672,118 66.9

資産合計  19,328,589 100.0  17,442,585 100.0
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当第１四半期会計期間末 
(平成19年６月30日) 

前事業年度要約貸借対照表 
(平成19年３月31日) 

  金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

１ 買掛金  438,193  551,638

２ 短期借入金 ※２ ―  122,800

３ 一年以内返済予定の長期借入金 ※２ 2,264,858  2,309,080

４ 一年以内償還予定の社債  370,000  570,000

５ その他の流動負債 ※２ 1,316,339  1,400,419

流動負債合計  4,389,391 22.7  4,953,938 28.4

Ⅱ 固定負債   

１ 社債  1,310,000  1,330,000

２ 長期借入金 ※２ 6,509,000  6,592,219

３ 長期未払金  801,766  839,666

４ 退職給付引当金  46,892  61,072

５ 処分場閉鎖引当金  110,287  108,357

６ その他の固定負債  8,747  10,185

固定負債合計  8,786,693 45.5  8,941,500 51.3

負債合計  13,176,084 68.2  13,895,438 79.7
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当第１四半期会計期間末 
(平成19年６月30日) 

前事業年度要約貸借対照表 
(平成19年３月31日) 

  金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金  2,231,242 11.5  923,191 5.3

２ 資本剰余金   

(1) 資本準備金  2,174,762  866,723

(2) その他資本剰余金  1,512  1,512

資本剰余金合計  2,176,274 11.3    868,235 5.0

３ 利益剰余金   

(1) 利益準備金  1,169  1,169

(2) その他利益剰余金    

特定災害防止準備金  4,190  4,190

別途積立金  500,000  500,000

繰越利益剰余金  1,238,372  1,249,407

利益剰余金合計  1,743,732 9.0  1,754,767 10.0

株主資本合計  6,151,248 31.8  3,546,193 20.3

Ⅱ 評価・換算差額等   

１ その他有価証券評価差額金  1,256  953

評価・換算差額等合計  1,256 0.0  953 0.0

純資産合計  6,152,504 31.8  3,547,146 20.3

負債純資産合計  19,328,589 100.0  17,442,585 100.0
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② 第１四半期損益計算書 

 

  
当第１四半期会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日) 

前事業年度要約損益計算書 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高  2,643,028 100.0  11,346,242 100.0

Ⅱ 売上原価  2,021,022 76.5  8,217,965 72.4

売上総利益  622,006 23.5  3,128,276 27.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費  485,486 18.3  1,907,625 16.8

営業利益  136,519 5.2  1,220,651 10.8

Ⅳ 営業外収益 ※１ 25,381 1.0  44,764 0.4

Ⅴ 営業外費用 ※２ 115,335 4.4  359,119 3.2

経常利益  46,564 1.8  906,296 8.0

Ⅵ 特別利益 ※３ 45,980 1.7  6,197 0.0

Ⅶ 特別損失 ※４   533 0.0  238,286 2.1

税引前第１四半期(当期)純利益  92,011 3.5  674,207 5.9

法人税、住民税及び事業税  49,205 398,000 

法人税等調整額  △7,538 41,666 1.6 △47,001 350,999 3.1

第１四半期(当期)純利益  50,345 1.9  323,209 2.8
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③ 第１四半期株主資本等変動計算書 

当第１四半期会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日) 

 

 

株主資本 

資本金 
資本剰余金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成19年３月31日残高(千円) 923,191 866,723 1,512 868,235

第１四半期会計期間中の変動額  

新株発行 1,308,051 1,308,038 ― 1,308,038

剰余金の配当（注） ― ― ― ―

第１四半期純利益 ― ― ― ―

株主資本以外の項目の第１四半
期会計期間中の変動額(純額) 

― ― ― ―

第１四半期会計期間中の変動額合
計(千円) 

    1,308,051     1,308,038 ―   1,308,038

平成19年６月30日残高(千円) 2,231,242 2,174,762 1,512 2,176,274

 

 

 

株主資本 

利益剰余金 

株主資本 
合計 

利益準備金 
その他利益剰余金 

利益剰余金 
合計 特定災害 

防止準備金
別途積立金 繰越利益剰余金

平成19年３月31日残高(千円) 1,169 4,190 500,000 1,249,407 1,754,767 3,546,193

第１四半期会計期間中の変動額   

 新株発行 ― ― ― ― ― 2,616,090

 剰余金の配当（注） ― ― ― △61,380 △61,380 △61,380

 第１四半期純利益 ― ― ― 50,345 50,345 50,345

株主資本以外の項目の第１四
半期会計期間中の変動額(純
額) 

― ― ― ― ― ―

第１四半期会計期間中の変動額合
計(千円) 

― ― ― △11,034 △11,034 2,605,055

平成19年６月30日残高(千円) 1,169 4,190 500,000 1,238,372 1,743,732 6,151,248

 

 
評価・換算差額等 

純資産合計その他有価証券
評価差額金 

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高(千円) 953 953 3,547,146

第１四半期会計期間中の変動額  

新株発行 ― ― 2,616,090

剰余金の配当（注） ― ― △61,380

第１四半期純利益 ― ― 50,345

株主資本以外の項目の第１四
半期会計期間中の変動額(純
額) 

302 302 302

第１四半期会計期間中の変動額
合計(千円) 

302 302 2,605,358

平成19年６月30日残高(千円) 1,256 1,256 6,152,504

（注）平成19年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 

 

株主資本 

資本金 
資本剰余金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成18年３月31日残高(千円) 923,191 866,723 1,512 868,235

事業年度中の変動額  

 剰余金の配当（注） ― ― ― ―

 当期純利益 ― ― ― ―

 特定災害防止準備金の積立 ― ― ― ―

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)  

― ― ― ―

事業年度中の変動額合計(千円) ― ― ― ―

平成19年３月31日残高(千円) 923,191 866,723 1,512 868,235

 

 

 

株主資本 

利益剰余金 

株主資本 
合計 

利益準備金 
その他利益剰余金 

利益剰余金 
合計 特定災害 

防止準備金
別途積立金 繰越利益剰余金

平成18年３月31日残高(千円) 1,169 ― 500,000 949,965 1,451,135 3,242,561

事業年度中の変動額   

 剰余金の配当（注） ― ― ― △19,577 △19,577 △19,577

 当期純利益 ― ― ― 323,209 323,209 323,209

 特定災害防止準備金の積立 ― 4,190 ― △4,190 ― ―

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

― ― ― ― ― ―

事業年度中の変動額合計(千円) ― 4,190 ― 299,441 303,631 303,631

平成19年３月31日残高(千円) 1,169 4,190 500,000 1,249,407 1,754,767 3,546,193

 

 
評価・換算差額等 

純資産合計その他有価証券
評価差額金 

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(千円) 3,524 3,524 3,246,086

事業年度中の変動額  

 剰余金の配当（注） ― ― △19,577

 当期純利益 ― ― 323,209

特定災害防止準備金の積立 ― ― ―

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

△2,571 △2,571 △2,571

事業年度中の変動額合計(千円) △2,571 △2,571 301,060

平成19年３月31日残高(千円) 953 953 3,547,146

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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第１四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 
当第１四半期会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 １ 有価証券の評価基準及び評価方法 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

   移動平均法による原価法 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

同左 

(2) その他有価証券 

時価のあるもの 

第１四半期決算期末日の市場価格等に基づく時

価法(評価差額は、全部純資産直入法により処

理し、売却原価は、移動平均法により算定) 

(2) その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差

額は、全部純資産直入法により処理し、売却原

価は、移動平均法により算定) 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

２ デリバティブ取引により生じる正味の債権(及び債

務)の評価基準及び評価方法    

時価法 

２ デリバティブ取引により生じる正味の債権(及び債

務)の評価基準及び評価方法  

同左 

３ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

(1) 仕掛品 

総平均法による原価法 

(2) 貯蔵品 

最終仕入原価法 

３ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

(1) 仕掛品 

同左 

(2) 貯蔵品 

同左 

４ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

定率法によっております。 

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物

（建物付属設備を除く）については定額法により、

最終処分場については埋立割合に基づいて費用処理

しています。 

なお、耐用年数については、次の通りでありま

す。 

建物       ３年～38年 

構築物      ５年～40年 

機械及び装置   ２年～17年 

車両及び運搬具  ２年～７年 

工具器具及び備品 ２年～20年 

４ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

同左 

(2) 無形固定資産 

定額法によっております。 

ソフトウェア（自社利用分）については、社内に

おける利用可能期間（５年）に基づく定額法によ

っております。 

(2) 無形固定資産 

同左 

  

 

(3) 長期前払費用 

定額法によっております。 

(3) 長期前払費用 

同左 
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当第１四半期会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

５ 繰延資産の処理方法 

(1) 株式交付費 

発生時に全額費用として処理しております。 

 

 ５ 繰延資産の処理方法 

(1) 株式交付費 

発生時に全額費用として処理しております。 

なお、新株発行費は損益計算書上、営業外費用の

雑損失に含めて表示しております。 

(2) 社債発行費 

―――――――― 

(2) 社債発行費 

発生時に全額費用として処理しております。 

なお、社債発行費は損益計算書上、営業外費用 

雑損失に含めて表示しております。 

６ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権

については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上しております。 

６ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

同左 

  

(2) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当社は当第１四

半期会計期間末における退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、当第１四半期会計期間末におい

て発生していると認められる額を計上しておりま

す。 

(2) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末に

おける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき

計上しております。  

(3) 処分場閉鎖引当金 

最終処分場埋立終了後に発生することが見込まれ

る閉鎖後費用の負担に備えるため、当第1四半期会

計期間における埋立割合に応じた額を計上しており

ます。 

(3) 処分場閉鎖引当金 

―――――――― 

７ リース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・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

によっております。 

７ リース取引の処理方法 

同左 

８ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税抜方

式によっております。 

８ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

㈱タケエイ（2151） 平成20年３月期 第１四半期財務・業績の概況 
 

― 36 ― 

会計処理の変更 

 
当第１四半期会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 

―――――――――― 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等）

当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企

業会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準

適用指針第８号）を適用しております。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は、3,547,146

千円であります。 

 

（有形固定資産の減価償却方法の変更） 

当第１四半期会計期間から、法人税法の改正(（所得

税法等の一部を改正する法律 平成19年３月30日 法律第

６号）及び（法人税法施行令の一部を改正する政令 平

成19年３月30日 政令第83 号））に伴い、平成19年４月

１日以降に取得した有形固定資産の減価償却について

は、改正後の法人税法に基づく方法に変更しておりま

す。 

この変更に伴う営業利益、経常利益及び税引前第１

四半期純利益に与える影響は、軽微であります。 

 

―――――――――― 
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追加情報 

 
当第１四半期会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 

―――――――――― 

（処分場閉鎖引当金の計上） 

これまで最終処分場につきましては、埋立終了後一

定期間につき土工事費用、堰堤等の維持管理費用、最

終覆土費用及び水処理費用等の閉鎖後費用が見込まれ

るものの、将来発生するであろう金額を合理的に見積

もることが困難であったため、閉鎖後費用につきまし

て引当計上しておりませんでしたが、平成18年４月に

環境省 大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 産業廃棄

物課より「最終処分場維持管理積立金に係る維持管理

費用算定ガイドライン」が発行されたことにより、当

ガイドラインに基づき閉鎖後費用を算定し、当事業年

度より処分場閉鎖引当金として計上しております。 

この変更により、従来の方法によった場合に比べ営業

利益及び経常利益が、それぞれ7,368千円、税引前当期

純利益が、108,357千円減少しております。 

 

―――――――――― 

(最終処分場の埋立容量増大) 

当事業年度において、大木戸事業所の安定型最終処場

の最終覆土容量の変更が行政により承認されたため、廃

棄物の残余埋立容量が増大いたしました。 

この変更により、従来の埋立容量によった場合に比べ当

該最終処分場の減価償却費が12,550千円減少し、営業利

益、経常利益及び税引前当期純利益が、それぞれ12,550

千円増加しております。 

 

当第１四半期会計期間より法人税法の改正に伴い、

平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産のう

ち、償却可能限度額までの償却が終了しているものに

ついては、残存簿価を５年間で均等償却を行なう方法

を採用しております。 

 

―――――――――― 
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④ 注記事項 

(第１四半期貸借対照表関係) 

 

当第１四半期会計期間末 
(平成19年６月30日) 

前事業年度末 
(平成19年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

3,895,132千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

3,695,428千円 

※２ (担保資産) 

長期設備・運転資金借入金8,712,137千円（長期

借入金6,509,000千円、一年以内返済予定の長期借

入金2,133,426千円、その他の流動負債69,711千

円）の担保に供しているものは、次の通りでありま

す。 

現金及び預金 577,077千円

建物 2,995,891千円

最終処分場 82,455千円

土地 3,582,301千円

計 7,237,726千円

※２ (担保資産) 

長期設備・運転資金借入金8,585,080千円（長期

借入金6,475,536千円、一年以内返済予定の長期借

入金1,981,741千円、短期借入金122,800千円、その

他の流動負債5,003千円）の担保に供しているもの

は、次の通りであります。 

現金及び預金 577,077千円

建物 3,023,690千円

最終処分場 98,921千円

土地 3,582,301千円

計 7,281,991千円

３ 偶発債務 

下記の会社の金融機関等からの借入等に対し、債

務保証を行なっております。 

被保証先 金額 
種類及び 

保証先 

㈱リサイクル・

ピア 
5,568,548千円 

金融機関からの

借入金等 

泰武興運㈱ 219,437千円 
金融機関からの

借入金等 

㈱ギプロ 365,166千円 
金融機関からの

借入金等 

㈱市原ニューエ

ナジー 
130,000千円 

金融機関からの

借入金 

計 6,283,153千円 
 

 

３ 偶発債務 

下記の会社の金融機関等からの借入等に対し、債

務保証を行なっております。 

被保証先 金額 
種類及び 

保証先 

㈱リサイクル・

ピア 
5,631,675千円 

金融機関からの

借入金等 

泰武興運㈱ 224,545千円 
金融機関からの

借入金等 

㈱ギプロ 393,836千円 
金融機関からの

借入金等 

㈱市原ニューエ

ナジー 
130,000千円 

金融機関からの

借入金 

計 6,380,056千円 
 

 

４ (手形割引高及び裏書譲渡高) 

受取手形割引高 51,749千円

４ (手形割引高及び裏書譲渡高) 

受取手形割引高 65,834千円

５ （財務制限条項）       

当社の借入金のうちシンジケートローン契約には

以下の財務制限条項が付されております。 

① 各年度の決算期及び中間期の末日における連結

及び単体の貸借対照表における従来の資本の部

に相当する部分の金額を前年同期比75％以上に

維持すること。  

５ （財務制限条項）       

同左 

② 各年度の決算期（中間期を除く）における連結

及び単体の損益計算書における経常損益が２期

連続して損失とならないようにすること。 
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当第１四半期会計期間末 
(平成19年６月30日) 

前事業年度末 
(平成19年３月31日) 

※６ 最終処分場勘定については、廃棄物の最終処分

を行なう目的で取得した土地代金、当該土地取得

に要した費用及び建設費用を計上しております。

また当該勘定科目は、廃棄物の埋立量により償却

処理を行なっております。 

※６        同左 

※７ 期末日満期手形の会計処理については、手形交

換日をもって決済処理をしております。 

なお、当第１四半期会計期間末日が金融機関の休

日であったため、次の期間末日満期手形が、期間

末残高に含まれております。 

受取手形 6,320千円 

※７ 期末日満期手形の会計処理については、手形交

換日をもって決済処理をしております。 

なお、当事業年度末日が金融機関の休日であった

ため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれ

ております。 

受取手形 1,990千円 

 

 (第１四半期損益計算書関係) 

 
当第１四半期会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 1,145千円

受取配当金 7,809千円

デリバティブ取引評価益 1,438千円

事務代行料 750千円

 
 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 9,993千円

受取配当金 1,063千円

デリバティブ取引評価益 6,595千円

受取家賃 5,142千円

事務代行料 3,350千円

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 70,136千円

社債利息 6,183千円

株式交付費 10,510千円

公開準備費用 21,789千円

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 245,226千円

社債利息 24,542千円

支払手数料 35,681千円
 

※３ 特別利益の主要項目 

固定資産売却益 1,917千円

貸倒引当金戻入 15,339千円

保険解約返戻金 28,605千円

※３ 特別利益の主要項目 

固定資産売却益 5,077千円

投資有価証券売却益 999千円
 

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産売却損 533千円
 

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産売却損 2,874千円

固定資産除却損 11,966千円

事業所閉鎖費用 121,995千円

過年度処分場閉鎖引当金繰入額 100,989千円

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 203,390千円

無形固定資産 4,863千円

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 767,135千円

無形固定資産 12,041千円

 

 

 

 

 

 

 



 
 

㈱タケエイ（2151） 平成20年３月期 第１四半期財務・業績の概況 
 

― 40 ― 

 

(第1四半期株主資本等変動計算書関係) 

 
当第１四半期会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及

び株式数に関する事項 

 

 発行済株式 自己株式 

普通株式 

（株） 

普通株式 

（株） 

前事業年度末株式数 1,860,000 ―

当第１四半期会計期間

増加株式数 
412,400 ―

当第１四半期会計期間

減少株式数 
― ―

当第１四半期会計期間

末株式数 
2,272,400 ―

(注)普通株式の発行済株式総数の増加412,400株は、新株

発行によるものであります。 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類

及び株式数に関する事項 

 

 発行済株式 自己株式 

普通株式 

（株） 

普通株式 

（株） 

前事業年度末株式数 930,000 ―

当事業年度増加株式

数 
930,000 ―

当事業年度減少株式

数 
― ―

当事業年度末株式数 1,860,000 ―

(注)普通株式の発行済株式総数の増加930,000株は、 

株式分割によるものであります。 
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（リース取引関係） 

 

当第１四半期会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

(借主側) 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

 
取得価額 

相当額 

減価償却 

累計額相当額 

第1四半期期末

残高相当額

 (千円) (千円) (千円) 

機械及び装置 1,122,093 502,392 619,700

その他の有形固定

資産 
901,812 432,072 469,740

無形固定資産 
（ソフトウェア） 

265,105 59,268 205,836

合計 2,289,011 993,733 1,295,277

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

(借主側) 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

 
取得価額 

相当額 

減価償却 

累計額相当額 

期末残高

相当額 

 (千円) (千円) (千円) 

機械及び装置 1,133,862 466,705 667,157

その他の有形固定

資産 
950,242 458,573 491,668

無形固定資産 
（ソフトウェア） 

265,105 46,013 219,091

合計 2,349,209 971,293 1,377,916

  

② 未経過リース料第１四半期期末残高相当額 

１年以内 430,721千円

１年超 916,368千円

合計 1,347,090千円

② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 436,321千円

１年超 992,978千円

合計 1,429,300千円

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

支払リース料 125,715千円

減価償却費相当額 111,528千円

支払利息相当額 10,138千円

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

支払リース料 467,904千円

減価償却費相当額 429,054千円

支払利息相当額 40,576千円

④  減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法によっております。 

④  減価償却費相当額の算定方法 

          同左 

 

⑤  利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額の

差額を利息相当額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。 

⑤  利息相当額の算定方法 

          同左 

(減損損失について) 

リース資産に配分された減損損失はありませんの

で、項目等の記載は省略しております。 

(減損損失について) 

同左 

 

２ オペレーティング・リース取引 

(借主側) 

  未経過リース料 

１年以内  23,997千円

１年超  25,271千円

合計 49,269千円
 

２ オペレーティング・リース取引 

(借主側) 

  未経過リース料 

１年以内 18,877千円

１年超 16,588千円

合計 35,465千円
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（有価証券関係） 

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日)及び当第１四半期会計期間(自 平成19年４月１日 

至 平成19年６月30日)における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

 

（１株当たり情報） 

第１四半期連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 
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(重要な後発事象) 

 

当第１四半期会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年６月30日) 

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

（重要な株式分割） 

当社は、平成19年８月10日開催の取締役会において、株式の流

動性向上と投資家層の拡大等を目的とし、株式分割の決議及びこ

れに伴う発行可能株式総数を変更する決議をいたしました。 

当該株式分割の内容は、下記の通りであります。 

１ 分割の方法 

平成19年９月30日（但し、当日及びその前日は株主名簿管

理人の休業日につき実質は平成19年９月28日）最終の株主名

簿に記載された株主に対し、平成19年10月１日をもって、所

有株式１株につき２株の割合で分割いたします。 

２ 分割により増加する株式数 

平成19年９月30日（但し、当日及びその前日は株主名簿管

理人の休業日につき実質は平成19年９月28日）最終の発行済

株式数に１を乗じた株式数。 

なお、株式分割により増加する株式数を明示していないの

は、取締役会決議の日から株式分割基準日までの間に新株予

約権の行使により発行済株式総数が増加する可能性があり、

株式分割の基準日最終の発行済株式総数が確定できないため

であります。 

３ １株当たり情報に及ぼす影響 

前期首において当該株式分割が行なわれたと仮定した場合

における（1株当たり情報）の各数値はそれぞれ以下の通り

であります。なお、前連結会計年度における潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額については、当社株式は非上場で

あり、期中平均株価が把握できなかったので記載しておりま

せん。 

当第１四半期会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年６月30日) 

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

１株当たり純資産額 

1,353.75円 

１株当たり純資産額 

953.53円

１株当たり第1四半期純利益 

12.54円 

１株当たり当期純利益 

86.88円

潜在株式調整後１株当たり 

第１四半期純利益 

11.01円 

 

 

４ その他の重要な事項 

株式分割に伴い、会社法第184条第２項に基づき、平成19

年８月10日開催の取締役会において、平成19年10月１日をも

って当社定款における発行可能株式総数について現行の

7,440,000株を7,440,000株増加させ、14,880,000株に変更す

ることを決議いたしました。 

（多額な増資） 

当社は、平成19年５月30日に東京証券取引所マザーズ市場に上

場いたしました。上場に際して、平成19年４月17日開催の取締役

会及び平成19年５月10日開催の取締役会における決議にもとづ

き、平成19年５月29日を払込期日とする公募増資（ブックビルデ

ィング方式）により、新株式を発行いたしました。 

発行株式数 普通株式400,000株 

発行価額 １株につき7,000円 

発行価額の総額 2,800,000千円 

資本組入額 １株につき3,255円 

資金使途 
当社における事業の拡大を目的とし

て、平成20年中頃までに完成を予定

している最終処分場及び廃プラスチ

ック再資源化施設の設備資金として

725,000千円、子会社における工場

増設及び財務体質の改善（借入金返

済400,000千円）を目的として、

1,000,000千円を子会社への投融資

資金として充当する予定でありま

す。残額につきましては、全額を当

社の有利子負債の返済資金に充当

し、財務体質を強化する予定であり

ます。 
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