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平成20年３月期 決算短信 

平成20年５月13日 
 

 
（百万円未満切捨て） 

１．20年３月期の連結業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 
(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 ％
20年３月期 14,837 △1.1 1,865 2.0 1,325 6.0 1,090 76.6
19年３月期 15,005 16.2 1,828 177.0 1,250 474.8 617 91.5

 

 
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 ％ ％ ％
20年３月期 243 19 217 99 16.1 5.2 12.6
19年３月期 332 11 － 17.0 5.2 12.2

（参考） 持分法投資損益  20年３月期 △0百万円 19年３月期 －百万円 
 
(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 26,284 9,692 36.5 1,873 64
19年３月期 24,564 4,011 16.0 2,115 29

（参考） 自己資本  20年３月期 9,597百万円 19年３月期 3,934百万円 
 
(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 2,437 △1,237 569 3,641
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 配当金総額 
（年間） 

配当性向 
（連結） 

純資産配当率
（連結） (基準日) 中間期末 期末 年間 

 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％
19年３月期 － 33 00 33 00 61 9.9 1.6
20年３月期 15 00 15 00 30 00 111 9.3 1.1
21年３月期 
（予想） 

10 00 15 00 25 00 11.6 

(注) 当社は平成19年10月1日に株式分割を行っておりますが、20年3月期期末の配当金は、分割後の基準で算出しております。なお、20年3月

期の配当性向については、４ページ「利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当」をご覧ください。 

 
３．21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、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率） 

 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
第２四半期 
連結累計期間 

7,846 11.5 761 18.5 536 49.9 325 △15.9 63 45

通     期 16,700 12.5 2,372 27.2 1,881 41.9 1,102 1.0 215 14
 

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
定時株主総会開催予定日 平成20年６月26日 配当支払開始予定日 平成20年６月27日
有価証券報告書提出予定日 平成20年６月27日  
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４．その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更に伴う特定子会社の異動） 無  
  
(2) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの） 
 ① 会計基準等の改正に伴う変更 有  
 ② ①以外の変更 無  
 (注)詳細は、27ページ「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」をご覧ください。 
  
(3) 発行済株式数（普通株式） 
 ①期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年３月期 5,122,400株 19年３月期 1,860,000株 
 ②期末自己株式数 20年３月期 200株 19年３月期 －株 
 (注)１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、48 ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。 
 
 
（参考）個別業績の概要 
 
1.20年３月期の個別業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 
 (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 ％
20年３月期 11,221 △1.1 1,234 1.1 938 3.6 523 61.9
19年３月期 11,346 11.5 1,220 37.4 906 30.1 323 △20.1

 

 
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
20年３月期 116 66 104 57
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 19,450 8,642 44.4 1,687 23
19年３月期 17,442 3,547 20.3 1,907 06

（参考） 自己資本  20年３月期 8,642百万円 19年３月期 3,547百万円 
 
２．21年３月期の個別業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率） 

 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
第２四半期
累計期間 

5,551 3.3 346 △19.4 235 △11.8 117 △33.5 22 84

通     期 11,990 6.8 1,436 16.4 1,172 24.8 586 12.0 114 40

 

 

※ 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収益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。 
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１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の改善等により緩やかな回復基調にあるものの、米国における低所得者

向け高金利住宅ローン（いわゆるサブプライムローン）問題を端緒とした世界的な金融不安、株価の急落や原油価格の高騰

が企業収益におよぼす影響が懸念されるなど、景気の先行きはなお予断を許さない状況となっております。 

この間、当社グループの廃棄物処理業界、特に建設系廃棄物処理業界につきましては、地球温暖化問題等の環境意識の高

まりから追い風を受けている部分もあります。しかし主要な顧客である建設業界における、平成19年６月の改正建築基準法

の施行に伴う建築確認等の厳格化による影響から民間工事の発注遅れや公共投資の削減などの影響を受けて、厳しい収益環

境が続いておりました。その後10月以降受注環境はわずかながら改善に向かいつつありますが、依然として厳しい状況が続

いております。 

当社グループにおいては、建設現場における廃棄物の分別回収等きめ細かいサービスの展開により受注の確保に努めまし

たが、上記の外部環境の影響を完全に脱するまでには至りませんでした。特にこれまで当社グループの繁忙月であった３月

の着工予定（もしくは竣工予定）の建設現場が、４月以降にずれ込んだため３月の売上が伸び悩み、通期においてほぼ前年

度並みの売上を確保するにとどまりました。また株式市況の悪化を受け、年金資産の運用が軟調だったことから退職給付費

用が予想を大きく上回り、さらに来期予定しております本社移転に伴う費用が一部前倒しで発生したこともあり、収益を圧

迫いたしました。しかしながら、一昨年度稼動いたしました川崎リサイクルセンター及び連結子会社の株式会社リサイクル・

ピアは順調な稼動を維持できており、コスト削減効果が引続き享受できております。 

なお、税務上の重要な繰越欠損金を有する㈱リサイクル・ピアにおいて、機械稼動が安定化し、今後の収益確保に見通し

が立ったことから繰越欠損金に対し税効果を認識し、繰延税金資産を計上いたしました。 

この結果、当連結会計年度の売上高は14,837 百万円（前連結会計年度比1.1％減）、営業利益は1,865百万円（前連結会

計年度比2.0％増）、経常利益は1,325百万円（前連結会計年度比6.0％増）、当期純利益は1,090百万円（前連結会計年度比

76.6％増）となりました。 

 

今後の見通しにつきましては、改正建築基準法の影響は一巡するといわれておりますが、前述のサブプライム問題の影響

や原油高等の資源価格の高騰という不安材料があり、建設業界としては依然として不透明な状況が続くものと予想されます。 

また、次期に計画しておりました廃石膏ボード再資源化事業による寄与につきましては、工場立上げに想定以上の時間を

要しており、売上・収益ともに計上を見込んでおりません。さらに、営業部門の統合効果と事務部門の合理化を目指して実

施いたします本社移転につきましては、その効果を短期的には吸収しきれず、次期については、オフィス賃借費用等のコス

ト増となる見込みです。 

反面、戦略的なＭ＆Ａとして４月に完全子会社化いたしました株式会社池田商店の収益効果はグループ全体に寄与する見

込みであり、業容の拡大が図れるものと考えております。 

このような背景の中で、通期の連結業績予想といたしましては、売上高16,700百万円（前年同期比12.5％増）、営業利益

2,372百万円（前年同期比27.2％増）、経常利益1,881百万円（前年同期比41.9％増）、当期純利益1,102百万円（前年同期

比1.0％増）と予想しております。 

 

(2) 財政状態に関する分析 

当連結会計年度末における資産につきましては、前連結会計年度末に比べ1,719百万円増加して26,284百万円となりまし

た。流動資産は、受取手形及び売掛金が減少しましたが、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 1,739

百万円増加しました。固定資産は、償却資産が減少しましたが、土地、建設仮勘定、その他の投資の増加により、前連結会

計年度末に比べ28百万円増加しました。 

当連結会計年度末における負債につきましては、前連結会計年度末に比べ3,961百万円減少して16,591百万円となりまし

た。流動負債は、買掛金、一年以内返済予定の長期借入金、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656百万円減少しました。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3,304百万円減少

しました。 

当連結会計年度末における純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ5,681 百万円増加し、9,692 百万円となりま
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した。これは主に株式上場時の公募増資及び第三者割当増資等により資本金、資本剰余金が4,670百万円増加したことによ

るものであります。 
 

当連結会計期間のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動により2,437百万円増加し、投資活動により1,237百万

円減少し、財務活動により569 百万円増加しました。この結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物は、3,641 百

万円（前連結会計年度比1,769百万円の増加、前連結会計年度比94.5％増）となりました。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

法人税等の支払額451百万円や利息の支払額461百万円等の支出がありましたが、税金等調整前当期純利益1,540百万

円、売上債権の減少額346百万円、減価償却費1,290百万円等の収入により、営業活動によるキャッシュ・フローは、2,437

百万円の増加（前連結会計年度比290百万円の増加、前連結会計年度比13.5％増）となりました。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

有形固定資産の取得による支出1,453 百万円等の支出により、投資活動によるキャッシュ・フローは、1,237 百万円の

減少（前連結会計年度比1,654百万円の増加）となりました。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

株式の発行による収入4,670百万円の収入がありましたが、長期借入金の返済による支出3,606百万円及び社債の償還

による支出590 百万円などの支出により、財務活動によるキャッシュ・フローは、569 百万円の増加（前連結会計年度比

1,503百万円の増加）となりました。 

 

（参考）キャッシュ･フロー指標のトレンド     

  平成17年３月期  平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 

自己資本比率（％） 6.1 14.3 16.0 36.5

時価ベースの自己資本比率（％） － － － 70.2

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 10.5 17.5 7.8 5.3

インタレスト・カバレッジ・レシオ（％） 4.4 2.8 4.8 5.4

(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／キャッシュ・フロー 

  インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

（注３）キャッシュ･フローは、営業キャッシュ･フローを使用しております。 

（注４）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息を支払っている全ての負債を対象としております。 

 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主の皆様への利益還元を 重視すべき経営課題の一つととらえ、安定的な配当を行うことを基本としつつ、今後

も続く施設整備及び戦略的Ｍ＆Ａ等に対する投資を行うための財務基盤の強化等を勘案した上で業績に対応した配当を行う

こととしております。 

以上の基本方針を踏まえ、平成19年11月13日開催の取締役会において、平成20年３月期の中間配当(剰余金の配当)は１株当

たり15円を決議いたしました。また、平成20年３月期の期末配当につきましては、当初１株当たり12円50銭を予定しておりま

したが、㈱リサイクル・ピアの安定稼動やグループ全体の資産の財務効率化を図った結果、連結当期純利益が当初予定より大

幅に確保できたために株主の皆様への利益還元の一環として１株当たり２円50銭の増配を行い、１株当たり15円を予定してお

ります。 

当社は平成19年10月１日付で普通株式１株に対し、普通株式２株の割合で株式分割を行いましたので、当期の配当性向は

期首に株式分割が行われたと仮定して中間期末の１株当たり配当金を７円50銭として算出しております。また、配当金総額

を当期純利益で除した計算の場合は、当期の配当性向は10.2％となり、前期の9.9％に対して増配となります。 

次期の配当につきましては、１株当たり中間10円、期末15円を合わせて25円の配当をさせていただく予定です。 
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(4) 事業等のリスク 

以下において、当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる事項を掲載しております。また、

必ずしも事業上の重要なリスクとは考えていない事項についても、当社グループの事業活動を理解する上で必要と思われる事

項については、積極的な情報開示の観点から記載しております。 
当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識したうえで、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針であり

ますが、記載内容及び将来に関する事項は提出日（平成20年５月13日）現在において、当社グループが判断したものであり、

不確実性を内在しているため、以下の記載内容は当社株式への投資に関連するリスク全てを網羅するものではありませんので、

ご留意下さい。 
 

 ① 法的規制について 
当社グループの事業活動の前提となる事項に係る主要な法的規制及び行政指導は以下に記載の通りであります。当社グルー

プがこれらの規則に抵触することになった場合には、事業の停止命令や許可の取消し等の行政処分を受ける可能性があります。 
また、下記一覧表記載以外にも収集運搬過程では道路運送車両法等、処分過程においては、環境に関する諸法令による規制

を受けております。 
 
（主要な法的規制） 

対 象 法 令 等 名 監 督 官 庁 法 的 規 制 の 内 容 

収 集 運 搬 

（積替保管含む） 

廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 

に 関 す る 法 律 
環 境 省

産業廃棄物の収集運搬に関する許可基準、運

搬及び保管、委託契約、マニフェストに関す

る基準が定められております 

自動車から排出される窒素酸化

物の特定地域における総量の削

減等に関する特別措置法 

環 境 省

自動車による窒素酸化物及び粒子状物質に

よる汚染が著しい特定の地域について、排出

基準及び排出の抑制のための所要の措置等

が定められております 

中 間 処 理 

廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 

に 関 す る 法 律 
環 境 省

産業廃棄物の中間処理に関する許可基準、処

理及び保管、委託契約、マニフェストに関す

る基準が定められております 

労 働 安 全 衛 生 法 厚 生 労 働 省
従業員の作業環境の整備に関し一定の基準

が設けられております 

終 処 分 
廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 

に 関 す る 法 律 
環 境 省

産業廃棄物の 終処分に関する許可基準、処

理、委託契約、マニフェストに関する基準が

定められております 

 
（主要な行政指導） 

対 象 監督官庁 行 政 指 導 行 政 指 導 の 概 要 

施設の設置及び維

持 管 理 
各 自 治 体 

施設の設置及び維持管理の指

導 要 綱 

廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する

規準が定められております 

県外廃棄物規制 各 自 治 体 県外廃棄物の指導要綱 
県外からの廃棄物の流入規制に関する規準

が定められております 

終 処 分 場 環 境 省 

一般廃棄物の 終処分場及び

産業廃棄物の 終処分場に関

わる技術上の基準を定める省

令 

終処分場の構造、維持管理の基準が定めら

れております 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（４ 事業等のリスクにおいて、以下「廃掃法」と記載）は、平成９年と平成 12

年に大改正が行われましたが、その後も平成15年以降毎年のように改正され、廃棄物排出事業者責任や処理委託基準、不適

正処理に対する罰則などの規則が強化されております。一方、平成12年６月には「循環型社会形成推進基本法」が制定され、

廃棄物を再生可能な有効資源として再利用すべくリサイクル推進のための法律が施行されております。当社グループの事業

に関係する「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」など各産業、素材別のリサイクル関係法令の整備により、廃

棄物の再生資源としての循環的利用、環境負荷の低減に対する社会的ニーズが高まっております。当社グループは、法的規

制の改正をむしろビジネスチャンスとして、積極的に廃棄物の処理及び再資源化事業に投資を行っておりますが、今後の法

的規制及び行政指導の変化によっては経営成績に影響を与える可能性があります。 
a. 廃棄物処理事業の許可一覧 
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＜当社＞ 
（産業廃棄物処分業） 

業区分 都道府県・市名 許 可 番 号 許可の期限 

産業廃棄物処分業 
（中間処理） 

川 崎 市 第５７２０００３４５５号 平成23年12月31日 

千 葉 県 第０１２２０００３４５５号 平成24年３月５日 

産業廃棄物処分業 
（ 終処分） 

千 葉 市 第５５３０００３４５５号 平成20年９月９日 

 

（産業廃棄物収集運搬業） 
業区分 都道府県・市名 許 可 番 号 許可の期限 

産業廃棄物収集運搬業 

東 京 都 第１３００００３４５５号 平成23年10月24日 

千 葉 県 第１２００００３４５５号 平成24年３月５日 

千 葉 市 第５５００００３４５５号 平成24年２月９日 

船 橋 市 第１０４００００３４５５号 平成24年３月５日 

柏 市 第１２００００３４５５号 平成24年３月５日 

埼  玉  県 第１１０７００３４５５号 平成23年10月３日 

さ い た ま 市 第１０１００００３４５５号 平成23年10月３日 

川 越 市 第１０３００００３４５５号 平成23年10月３日 

神 奈 川 県 第１４０３００３４５５号 平成23年11月30日 

横 浜 市 第５６００００３４５５号 平成23年７月31日 

川 崎 市 第５７１０００３４５５号 平成23年12月31日 

横 須 賀 市 第５８０１００３４５５号 平成23年12月25日 

相 模 原 市 第０９８００００３４５５号 平成23年11月30日 

茨 城 県 第０８０１００３４５５号 平成24年５月７日 

静 岡 県 第２２０１００３４５５号 平成20年12月20日 

静 岡 市 第６２０１００３４５５号 平成22年２月２日 

浜 松 市 第２２０１００３４５５号 平成20年12月20日 

栃 木 県 第０９００００３４５５号 平成22年12月18日 

宇 都 宮 市 第８４００００３４５５号 平成22年12月18日 

山 梨 県 第１９００００３４５５号 平成23年１月31日 

長 野 県 第２００９００３４５５号 平成23年２月６日 

長 野 市 第９５０３００３４５５号 平成23年２月６日 

群 馬 県 第１０００００３４５５号 平成23年２月26日 

福 島 県 第０７０７００３４５５号 平成23年３月５日 

郡 山 市 第８７０３００３４５５号 平成23年３月５日 

い わ き 市 第９４００００３４５５号 平成23年３月５日 

宮 城 県 第０４００００３４５５号 平成23年７月16日 

新 潟 県 第１５０９００３４５５号 平成22年10月26日 

新 潟 市 第５９０２００３４５５号 平成22年11月19日 

三 重 県 第２４００００３４５５号 平成20年９月７日 

豊 田 市 第０９０００００３４５５号 平成22年10月13日 

奈 良 県 第２９００００３４５５号 平成23年10月４日 
 

 （注）1. 廃掃法第十四条第３項及び８項において、「許可更新の申請中に有効期間が満了した場合、期間満了日までに

その申請に対する処分がなされない時は、従前の許可が効力を有する」旨規定されております。 
   2. 浜松市及び柏市は、現在みなし許可となっております。 

 みなし許可とは、政令指定都市・中核都市によっては、その市の許可がなくても期間を限定して、都道府県の

許可で営業できる場合をいいます。 
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（特別管理産業廃棄物収集運搬業） 

業 区 分 都道府県・市名 許 可 番 号 許可の期限 

特別管理産業廃棄物 
 収集運搬業 

 
 

東 京 都 第１３５４００３４５５号 平成20年８月５日 

千 葉 県 第１２５０００３４５５号 平成20年７月22日 

千 葉 市 第５５５０００３４５５号 平成20年６月30日 

船 橋 市 第１０４５０００３４５５号 平成20年７月22日 

柏 市 第１２５０００３４５５号 平成20年７月22日 

埼 玉 県 第１１５７００３４５５号 平成20年６月30日 

さ い た ま 市 第１０１５０００３４５５号 平成20年６月30日 

川 越 市 第１０３５０００３４５５号 平成20年６月30日 

神 奈 川 県 第１４５３００３４５５号 平成20年６月４日 

横 浜 市 第５６５０００３４５５号 平成20年６月30日 

川 崎 市 第５７６０００３４５５号 平成20年６月30日 

横 須 賀 市 第５８５１００３４５５号 平成20年５月31日 

相 模 原 市 第０９８５０００３４５５号 平成20年６月４日 

茨 城 県 第０８５１００３４５５号 平成24年３月22日 

愛 知 県 第０２３５０００３４５５号 平成24年３月26日 

三 重 県 第２４５０００３４５５号 平成23年12月24日 

奈 良 県 第２９５０００３４５５号 平成23年10月４日 
 

（注） 柏市は、現在みなし許可となっております。 

 
（一般廃棄物処理業） 

業 区 分 都道府県・市名 許 可 番 号 許可の期限 

一般廃棄物処理業 
（中間処理） 

四 街 道 市 第２５号 平成21年10月31日 

一般廃棄物 
収集運搬業 

四 街 道 市 第８号 平成21年５月31日 

東 京 ２ ３ 区 第１１９９号 平成21年７月31日 

横 浜 市 第１０６８号 平成22年３月31日 

川 崎 市 第０１１７号 平成20年９月30日 

千 葉 市 第１１６号 平成21年３月31日 

平 塚 市 第２－３５号 平成21年10月11日 

 
＜株式会社リサイクル・ピア＞ 
（産業廃棄物処分業） 

業区分 都道府県・市名 許 可 番 号 許可の期限 

産業廃棄物処分業 
（中間処理） 

東 京 都 第１３２０１１５４６２号 平成22年１月12日 

 

（産業廃棄物収集運搬業） 
業区分 都道府県・市名 許 可 番 号 許可の期限 

産業廃棄物 
収集運搬業 

東 京 都 第１３００１１５４６２号 平成22年１月10日 

千 葉 県 第１２００１１５４６２号 平成22年２月22日 

千 葉 市 第５５００１１５４６２号 平成22年１月10日 

船 橋 市 第１０４００１１５４６２号 平成22年２月９日 

柏 市 第１２００１１５４６２号 平成22年２月22日 

埼  玉  県 第１１０１１１５４６２号 平成22年１月20日 
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業区分 都道府県・市名 許 可 番 号 許可の期限 

さ い た ま 市 第１０１００１１５４６２号 平成22年１月20日 

神 奈 川 県 第１４０１１１５４６２号 平成22年１月４日 

横 浜 市 第５６００１１５４６２号 平成21年12月31日 

川 崎 市 第５７００１１５４６２号 平成21年12月31日 

横 須 賀 市 第５８０２１１５４６２号 平成22年１月３日 

茨 城 県 第０８０１１１５４６２号 平成22年８月22日 

静 岡 県 第２２０１１１５４６２号 平成22年７月24日 

静 岡 市 第２２０１１１５４６２号 平成22年７月24日 

浜 松 市 第０６３０３１１５４６２号 平成25年１月21日 

群 馬 県 第１０００１１５４６２号 平成22年７月25日 

栃 木 県 第０９００１１５４６２号 平成22年10月５日 

長 野 県 第２００９１１５４６２号 平成22年７月12日 

（注） 柏市及び静岡市は、現在みなし許可となっております。 

 
＜株式会社ギプロ＞ 
（産業廃棄物処分業） 

業区分 都道府県・市名 許 可 番 号 許可の期限 

産業廃棄物処分業 
（中間処理） 

埼 玉 県 第１１２０１０５０５３号 平成20年８月19日 

 
（産業廃棄物収集運搬業） 

業区分 都道府県・市名 許 可 番 号 許可の期限 

産業廃棄物 
収集運搬業 

埼 玉 県 第０１１０７１０５０５３号 平成24年12月６日 

 
b. 許可の更新、範囲の変更及び新規取得について 

上記一覧の産業廃棄物に関する事業許可は有効期限が５年間（一般廃棄物に関する事業許可は２年間）であり、事業継続

には許可の更新が必要であります。また、事業範囲の変更、他の地域での事業展開、新しい処理施設の建設等については、

その都度事業範囲の変更の許可、新しい地域での許可、処理施設の設置許可等を申請する必要があります。 
過去において当社グループにおける許可の更新及び新規取得ならびに処理施設の設置許可等の申請が却下された事例は

ありませんが、万が一、当社グループのこれらに関する申請が廃掃法第十四条第５項又は第 10 項（以下産業廃棄物処理業

に関する廃掃法条項を記載、一般廃棄物処理業に関する廃掃法条項を省略）の基準等に適合していると認められない場合は、

申請が却下され、事業活動に重大な影響を及ぼす可能性があります。 
 
c. 事業活動の停止及び取消し要件について 

廃掃法には事業の許可の停止要件（廃掃法第十四条の三）ならびに許可の取消し要件（廃掃法第十四の三の二）が定めら

れております。不法投棄、マニフェスト虚偽記載等の違反行為、処理施設基準の違反、申請者の欠格要件（廃掃法第十四条

第５項第２号）等に関しては事業の停止命令あるいは許可の取消しという厳しい行政処分が下される恐れがあります。 
当社グループでは、各種の講習会や研修会の実施、資格取得の推進、業務マニュアルの整備、設備の定期的な点検・更新

を続けるなど法令遵守を徹底させるとともに、ＩＳＯ監査、内部監査等を通じて定期的にチェック、モニタリングを行い、

停止要件や取消し要件に該当することがないよう努めております。当社グループは、現在において当該基準に抵触するよう

な事由は発生しておりませんが、万が一、当該基準に抵触するようなことがあれば、事業活動に重大な影響を及ぼす可能性

があります。 
 

 ② 廃棄物の 終処分場について 
a. 終処分場の環境管理について 
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当社グループの大木戸 終処分場は、がれき類、ガラス及び陶磁器くずなどの埋立後に性状が変化しない安定型品目を埋

立てる環境負荷の少ない安定型 終処分場であります。埋立処分の品質基準を守るために主として自社グループの各中間処

理工場で処理された廃棄物残渣だけを受け入れており、当社グループ外からの搬入は行っておりません。また、受入搬入時

の検査、施設点検、周縁部の定期的な水質検査等により環境への影響を常時監視しております。 
 
b. 新しい 終処分場の開発について 

埋立処分容量に限界のある 終処分場の利用については事業計画に沿った利用計画を作成しており、現在埋立中の大木戸

終処分場は平成 20 年度中に埋立を終了する見通しであります。次の新たな 終処分場の開発は進んでおりますが、予測

できない何らかの事由で開発を中止せざるを得なくなった場合は既支払額が毀損する可能性があります。また、開発計画が

予定通り進まない場合にはコストの高い他社の 終処分場を利用することになり、経営成績に影響を与える可能性がありま

す。 

 
 ③ 借入金への依存について 

環境ソリューション事業には、収集運搬車両、中間処理工場、 終処分場等への多額の投資が必要であり、大部分を金融

機関からの借入金に依存してきました。当連結会計年度末で連結総資産に占める有利子負債の割合は49.3％、当連結会計期

間の支払利息は453百万円となっております。金利変動リスクを軽減する目的で社内規程に基づき金利スワップ取引を行っ

ておりますが、今後の金利変動によっては支払利息の負担が増加して経営成績に影響を与える可能性があります。 
 

 ④ 売上原価控除としての有価物について 
地球温暖化対策等環境問題に対する関心の高まり、また重油等の燃料価格の高騰等により、木材チップ（バイオマスエネ

ルギー）に代表される再資源化品のニーズが強くなっております。 
廃棄物の中間処理・再資源化により生じるスクラップ、木材チップなど「有価物」は再資源化品として、外部に売却して

おります。当社グループでは再資源化品の販売という別のセグメントを設けずに、売上原価の控除科目として会計処理を行

っております。 
当連結会計期間ではその金額が1,235百万円に達し、原価改善の重要な要因であります。前述の再資源化品のニーズが強

まっていることや、今後も廃棄物の再資源化に注力し収益力を高める事業計画を推進していくことを勘案すると、売上原価

控除としての有価物は増加する見込みであります。しかしながら、これらの有価物の需給関係や市況変動によっては、経営

成績に影響を与える可能性があります。 
 

 ⑤ 建設廃棄物への依存について 
当社グループの扱う廃棄物はほとんどが建設現場から排出される建設系の産業廃棄物に関するものであり、主要顧客も大

手ゼネコン30社で売上高の約50％（平成20年３月期連結実績）を占めております。特定のゼネコンへの依存関係や特別な

取引条件はありませんが、一般的に価格交渉力はゼネコンの方が廃棄物処理業者より優位の関係にあります。そのため、建

設業界や住宅建設業界の工事量の変動あるいは同業との価格競争に巻き込まれた場合は、当社グループが差別化戦略として

取組んでいる廃棄物の環境負荷を低減する再資源化処理が評価されず、経営成績に影響を与える可能性があります。 
 

 ⑥ 市場動向と競合について 
当社グループの事業分野には大きなシェアを持つ全国的な企業が存在せず、地域別に中堅企業が多数存在し競合しており

ます。当社グループは首都圏を基盤とする建設系廃棄物処理業者でありますが、同業者はそれぞれの得意分野・地域を持ち、

価格、サービスを競っております。また、一般廃棄物や他の産業廃棄物の扱いを基盤とする業者、あるいは特定廃棄物のリ

サイクル工場、焼却処理施設、 終処分場を核として当社グループの分野へ進出してくる業者との競合関係もあります。 
今後は、法的規制を背景にした環境対応や廃棄物リサイクルへのニーズの高まりにより、より高度な廃棄物処理と再資源

化が求められていることから、大規模な設備投資が出来る体力、ノウハウ、あるいは廃棄物の排出者から、その廃棄物から

生まれるリサイクル品の利用企業までを巻き込んだ総合的な廃棄物の循環処理サービスの体制を構築することが重要になっ

てくると予測しております。当社グループはこの社会的ニーズを取り込んだ事業展開をめざしておりますが、他産業からの

新規参入や業界再編成といった事業環境の変化が経営成績に影響を与える可能性があります。 

 
 ⑦ その他 

a. 自然災害・火災・事故等への対応について 
当社グループは営業基盤、中間処理工場、 終処分場を首都圏に集中して展開しております。震災等の自然災害や火災、
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事故等に対しては「災害・事故発生時の緊急体系」、「消防計画」、「自然災害手順書」を定めて災害対応の備えを行うととも

に、定期的に処理設備、防災設備の点検、メンテナンス、消防訓練等を実施しておりますが、予期せぬ自然災害や火災、事

故等により処理工場や 終処分場が被害を受けた場合には、経営成績に影響を与える可能性があります。 
 

b. 潜在株式について 
当社は、役員及び従業員へのインセンティブを目的として、新株予約権（以下ストックオプションと記載）を付与してお

ります。平成20年３月末現在における潜在株式数は606,400株であり、発行済株式総数の11.8％に相当致します。このス

トックオプションが行使された場合には、1株あたりの株式価値が希薄化する可能性があります。また、株式市場で売却さ

れた場合は、需給バランスに変動を生じ、株価形成に影響を及ぼす可能性があります。 

 
c. その他留意すべき事項 
 廃掃法第十四条の二第３項及び法第七条の二第３項の規定を受け、「廃掃法に関する施行規則」第十条の十では「発行済株

式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者」の変更を廃棄物処

理事業者の届出事項とし、都道府県知事への届出書様式、添付書類を定めております。また、事業の許可の更新や新規取得等

の申請を行う場合にも５％以上の株式を保有する株主について同様の添付書類を求めております。従いまして、当社株式の

５％以上を取得した株主は住民票の写し、外国人登録証、登記事項証明書もしくは登記簿謄本等の特殊な書類の提出が必要と

なります。 
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２．企業集団の状況 

当社グループは、当社及び連結子会社４社により構成されており、建設業を主とした顧客より排出される廃棄物(※１)を極限

まで再資源化(※２)する環境ソリューション事業を行っております。 

当社グループは、環境保全を考慮する顧客から委託を受けた廃棄物処理(※３)はもとより、廃棄物の排出抑制支援及び再資

源化に係わるトータルな課題解決策(※４)の提供を行っております。 

当社グループの事業は環境ソリューション事業という単一のセグメントであります。当社グループの売上分類としては、（１）

収集・運搬、（２）廃棄物処分、（３）その他の業務に区分されており、その内容は以下の通りであります。 

 

（１） 収集・運搬業務 

当社グループが行っている収集・運搬業務は、主に首都圏における建設現場から排出される建設系産業廃棄物を主要な扱

い対象とし、その収集及び中間処理工場への運搬を行っております。 

当社は、平成20年３月末現在、279台の収集運搬の専用車両を有しており、その機動力を発揮し、年間約100万ｍ3におよぶ

物量を扱っております。また、豊富な車種や分別用容器を用意することで、排出場所での分別排出をサポートし、ひいては顧

客のリサイクル推進への貢献を目指しております。 

                                 平成20年３月31日現在 

区  分 用  途 台 数 

ダンプコンテナ車 ダンプ車とコンテナ車の長所を活かし、積み卸ろしを効率化。 91台 

コンテナ車 大量排出場所の分別容器に適する４～６ｍ3の脱着式容器の搬送に活用。 93台 

クレーン車 １ｍ3単位等の小型容器使用した小口分別巡回回収に活用。 49台 

ダンプ車 標準仕様としては、重量物回収、軽量仕様は戸建現場回収に活用。 23台 

パッカー車 事業系一般廃棄物、巡回回収用に活用。軽量物の圧縮に適する。 15台 

大型車 大量排出場所の短期集中排出に対応。 8台 

その他、当収集・運搬業務においては、先進的な物流サービスを目指しており、運行管理システムを活用することにより、

個々の乗務員の運行記録（ＧＰＳ機能付デジタルタコメーターからデータを収集）を把握し、効率的配車や燃費の向上をはか

るほか、運行軌跡データの提示も可能な体制をとっております。また、乗務員教育の充実にも力をいれており、乗務員ハンド

ブックを活用した研修等を通じて、法令他十分な業務知識を身に付けた乗務員を収集・運搬業務に配しております。 

 

（２） 廃棄物処分業務 

産業廃棄物の排出者からの対価により、適正な処理を行っております。処理の工程としては、a.中間処理・再資源化、b.

終処分となっております。各工程の内容については以下の通りとなっております。 

a. 中間処理・再資源化 

搬入した廃棄物を、品目毎に適切に精選別し、異物除去、破砕、圧縮等の処理を行い（中間処理）、品質・ロットを整え

た上で、可能な限り再資源化品として搬出しております。その再資源化品の内容は、再生塩ビ管原料、土石原料、製鉄原料

等をマテリアルリサイクル用として、木チップをバイオマス発電(※６)、プラスチック、紙等を廃棄物発電といったエネル

ギー化用(※５)として、搬出しております。 

また、リサイクルが不可能な選別残渣については、厳格に選定した外部処理先に処理を委託し、廃棄物処分サービスを完

結しております。 

当該処理における、連結子会社の役割及び特徴は以下の通りとなっております。 

連結子会社名称 役割及び特徴 

㈱リサイクル･ピア 一般的にリサイクル率が低いとされる建設混合廃棄物を、「東京エコタウン工場」において

処理し、85%以上という高いリサイクル率（目標は94%）を誇っております。また、再資源

化品として、製鉄副資材等を搬出しております。 

㈱ギプロ 廃石膏ボードを専門に扱う処理施設を有しており、再資源化品として再生石膏ボード原料、

地盤改良材、製紙原料などを搬出しております。 

これらの連結子会社と、当社の各中間処理工場が密接に連携を図る中で、顧客の求めるより高次な再資源化ニーズに対応

した高次処理(※７)を行っております。 
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なお、再資源化品の搬出にともない、有価物(※８)として収入を得た金額については、当社グループの会計処理において、

売上とはせず、有価物控除額として原価から控除しております。 

 

b. 終処分 

当社グループの中間処理にて発生した選別残渣については、厳しい品質管理基準と安全管理体制を敷いた 終処分場で埋

め立てることで、顧客に安心感と信頼感をお返しする処理サービスを提供しております。 

 

（３） その他業務 

産業廃棄物処理に付帯するサービスとして、一般廃棄物処理サービス等を提供しております。 

 

なお、当社グループの事業系統図は以下の通りであります。 

 

（注）上記系統図以外に、平成18年８月28日に設立した非連結子会社１社があります。 

 

 

［用語解説］ 

なお、これまでに（※）を付した、専門用語については、以下の通りであります。 

（※１）廃棄物 

人間の活動に伴って発生するもので，自分で利用したり他人に売却したりできないために不要となった固形状又は液状の

ものを意味する。産業活動に伴って発生する「産業廃棄物」とそれ以外（生活ごみ等）の「一般廃棄物」に区分される。 

 

　　　　当社
　　　　　　　㈱タケエイ

高次処理

　　連結子会社
　　　　㈱リサイクル・ピア

　　連結子会社
　　　　　　　㈱ギプロ

顧客（廃棄物排出者）

・廃棄物処理業務
（建設混合廃棄物
主体）の提供

・処理代金の受取 ・処理代金の受取

・廃棄物処理業務
（廃石膏ボード専
業）の提供

　　連結子会社
泰武興運㈱
・人材派遣
・不動産の賃貸

・収集・運搬業務
・廃棄物処分業務
　（中間処理・最終処分）
・その他の業務　　の提供

・処理代金の受取

再資源化品等

リサイクル専門事業者。メーカー等

マテリアル
リサイクル

エネルギー化

　　連結子会社
㈱タケエイパークゴルフマネジメント
・パークゴルフ場の経営業務及び関連
する調査・企画・ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ業務

　　持分法適用会社
㈱グリーンアローズホールディングス
・廃石膏ボード等の再資源化を推進
する母体会社
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（※２）再資源化 

平成12年制定の「循環型社会形成基本法」の中では、社会的な環境保全意識の高まりを受けて、廃棄物などのうち有用な

ものは、有価・無価を問わず循環資源としてとらえ直されている。不要物として排出された廃棄物を、選別、破砕、洗浄、

溶融等の加工を行うことで、再資源化品として、製品製造の原燃料や、エネルギー源として再利用すること。 

（※３）廃棄物処理 

廃棄物を排出者が自らか、若しくは他人に委託して、適正な措置を講じること。適正な基準としては、『廃棄物の処理及び

清掃に関する法律』（昭和45年制定）に規定されている。廃棄物を回収、運搬する「収集・運搬」、減容化等する「中間処理」、

埋立てる「 終処分」に区分される。 

（※４）トータルな課題解決策 

平成12年制定の「循環型社会形成推進基本法」の中で定められた廃棄物の①発生抑制（リデュース）、②再使用（リユー

ス）、③再生利用（リサイクル）、④熱回収、⑤適正処分といった優先順位を踏まえ、顧客の状況に応じた 適な処理および

再資源化方法を提供すること。 

（※５）エネルギー化 

燃焼した廃棄物を熱源として、冷暖房に利用したり、一旦、固形燃料化、チップ化等した上で、発電等のエネルギー資源

として利用すること。熱回収、サーマルリカバリー、エネルギーリカバリーなどとも呼ばれる。 

（※６）バイオマス発電 

バイオマスとは、生物由来の資源を意味する。その種類には、木質系《建築廃材など》、農業・畜産・水産系、食品廃棄物、

下水汚泥などがあげられる。バイオマス発電は、この生物由来の資源に含まれる有機物をエネルギー源として、電気をおこ

すこと。温暖化を抑制するために、石化燃料発電の代替として、近年、注目を集めている。 

（※７）高次処理 

社会的な環境保全意識の高まりを受け、顧客である廃棄物の厳格な適正処理および徹底した再資源化のニーズに対応する

設備投資、各中間処理工場間の緊密な連携を元にした廃棄物処理を行うこと。 

（※８）有価物 

鉄、アルミ、カレット（ガラス片）、古紙類など、他人に有償で売却できるものを言う。市況や需給関係の変動により、取

引単価、対象物に影響を受ける。 
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３．経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

 当社グループは「資源循環型社会への貢献を目指す」ことを経営理念として、お客さま本位の施設整備、処理サービスメニューの

拡充によって、顧客や株主、取引先をはじめとした関係者の皆様との信頼関係を確立してまいります。また人と環境との豊かな共生

のために、限りなき再資源化への挑戦を進め、「資源循環型社会」の創造に貢献することで安心できる社会の実現に努めてまいります。 

 

(2) 目標とする経営指標 

 当社の目標とする経営指標は、売上高営業利益率です。 

“付加価値”を提供する営業力の強化によって売上高の拡大を図り、併せて廃棄物の再資源化の推進による再資源化品の増大や中間

処理工場の集約等による効率化を推進することにより売上高営業利益率の向上に努め、中長期的には20％まで引き上げることを目標

としております。 

 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

 当社グループは、主に建設廃棄物を対象とし、収集運搬、中間処理及び 終処分について一貫した適正処理体制で廃棄物処理業を

行ってまいりましたが、今後は従来の廃棄物処理という枠組みから一歩踏み出し、再生素材化や新エネルギー資源化という「廃棄物

の再資源化」へ力点を移すことで、取扱品目及び事業領域、さらには事業地域の拡大を図り、「総合環境企業」を目指してまいります。 

 現在の事業環境及び入手可能な情報に基づき 善の事業計画を立案し、企業価値を 大限に高めるべく、再資源化の技術革新や多

角的な協業化（連携強化）により、再資源化・新エネルギー資源化事業の拡大戦略を進めてまいります。 

 

(4) 会社の対処すべき課題 

   ① 経営基盤の拡充 

  当社は昨年5月末に上場することができましたが、さらなる企業価値の 大化を目指すためにも、以下の通り経営基盤の拡充を

図る必要があります。 

(ⅰ)当社グループの連結営業利益及び経常利益目標の確保を図ります。そのために予算管理等（数値管理、進捗管理、管理システ

ムの有効性向上）を徹底します。 

(ⅱ）経営資源の重要要素である人材（「人財」）については、社員教育や研修制度の充実、コミュニケーションの活性化、適材適

所での潜在能力の発揮等を推進し、一人当たりの生産性向上を図ります。 

(ⅲ)既存の事業基盤については、各工場及び収集運搬のための車両・配車システムの品質管理、安全管理を徹底の上、原価率低減

に向けた創意工夫を推進します。また、新規事業、新サービスについては、廃棄物を源流とする素材メーカー等への基盤拡

大を図り、「総合環境企業」を目指してまいります。 

 

② 企業の社会的責任(ＣＳＲ)に基づくコーポレート･ガバナンス（企業統治）の強化 

(ⅰ)内部統制システムの着実な運用 

コーポレート･ガバナンス（企業統治）のための内部統制システムの着実な運用を図ります。 

 会社法上で定められ、取締役会（平成 18 年５月）で決議されたより広義な意味での企業統治システム（取締役・使用人の職

務執行の適合性、損失の危機管理に関する事項等）について強化、確立を図ってまいります。 

 さらに、平成 20 年４月から適用される、いわゆる日本版ＳＯＸ法とも言われている金融商品取引法で求められている「財務

報告に係る内部統制報告制度」について内部統制報告書作成に向けての運用期間となることから、制度の実効性を図ってまいり

ます。 

(ⅱ)ＣＳＲ体制に基づくコーポレート･ガバナンスの強化 

 また当社グループは、平成 19 年 12 月に企業行動規範を定め、環境事業を営むものとしてＣＳＲを基点としたコーポレート･

ガバナンス能力の強化を目指しております。上場後２年目を迎える当社グループは、企業としての社会的責任を再認識し、お客

さま、地域住民、株主等のステークホルダー（利害関係者）に対して、グループをあげての一貫した的確で迅速な組織的対応（体

制確立）を図ってまいります。特に、低炭素化社会構築への貢献を標榜する当社グループとしては、洞爺湖サミットも開催され

る平成20年にCO2削減に向けた全社的取組みをスタートし、企業活動における排出量の把握、社内啓発に着手してまいります。 
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４．連結財務諸表 

(1) 連結貸借対照表 

 

  
前連結会計年度 

(平成19年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成20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 2,782,589  4,543,732

  ２ 受取手形及び売掛金 ※8 3,260,759  2,960,846

  ３ たな卸資産  105,519  211,363

  ４ 繰延税金資産  105,651  259,644

  ５ 未収入金  326,445  209,654

  ６ その他の流動資産  99,871  200,876

   貸倒引当金  △106,067  △71,513

 流動資産合計  6,574,771 26.8  8,314,605 31.6

 Ⅱ 固定資産   

  １ 有形固定資産   

   (1)建物及び構築物 ※2 7,893,461 7,911,197 

    減価償却累計額  △1,706,681 6,186,779 △2,000,528 5,910,669

   (2)機械装置及び運搬具  5,205,938 5,424,148 

    減価償却累計額  △1,581,458 3,624,480 △2,199,316 3,224,831

   (3)工具器具及び備品  451,690 533,267 

    減価償却累計額  △341,470 110,219 △401,309 131,957

   (4) 終処分場 ※2,7 1,388,533 1,388,533 

    減価償却累計額  △1,111,661 276,872 △1,307,375 81,158

   (5)土地 ※2 6,410,061  6,714,719

   (6)建設仮勘定  524,470  879,733

 有形固定資産合計  17,132,883 69.7  16,943,069 64.5

  ２ 無形固定資産   

   (1)のれん  183,540  173,619

   (2)その他の無形固定資

産 
 78,820  94,369

 無形固定資産合計  262,361 1.1  267,988 1.0

  ３ 投資その他の資産   

   (1)投資有価証券  39,053  31,889

   (2)長期貸付金  4,839  1,572

   (3)繰延税金資産  84,569  99,074

   (4)その他の投資 ※1 524,033  653,476

   貸倒引当金  △198,279  △119,691

 投資その他の資産合計  454,215 1.9  666,321 2.5

 固定資産合計  17,849,460 72.7  17,877,379 68.0

 Ⅲ 繰延資産   

  １ 創立費  －  428

  ２ 開業費  140,606  92,132

 繰延資産合計  140,606 0.5  92,561 0.4

 資産合計  24,564,837 100.0  26,284,546 100.0
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前連結会計年度 

(平成19年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成20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  609,057  502,210

  ２ 短期借入金 ※2 722,800  699,900

  ３ 一年以内返済予定の長

期借入金 
※2 3,138,012  2,896,005

  ４ 一年以内償還予定の社

債 
 590,000  200,000

  ５ 未払金  922,148  712,314

  ６ 未払費用 ※2 495,040  372,828

  ７ 未払法人税等  248,797  404,434

  ８ その他の流動負債  118,942  400,519

 流動負債合計  6,844,798 27.9  6,188,213 23.5

 Ⅱ 固定負債   

  １ 社債  1,440,000  1,440,000

  ２ 長期借入金 ※2 10,909,309  7,734,803

  ３ 繰延税金負債  330,289  303,280

  ４ 退職給付引当金  61,313  109,025

  ５ 処分場閉鎖引当金  108,357  87,429

  ６ その他の固定負債  858,995  728,900

 固定負債合計  13,708,264 55.8  10,403,437 39.6

 負債合計  20,553,063 83.7  16,591,651 63.1

   

 （純資産の部）   

 Ⅰ 株主資本   

  １ 資本金  923,191  3,258,217

  ２ 資本剰余金  1,086,580  3,421,586

  ３ 利益剰余金  1,923,732  2,918,868

  ４ 自己株式  －  △800

 株主資本合計  3,933,504 16.0  9,597,871 36.5

 Ⅱ 評価・換算差額等   

  １ その他有価証券評価差

額金 
 953  △730

 評価・換算差額等合計  953 0.0  △730 △0.0

 Ⅲ 少数株主持分  77,316 0.3  95,753 0.4

 純資産合計  4,011,774 16.3  9,692,895 36.9

 負債純資産合計  24,564,837 100.0  26,284,546 100.0
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(2) 連結損益計算書 

 

  

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) 

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20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  15,005,269 100.0  14,837,976 100.0

Ⅱ 売上原価 ※1 10,982,960 73.2  10,784,044 72.7

   売上総利益  4,022,309 26.8  4,053,931 27.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

 １ 役員報酬  253,127 232,586  

 ２ 給与手当  838,929 922,886  

 ３ 退職給付費用  29,834 61,085  

 ４ 貸倒引当金繰入額  47,010 －  

 ５ のれん償却額  9,921 9,921  

 ６ その他 ※1 1,015,115 2,193,938 14.6 962,360 2,188,839 14.7

   営業利益  1,828,370 12.2  1,865,091 12.6

Ⅳ 営業外収益    

 １ 受取利息  1,217 6,086  

 ２ 受取配当金  1,067 1,092  

 ３ デリバティブ取引評価益  4,620 5,619  

 ４ 受取賃借料  5,142 －  

 ５ 保険金収入  8,683 7,978  

 ６ 債務取崩益  － 6,941  

 ７ 雑収入  13,720 34,453 0.2 16,680 44,398 0.3

Ⅴ 営業外費用    

 １ 支払利息  445,275 453,271  

 ２ 支払手数料  41,062 15,124  

 ３ 雑損失  126,163 612,501 4.1 115,235 583,631 3.9

   経常利益  1,250,321 8.3  1,325,859 9.0

Ⅵ 特別利益    

 １ 固定資産売却益 ※2 5,104 152,222  

 ２ 投資有価証券売却益  999 －  

 ３ 貸倒引当金戻入益  － 22,361  

 ４ 保険解約返戻金  － 28,697  

 ５ 処分場閉鎖引当金取崩益  － 22,934  

 ６ その他の特別利益 ※3 119 6,223 0.0 117 226,334 1.5

Ⅶ 特別損失    

 １ 固定資産売却損 ※4 2,992 1,644  

 ２ 固定資産除却損 ※5 11,966 2,087  

 ３ 事業所閉鎖費用 ※6 121,995 －  

 ４ 過年度処分場閉鎖引当金繰

入額 
 100,989 －  
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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) 

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20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

(％)

 ５ 投資有価証券評価損  － 237,943 1.5 7,739 11,471 0.1

   税金等調整前当期純利益  1,018,602 6.8  1,540,721 10.4

   法人税、住民税及び事業税  467,983 618,419  

   法人税等調整額  △101,721 366,261 2.5 △194,352 424,066 2.8

   少数株主利益  34,601 0.2  25,934 0.2

   当期純利益  617,738 4.1  1,090,721 7.4
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(3) 連結株主資本等変動計算書 

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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当連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 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

連結会計年度中の変動額  

 新株の発行 2,335,026 2,335,005  4,670,032

 剰余金の配当 △95,586  △95,586

 当期純利益 1,090,721  1,090,721

 自己株式の取得 △800 △800

 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) 2,335,026 2,335,005 995,135 △800 5,664,367

平成20年３月31日残高     (千円) 3,258,217 3,421,586 2,918,868 △800 9,597,871

 

 

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

連結会計年度中の変動額  

 新株の発行  4,670,032

 剰余金の配当  △95,586

 当期純利益  1,090,721

 自己株式の取得  △800

 株主資本以外の項目の連結会計年度中
の変動額（純額） 

△1,683 △1,683 18,437 16,753

連結会計年度中の変動額合計  (千円) △1,683 △1,683 18,437 5,681,121

平成20年３月31日残高     (千円) △730 △730 95,753 9,692,895
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

 
 

  

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) 

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20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 税金等調整前当期純利益  1,018,602 1,540,721

 ２ 減価償却費  1,239,151 1,290,987

 ３ のれん償却額  9,921 9,921

 ４ 貸倒引当金の増減額（△は減少）  46,573 △113,217

 ５ 処分場閉鎖引当金の増減額（△は減少）  108,357 △20,928

 ６ 退職給付引当金の増減額（△は減少）  △4,300 47,711

 ７ 受取利息及び受取配当金  △2,284 △7,178

 ８ 為替差損  9 －

 ９ 支払利息  445,275 453,271

 10 支払手数料  41,062 15,124

 11 社債発行費  17,201 1,155

 12 デリバティブ取引評価益  △4,620 △5,619

 13 投資有価証券売却益  △999 －

 14 投資有価証券評価損  － 7,739

 15 固定資産売却益  △2,112 △150,578

 16 固定資産除却損  11,966 2,087

 17 事業所閉鎖費用  121,995 －

 18 売上債権の増減額（△は増加）  △421,868 346,473

 19 たな卸資産の増加額  △4,843 △105,843

 20 仕入債務の増減額（△は減少）  98,589 △106,846

 21 繰延資産の減少額  54,613 48,045

 22 未払金の増減額（△は減少）  216,096 △129,427

 23 未払消費税等の増加額  96,195 218,523

 24 その他  51,068 2,128

    小計  3,135,650 3,344,250

 26 利息及び配当金の受取額  2,206 6,274

 27 利息の支払額  △440,571 △461,640

 28 法人税等の支払額  △550,627 △451,427

    営業活動によるキャッシュ・フロー  2,146,658 2,437,456
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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) 

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

区分 
注記

番号
金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

 １ 短期貸付による支出  △37,809 △50,000

 ２ 短期貸付の回収による収入  43,830 12,680

 ３ 長期貸付による支出  △49,927 △3,500

 ４ 長期貸付の回収による収入  52,737 6,483

 ５ 定期預金の預入による支出  △883,101 △883,151

 ６ 定期預金の払戻による収入  801,090 891,101

 ７ 投資有価証券の取得による支出  △6,389 △3,413

 ８ 投資有価証券の売却による収入  1,000 －

 ９ 有形固定資産の取得による支出  △2,713,207 △1,453,996

 10 有形固定資産の売却による収入  8,676 488,002

 11 その他  △108,682 △241,772

    投資活動によるキャッシュ・フロー  △2,891,783 △1,237,565

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  1,380,000 1,300,000

 ２ 短期借入金の返済による支出  △1,013,700 △1,322,900

 ３ 長期借入金による収入  3,141,166 164,871

 ４ 長期借入金の返済による支出  △3,619,185 △3,606,912

 ５ 長期未払金の返済による支出  △165,559 △141,033

 ６ 社債の発行による収入  700,000 198,844

 ７ 社債の償還による支出  △1,320,000 △590,000

 ８ 株式の発行による収入  － 4,670,032

 ９ 自己株式取得による支出  － △800

 10 親会社による配当金の支払額  △19,577 △95,403

 11 少数株主への配当金の支払額  － △7,497

 12 その他  △17,201 －

    財務活動によるキャッシュ・フロー  △934,056 569,201

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △9 －

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  △1,679,191 1,769,092

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  3,551,679 1,872,487

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※1 1,872,487 3,641,580
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 

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) 

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20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  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。

(1) 連結子会社の数  ４社 

連結子会社の名称 

泰武興運㈱ 

㈱ギプロ 

㈱リサイクル・ピア 

㈱タケエイパークゴルフマネジメ

ント 

なお、㈱タケエイパークゴルフマネジ

メントは平成20年２月20日の会社設立

に伴い当連結会計年度より連結子会社

となりました。 

 

 

(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) 主要な非連結子会社名 

同左 

連結の範囲から除いた理由 

同左 

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。 

 

(1) 持分法を適用した関連会社数 

１社 

関連会社等の名称 

㈱グリーンアローズホールディン

グス 

 

㈱グリーンアローズホールディングス

は、合弁会社として新たに設立したこ

とにより、持分法適用関連会社となり

ました。 

   

 

 

 

 

 

 

 



  

㈱タケエイ （2151） 平成 20 年３月期 決算短信 

― 24 ― 

項目 

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) 

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

 (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、連結純損益及び

利益剰余金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 

同左 

 

持分法を適用しない理由 

同左 

 

３ 連結子会社の事業年度等

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。 

同左 

 

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 

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 

 

 

①有価証券 

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 

終仕入原価法 

②たな卸資産 

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 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、 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 

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、 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    ２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 
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項目 

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) 

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

 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 

 (4) 重要な繰延資産の処理

方法 

①創立費 

５年で均等償却を行っております。

①創立費 

同左 

②開業費 

５年で均等償却を行っております。

②開業費 

同左 

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、株式交付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。 

③株式交付費 

同左 

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。 

④社債発行費 

同左 

 (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。 

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計

上しております。 

②退職給付引当金 

同左 

③処分場閉鎖引当金 

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。 

③処分場閉鎖引当金 

同左 
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項目 

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) 

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

 (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。 

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。 

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。

同左 

６ のれんの償却に関する事

項 

のれんは20年間で均等償却してお

ります。 

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。 

同左 
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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 

 

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) 

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20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。 

これによる損益に与える影響はありません。 

なお、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。 

連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度に

おける連結財務諸表は、改正後の連結財務諸表規則に

より作成しております。 

 

―――――――――― 

 

―――――――――― 

（有形固定資産の減価償却方法の変更） 

当連結会計期間から、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

前純利益に与える影響は、軽微であります。 
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表示方法の変更 

 

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) 

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

（連結貸借対照表） 

前連結会計年度において、「連結調整勘定」として掲

記されていたものは、当連結会計年度より「のれん」と

表示しております。 

（連結貸借対照表） 

―――――――――― 

 

（連結損益計算書） 

１ 前連結会計年度まで、営業外収益の「雑収入」に

含めて表示しておりました「受取賃借料」及び「保険金

収入」は、当連結会計年度において営業外収益の10/100

超となったため当連結会計年度より区分掲記すること

といたしました。 

なお、前連結会計年度の「受取賃借料」及び「保険金

収入」は、それぞれ5,571千円及び6,085千円であります。

 

２ 前連結会計年度において、「連結調整勘定償却額」

として掲記されていたものは、当連結会計年度から「の

れん償却額」として表示しております。 

（連結損益計算書） 

１ 前連結会計年度まで、営業外収益の「雑収入」に

含めて表示しておりました「債務取崩益」は、当連結会

計年度において営業外収益の10/100超となったため当

連結会計年度より区分掲記することといたしました。 

なお、前連結会計年度の「債務取崩益」は、3,070千

円であります。 

 

 

２ 前連結会計期間において、特別利益の「その他の

特別利益」に含めて表示しておりました「保険解約返戻

金」は、当連結会計期間において特別利益の10/100超と

なったため当連結会計年度より区分掲記することとい

たしました。 

なお、前連結会計年度の「保険解約返戻金」は、119千

円であります。 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

前連結会計年度において、「連結調整勘定償却額」と

して掲記されていたものは、当連結会計年度から「のれ

ん償却額」として表示しております。 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

―――――――――― 
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追加情報 

 

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) 

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

（処分場閉鎖引当金の計上） 

これまで 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、 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「

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。 

 

―――――――――― 

（ 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 終

処分場の 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 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。 

 

―――――――――― 

 

―――――――――― 

 

 

 

（有形固定資産の 終残存価額の変更） 

当連結会計年度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。 

この方法による営業利益、経常利益及び税金等調整前

当期純利益に与える影響は、軽微であります。 

 

―――――――――― 

 

（固定資産の譲渡） 

平成19年12月27日に下記の通り当社の連結子会社で

ある泰武興運株式会社が所有する固定資産の売買契約

を締結いたしました。 

（1）譲渡の理由 

 現在、分散されている当社の営業拠点を集中さ

せて事業の効率化を図るとともに、資産の圧縮に

より財務体質の健全化を図り、あわせて、成長分

野への戦略的な投資に資金を配分する目的で譲渡

いたします。 

（2）譲渡資産 
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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) 

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

神奈川営業部の土地、建物 

(神奈川県横浜市鶴見区豊岡町14番27号) 

（3）譲渡先 

株式会社水晶院 

（4）譲渡価格 

235百万円 

（5）譲渡予定日 

平成20年６月30日 

（6）損益に与える影響 

当該固定資産の譲渡に伴い、平成21年3月期において

約7百万円を固定資産売却益として特別利益に計上する

予定であります。 
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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成20年３月31日） 

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次の

通りであります。 

その他の投資(株式) 50,000千円

その他の投資(出資金) 2,300千円

合計 52,300千円

  

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次の

通りであります。 

その他の投資(株式) 130,663千円

その他の投資(出資金) 2,300千円

合計 132,963千円
 

※２ 担保に供している資産並びに担保付債務は次の

通りであります。 

  担保に供している資産 

預金 592,077千円

建物 5,339,481千円

終処分場 98,921千円

土地 5,707,764千円

合計 11,738,245千円

  

※２ 担保に供している資産並びに担保付債務は次の

通りであります。 

  担保に供している資産 

預金 577,102千円

建物 4,627,698千円

終処分場 34,186千円

土地 5,548,986千円

合計 10,787,973千円

  

  担保権によって担保されている債務 

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

合計 14,208,174千円

  

  担保権によって担保されている債務 

長期借入金 7,743,156千円

一年以内返済予定の長期借入

金 
2,873,606千円

短期借入金 549,900千円

未払費用 9,882千円

その他の固定負債 5,204千円

合計 11,181,750千円

  

３ 偶発債務 

連結子会社以外の会社の金融機関からの借入金に対

して次の通り債務保証を行っております。 

３ 偶発債務 

連結子会社以外の会社の金融機関からの借入金に対

して次の通り債務保証を行っております。 

保証債務 

㈱市原ニューエナジー 130,000千円

計 130,000千円

  

保証債務 

㈱市原ニューエナジー 270,000千円

計 270,000千円

  

４ 手形割引及び裏書譲渡高 

受取手形割引高 65,834千円

  

４ 手形割引及び裏書譲渡高 

受取手形割引高 22,278千円
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前連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成20年３月31日） 

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・ピアは、運転資金の効率

的な調達を行うため、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
 

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・ピアは、運転資金の効率

的な調達を行うため、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 
 

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。

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。 

６ （財務制限条項） 

同左 

※７ 終処分場勘定については、廃棄物の 終処

分を行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 
 

※８ 

―――――――――― 

 

 

 



  

㈱タケエイ （2151） 平成 20 年３月期 決算短信 

― 33 ― 

（連結損益計算書関係） 

 

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) 

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

※１ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開

発費は次の通りであります。 

一般管理費 42,862千円

  合計 42,862千円

  

※１ 

―――――――――― 
 

※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
 

※２ 固定資産売却益の内容は、次の通りであります。

建物及び構築物 77,889千円

機械装置及び運搬具 14,931千円

工具器具及び備品 54千円

土地 59,347千円

計 152,222千円

  

※３ その他の特別利益の内容は、次の通りであります。

保険解約返戻金 119千円
 

※３ その他の特別利益の内容は、次の通りであります。

ゴルフ会員権売却益 117千円
 

※４ 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 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 1,629千円

工具器具及び備品 14千円

計 1,644千円
 

※５ 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 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 1,083千円

機械装置及び運搬具 838千円

工具器具及び備品 165千円

計 2,087千円

※６ 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。  

※６ 

―――――――――― 

 

 

 

 

 



  

㈱タケエイ （2151） 平成 20 年３月期 決算短信 

― 34 ― 

(連結株主資本等変動計算書関係) 

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 発行済株式に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末 

（株） 

増加 

（株） 

減少 

（株） 

当連結会計年度末 

（株） 

 普通株式 930,000 930,000 － 1,860,000
 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

株式分割による増加 930,000株 

 
 

 
 

２ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（千円） 

１株当たり配当額

（円） 
基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 

定時株主総会 
普通株式 19,577

旧   株 30.00
第１新株 14.96
第２新株  3.70

（注） 

平成18年３月31日 平成18年６月29日

（注）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。 

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 
配当金の総額

(千円) 
配当の原資

１株当たり

配当額 

(円) 

基準日 効力発生日 

平成19年６月28日 

定時株主総会 
普通株式 61,380 利益剰余金 33.00 平成19年３月31日 平成19年６月29日
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当連結会計年度(自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 年３月 31 日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末 

(株) 

増加 

(株) 

減少 

(株) 

当連結会計年度末 

(株) 

 普通株式 1,860,000 3,262,400 － 5,122,400
 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

  公募増資による増加     400,000株 

  株式分割による増加    2,280,400株 

  新株予約権行使による増加   86,000株 

  第三者割当による増加    496,000株 

 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末 

(株) 

増加 

(株) 

減少 

(株) 

当連結会計年度末 

(株) 

 普通株式 － 200 － 200
 
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次の通りであります。 

  単位未満株式買取による増加      200株 

 
 

３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（千円） 

１株当たり配当

額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年６月28日 

定時株主総会 
普通株式 61,380 33.00 平成19年３月31日 平成19年６月29日

平成19年11月13日 

取締役会 
普通株式 34,206 15.00 平成19年９月30日 平成19年12月10日

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（千円） 
配当の原資

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 

平成20年６月26日 

定時株主総会 
普通株式 76,833 利益剰余金 15.00 平成20年３月31日 

平成20年６月27

日 
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 

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) 

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

※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 

 

（平成19年３月31日現在）

現金及び預金 2,782,589千円

預入期間３ヵ月超の定期預金 △910,101千円

現金及び現金同等物 1,872,487千円

  

※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 

 

（平成20年３月31日現在）

現金及び預金 4,543,732千円

預入期間３ヵ月超の定期預金 △902,151千円

現金及び現金同等物 3,641,580千円
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（リース取引関係）     

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) 

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20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 

千円 

減価償却累

計額相当額 

千円 

期末残高相当

額 

千円 

機械装置及び運

搬具 
2,946,739 1,380,526 1,566,212

工具器具及び備

品 
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

  

(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 

千円 

減価償却累計

額相当額 

千円 

期末残高相

当額 

千円 

機械装置及び運

搬具 
2,678,557 1,485,490 1,193,066

工具器具及び備

品 
200,327 122,338 77,989

無形固定資産

(ソフトウェア)
335,973 135,604 200,368

合計 3,214,857 1,743,433 1,471,424

  

(2) 未経過リース料期末残高相当額等  

  未経過リース料期末残高相当額 

 

1年内 627,933千円

1年超 1,389,568千円

合計 2,017,501千円

  

(2) 未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 

 

1年内 594,101千円

1年超 950,102千円

合計 1,544,203千円

  

(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

  

(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 703,828千円

減価償却費相当額 628,942千円

支払利息相当額 52,624千円

  

(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年内 18,877千円

1年超 16,588千円

合計 35,465千円
 

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年内 39,851千円

1年超 52,771千円

合計 92,622千円
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（有価証券関係） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 種類 

前連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成20年３月31日） 

取得原価 

（千円） 

連結貸借対照

表 

計上額 

(千円) 

差額 

(千円) 

取得原価 

（千円） 

連結貸借対照

表 

計上額 

(千円) 

差額 

(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 10,232 9,001 △1,231

(2)債券 － － － － － －

(3)その他 － － － － － －

小計 2,848 1,841 △1,006 10,232 9,001 △1,231

合計  9,546 11,153 1,607 10,232 9,001 △1,231

 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 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） 

当連結会計年度 

（自 平成19年４月１日  

  至 平成20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 時価評価されていない主な有価証券の内容 

 前連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成20年３月31日） 

連結貸借対照表計上額(千円) 連結貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券 

 非上場株式 27,900 22,888

計 27,900 22,888

 

（注）有価証券の減損処理 

 当連結会計年度において、有価証券について 7,739 千円(その他有価証券で時価のある株式 2,727 千円、非上場株

式 5,012 千円)減損処理を行っております。 

 なお、当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しております。 
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（デリバティブ取引関係） 

１ 取引の状況に関する事項 

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） 

当連結会計年度 

（自 平成19年４月１日  

  至 平成20年３月31日） 

① 取引の内容及び利用目的等 

当社及び連結子会社は、変動金利の借入金の調達資金

を通常３年から５年の固定金利の資金調達に換えるた

め、金利スワップ取引または金利キャップ取引を行って

おります。なお、原油スワップ取引については、平成17

年８月５日付で解約しております。 

① 取引の内容及び利用目的等 

当社及び連結子会社は、変動金利の借入金の調達資金

を通常３年から５年の固定金利の資金調達に換えるた

め、金利スワップ取引を行っております。 

② 取引に対する取組方針 

金利関連のデリバティブ取引については、現在、変動

金利を固定金利に変換する目的で金利スワップ取引及

び金利キャップ取引を利用しているのみであります。金

利情勢が変化すれば、固定金利を変動金利に変換する取

引もあり得ますが、それは、固定金利の長期金銭債権債

務等について、市場の実勢金利に合わせるという目的を

達成する範囲で行う方針であり、投機目的の取引及びレ

バレッジ効果の高いデリバティブ取引は行わない方針

であります。 

② 取引に対する取組方針 

金利関連のデリバティブ取引については、現在、変動

金利を固定金利に変換する目的で金利スワップ取引を

利用しているのみであります。金利情勢が変化すれば、

固定金利を変動金利に変換する取引もあり得ますが、そ

れは、固定金利の長期金銭債権債務等について、市場の

実勢金利に合わせるという目的を達成する範囲で行う

方針であり、投機目的の取引及びレバレッジ効果の高い

デリバティブ取引は行わない方針であります。 

③ 取引に係るリスクの内容 

金利スワップ取引及び金利キャップ取引においては、

市場金利の変動によるリスクをそれぞれ有しておりま

す。 

なお、デリバティブ取引の契約先は、いずれも信用度

の高い国内の銀行であるため、相手先の契約不履行によ

るいわゆる信用リスクは、ほとんどないと判断しており

ます。 

③ 取引に係るリスクの内容 

金利スワップ取引においては、市場金利の変動による

リスクをそれぞれ有しております。 

なお、デリバティブ取引の契約先は、いずれも信用度

の高い国内の銀行であるため、相手先の契約不履行によ

るいわゆる信用リスクは、ほとんどないと判断しており

ます。 

④ 取引に係るリスク管理体制 

デリバティブ取引に関しては規程を設けており、経理

部門にて実行及び管理を行っております。 

なお、多額の借入金等は、取締役会の決議事項であり

ますので、それに伴う金利スワップ契約及び金利キャッ

プ契約の締結等は、同時に取締役会で決定されることと

なります。 

④ 取引に係るリスク管理体制 

デリバティブ取引に関しては規程を設けており、経理

部門にて実行及び管理を行っております。 

なお、多額の借入金等は、取締役会の決議事項であり

ますので、それに伴う金利スワップ契約の締結等は、同

時に取締役会で決定されることとなります。 

 

２ 取引の時価等に関する事項 

金利関連 

区分 種類 

前連結会計年度（平成19年３月31日） 当連結会計年度（平成20年３月31日） 

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）

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）

市場取引

以外の取

引 

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 3,206,900 959,900 △4,719 4,989

合計 4,141,200 4,041,200 △10,339 4,620 3,206,900 959,900 △4,719 4,989

（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 上記金利スワップ取引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かかる市場リスク量を示す

ものではありません。 
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（退職給付関係） 

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） 

当連結会計年度 

（自 平成19年４月１日  

  至 平成20年３月31日） 

１ 採用している退職給付制度の概要 

   適格年金 : 退職金制度の一部について適格年  

         金制度を採用しております。 

   退職一時金: 役職加算金支給内規に基づく退職 

         一時金制度を採用しております。 

１ 採用している退職給付制度の概要 

           

          同左 

２ 退職給付債務に関する事項 

退職給付債務 365,564千円

年金資産 △304,250千円

退職給付引当金 61,313千円

 

 

２ 退職給付債務に関する事項 

退職給付債務 417,209千円

年金資産 △308,184千円

退職給付引当金 109,025千円

  

３ 退職給付費用に関する事項 

勤務費用 55,635千円

退職給付費用 55,635千円

 

 

３ 退職給付費用に関する事項 

勤務費用 117,335千円

退職給付費用 117,335千円

  

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  

   当社は簡便法を採用しておりますので、割引率 

  等については該当ありません。 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  

         同左 

 
 

 



  

㈱タケエイ （2151） 平成 20 年３月期 決算短信 

― 41 ― 

（税効果会計関係） 

 

前連結会計年度 

(平成19年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成20年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳 

流動の部 

 繰延税金資産 

  未払費用 53,638千円

  未払事業税 22,770千円

  貸倒引当金 35,675千円

  その他 8,303千円

 繰延税金資産小計 120,388千円

 評価性引当額 △13,801千円

 繰延税金資産合計 106,586千円

 繰延税金負債 

  未収入金 △934千円

 繰延税金負債合計 △934千円

 繰延税金資産の純額 105,651千円

固定の部 

 繰延税金資産 

  繰越欠損金 292,186千円

  終処分場減価償却費累計額 147,853千円

  貸倒引当金 56,690千円

  退職給付引当金 24,949千円

  処分場閉鎖引当金 44,090千円

  会員権 18,084千円

  その他 6,259千円

 繰延税金資産小計 590,114千円

 評価性引当額 △502,670千円

 繰延税金資産合計 87,444千円

 繰延税金負債 

  圧縮積立金 △329,635千円

  特定災害防止準備金 △2,874千円

  その他有価証券評価差額金 △654千円

 繰延税金負債合計 △333,164千円

 繰延税金負債の純額 △245,720千円

  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳 

流動の部 

 繰延税金資産 

  未払費用 63,895千円

  未払事業税 38,088千円

  貸倒引当金 17,936千円

  繰越欠損金 139,619千円

  その他 7,514千円

 繰延税金資産合計 267,052千円

 繰延税金負債 

  未収入金 △322千円

  開業費 △7,084千円

 繰延税金負債合計 △7,407千円

 繰延税金資産の純額 259,644千円

固定の部 

 繰延税金資産 

  終処分場減価償却費累計額 187,739千円

  貸倒引当金 44,572千円

  退職給付引当金 44,385千円

  処分場閉鎖引当金 35,574千円

  その他有価証券評価差額金 500千円

  その他 34,522千円

 繰延税金資産小計 347,296千円

 評価性引当額 △242,187千円

 繰延税金資産合計 105,108千円

 繰延税金負債 

  圧縮積立金 △297,165千円

  特定災害防止準備金 △5,063千円

  その他 △7,084千円

 繰延税金負債合計 △309,314千円

 繰延税金負債の純額 △204,205千円

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

原因となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 40.7％

（調整） 

 評価性引当額の減少 △8.9％

 交際費等永久に損金に算入され

ない項目 
3.5％

 所得税等還付金額 △0.3％

 住民税等均等割等 1.1％

 その他 △0.1％

税効果会計適用後の法人税等の負

担率 
36.0％

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

原因となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 40.7％

（調整） 

 評価性引当額の減少 △17.8％

 交際費等永久に損金に算入され

ない項目 
3.3％

 住民税等均等割等 1.0％

 その他 0.3％

税効果会計適用後の法人税等の負

担率 
27.5％
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（ストック・オプション等関係） 

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） 

ストックオプションの内容、規模及びその変動状況 

（1）ストックオプションの内容 

 第１回新株予約権 第２回新株予約権 

会社名 提出会社 提出会社 

決議年月日 平成16年８月６日 平成18年１月30日 

新株予約権の数 658個 1,124個 

 

付与対象者の 

区分及び人数 

 

 

当社取締役     7名 

当社従業員    140名 

         （注）２ 

 

 

当社取締役       7名 

当社監査役       2名 

当社従業員      309名 

当社子会社取締役    1名 

当社子会社従業員   13名 

          （注）３ 

株式の種類 

及び付与数 
普通株式  131,600株 普通株式  224,800株 

付与日 平成16年８月31日 平成18年２月15日 

 

 

 

権利確定条件 

 付与日（平成16年８月31日）以降、権利確定

日（平成18年９月１日～平成21年５月31日まで

で段階的に到来）まで継続的に勤務しているこ

と。ただし、 

①付与数の40％ 

  平成19年５月30日 

②付与数の35％ 

  平成20年５月31日 

③付与数の25％ 

  平成21年５月31日 

 付与日（平成18年２月15日）以降、権利確定

日（平成20年２月16日）まで継続的に勤務して

いること。 

 

 

勤務対象期間 

①付与数の40％ 

 平成16年８月31日～平成19年５月30日 

②付与数の35％ 

 平成16年８月31日～平成20年５月31日 

③付与数の25％ 

 平成16年８月31日～平成21年５月31日 

 

 

 平成18年２月15日～平成20年２月16日 

 

権利行使期間 

平成18年９月１日から平成26年８月５日まで。

ただし、権利確定後であっても退職した場合は

行使不可。 

平成20年２月16日から平成28年２月15日まで。

ただし権利確定後であっても退職した場合は権

利行使不可。 

（注）１ 平成18年10月19日付をもって株式１株を２株に分割しております。これに伴い新株予約権 

    の目的となる株式数は、200株となっております。 

   ２ 平成19年３月31日現在において、付与対象者は退職等により21名減少し、126 名であり、 

    新株発行予定数は8,600株失効し、131,600株であります。 

   ３ 平成19年３月31日現在において、付与対象者は退職等により23名減少し、309名であり、 

    新株発行予定数は5,200株失効し、224,800株であります。 
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（２）ストックオプションの規模及びその変動状況 

   ①ストックオプションの数 

 第１回新株予約権 第２回新株予約権 

会社名 提出会社 提出会社 

決議年月日 平成16年８月６日 平成18年１月30日 

権利確定前   

 期首    （株）               66,700              113,900 

 付与    （株）               66,500              113,500 

 失効    （株）               1,600               2,600 

 権利確定  （株）                ―                ― 

 未確定残  （株）              131,600              224,800 

権利確定後   

 期首    （株）                ―                ― 

 付与    （株）                ―                ― 

 失効    （株）                ―                ― 

 権利確定  （株）                ―                ― 

 未確定残  （株）                ―                ― 

（注）１ 新株予約権の目的となる株式数の増加は、平成18年10月19日付の普通株式１株を２株とする 

    株式分割によるものであります。 

   ２ 新株予約権の目的となる株式の数の減少は、権利失効によるものであります。 

 

 

   ②単価情報 

 第１回新株予約権 第２回新株予約権 

権利行使価格（円）                975               2,750 

行使時平均株価（円)                ―                ― 

付与時における公正な 

評価単価（円） 

 

               ― 

 

               ― 
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当連結会計年度（自平成19年４月1日 至平成20年３月31日） 

ストックオプションの内容、規模及びその変動状況 

（1）ストックオプションの内容 

 第１回新株予約権 第２回新株予約権 

会社名 提出会社 提出会社 

決議年月日 平成16年８月６日 平成18年１月30日 

新株予約権の数 421個 1,095個 

 

付与対象者の 

区分及び人数 

 

 

当社取締役     7名 

当社従業員    140名 

 

当社取締役       7名 

当社監査役       2名 

当社従業員      309名 

当社子会社取締役    1名 

当社子会社従業員   13名 

株式の種類 

及び付与数 
普通株式  168,400株 普通株式  438,000株 

付与日 平成16年８月31日 平成18年２月15日 

 

 

 

権利確定条件 

 付与日（平成16年８月31日）以降、権利確定

日（平成18年９月１日～平成21年５月31日まで

で段階的に到来）まで継続的に勤務しているこ

と。ただし、 

①付与数の40％ 

  平成19年５月30日 

②付与数の35％ 

  平成20年５月31日 

③付与数の25％ 

  平成21年５月31日 

 付与日（平成18年２月15日）以降、権利確定

日（平成20年２月16日）まで継続的に勤務して

いること。 

 

 

勤務対象期間 

①付与数の40％ 

 平成16年８月31日～平成19年５月30日 

②付与数の35％ 

 平成16年８月31日～平成20年５月31日 

③付与数の25％ 

 平成16年８月31日～平成21年５月31日 

 

 

 平成18年２月15日～平成20年２月16日 

 

権利行使期間 

平成18年９月1日から平成26年８月５日まで。

ただし、権利確定後であっても退職した場合は

行使不可。 

平成20年２月16日から平成28年２月15日まで。

ただし権利確定後であっても退職した場合は

権利行使不可。 

（注）平成19年10月１日付をもって普通株式１株を２株に分割しております。これに伴い新株予約権の目 

   的となる株式数は、400株となっております。 
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（２）ストックオプションの規模及びその変動状況 

   ①ストックオプションの数 

 第１回新株予約権 第２回新株予約権 

会社名 提出会社 提出会社 

決議年月日 平成16年８月６日 平成18年１月30日 

権利確定前   

 期首    （株）              131,600              224,800 

 付与    （株）                ―                ― 

 株式分割による増加 

       （株） 

 

              68,000 

 

 

               ― 

 

 失効    （株）                ―                ― 

 権利確定  （株）               63,600                ― 

 未確定残  （株）              136,000                ― 

権利確定後   

 期首    （株）                ―                ― 

 権利確定  （株）               63,600              224,800 

 付与    （株）                ―                ― 

 株式分割による増加 

       （株） 

 

              43,200 

 

 

             224,800 

 

 失効    （株）                ―                ― 

 権利行使  （株）               74,400               11,600 

 未行使残  （株）               32,400              438,000 

（注） 新株予約権の目的となる株式数の増加は、平成19年10月１日付の普通株式１株を２株とする株 

    式分割によるものであります。 

 

 

 

 

   ②単価情報 

 第１回新株予約権 第２回新株予約権 

権利行使価格（円）               488円              1,375円 

行使時平均株価（円)              3,466円              3,817円 

付与時における公正な 

評価単価（円） 

 

               ― 

 

               ― 

（注）権利行使価格及び行使時平均株価については、平成19年10月１日付の普通株式１株を２株とする株式分割によ

る調整後の1株当たりの価格となっております。 
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（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)及び当連結会計年度(自 平成 19 年４月１日 

至 平成20年３月31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)及び当連結会計年度(自 平成 19 年４月１日 

至 平成 20 年３月 31 日)において、本邦以外の国また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)及び当連結会計年度(自 平成 19 年４月１日 

至 平成 20 年３月 31 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。 
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【関連当事者との取引】 

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) 

 役員及び個人主要株主等 

 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等
の所有
(被所有)
割合 
(％) 

関係内容 取引の内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

役員の
近親者 

橋本泰弘 ― ― 
当社代表取締
役副社長橋本
泰造の実弟

― ― ― 
車両の売買 
（注）１ 

8,937 ― ― 

 

（取引条件及び取引条件の決定方針等） 

（注）１ 産業廃棄物の収集運搬業務の委託先であった同氏と平成18年４月１日付で雇用契約を締結したことに伴い、

同氏より車両４台を買い取ったものであります。なお、取引金額につきましては使用年数及び市場価格を勘

案し、当社と関連を有しない他の雇用契約締結者との取引と同様に決定しております。 

２ 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。 

 

 

当連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

 

  該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

 

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) 

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

 １株当たり純資産額 2,115円29銭

 １株当たり当期純利益 332円11銭
 

 １株当たり純資産額 1,873円64銭

 １株当たり当期純利益 243円19銭

 潜在株式調整後１株当た

り当期純利益 
217円99銭

 なお、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)株式分割について 

当社は、平成18年10月19日付で普通株式１株に対し、普通株

式２株の割合で株式分割を行いました。 

前期首において当該株式分割が行われたと仮定した場合に

おける前連結会計年度の（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。 

 

１株当たり純資産額  1,795円09銭 

１株当たり当期純利益  247円94銭 

(注)株式分割について 

当社は、平成19年10月１日付で普通株式１株に対し、普通株

式２株の割合で株式分割を行いました。 

前期首において当該株式分割が行われたと仮定した場合に

おける前連結会計年度の（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。 

 

１株当たり純資産額  1,057円65銭 

１株当たり当期純利益  166円06銭 

  なお、前連結会計年度の潜在株式調整後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 

 
前連結会計年度末 

（平成19年３月31日) 

当連結会計年度末 

（平成20年３月31日) 

純資産の部の合計額（千円） 4,011,774 9,692,895 

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） 77,316 95,753 

 （うち少数株主持分）（千円） （77,316） （95,753）

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 3,934,458 9,597,141 

期末の普通株式の数（株） 1,860,000 5,122,200 

 

２ １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

 

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) 

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

１株当たり当期純利益 

 当期純利益（千円） 617,738 1,090,721 

 普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

 普通株式に係る当期純利益（千円） 617,738 1,090,721 

 普通株式の期中平均株式数（株） 1,860,000 4,485,077 

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

 普通株式増加数（株） － 518,554 

  第1回新株予約権（株） （－） （193,565）
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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) 

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

  第2回新株予約権（株） （－） （324,989）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

あたり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） 

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) 

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

(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 

発行価格 １株につき7,000円 

発行価額の総額  2,278,000千円 

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 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。 
 

 

―――――――――― 

 

―――――――――― 

(株式の取得） 

平成20年４月23日に当社は株式会社池田商店の全株式を

下記の通り取得いたしました。 

（1）取得の理由 

 当社では、建設廃棄物の収集運搬･中間処理･ 終処分

という従来の事業基盤の上に、新たな「リサイクル専業

の単品製造工場」を付加することで、既存事業領域を拡

大し、また新しい「事業地域」に工場を保有することで、

顧客ニーズの多様化に応える目的で取得いたしました。

（2）株式取得の相手会社の概要 

会社商号   株式会社 池田商店 

   主な事業内容 建設現場から排出されるアスファルトや

コンクリート等のがれき類を原材料と

する再生骨材・再生砕石の生産・販売

   主な事業所  神奈川県横浜市旭区上川井町 2446 番地

（工場） 

資本金    2,400万円 

（3）株式取得日 

平成20年４月23日 

（4）取得株式の数、取得価額及び取得後の持分比率 

取得株式数 48,000株  

取得価額  950百万円 

持分比率  100％ 
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５．個別財務諸表 

(1) 貸借対照表 

 

  
前事業年度 

(平成19年３月31日) 

当事業年度 

(平成20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 ※1 2,442,347  4,116,068 

  ２ 受取手形  84,749  43,299 

  ３ 売掛金 ※2 2,707,117  2,435,213 

  ４ 仕掛品  29,391  10,439 

  ５ 貯蔵品  20,331  137,379 

  ６ 前渡金  9,899  34,245 

  ７ 前払費用 ※2 73,207  89,381 

  ８ 短期貸付金 ※2 118,463  544,566 

  ９ 未収入金  267,374  152,606 

  10 繰延税金資産  97,093  101,851 

  11 その他の流動資産 ※2 17,891  21,816 

  貸倒引当金  △97,400  △77,700 

 流動資産合計  5,770,467 33.1  7,609,166 39.1

 Ⅱ 固定資産    

  １ 有形固定資産    

   (1)建物 ※1 4,111,541 4,285,254  

    減価償却累計額  △911,420 3,200,121 △1,076,734 3,208,520 

   (2)構築物  986,443 1,009,304  

    減価償却累計額  △550,521 435,921 △633,820 375,483 

   (3)機械及び装置  2,132,495 2,254,689  

    減価償却累計額  △499,782 1,632,713 △781,614 1,473,075 

   (4)車両及び運搬具  393,902 375,129  

    減価償却累計額  △293,016 100,885 △317,522 57,607 

   (5)工具器具及び備品  430,493 503,257  

    減価償却累計額  △329,025 101,468 △384,499 118,758 

   (6) 終処分場 ※1,6 1,388,533 1,388,533  

    減価償却累計額  △1,111,661 276,872 △1,307,375 81,158 

   (7)土地 ※1 4,198,791  4,221,546 

   (8)建設仮勘定  524,470  877,576 

 有形固定資産合計  10,471,244 60.1  10,413,726 53.5

  ２ 無形固定資産    

   (1)ソフトウェア  70,896  85,189 

   (2)その他  5,024  5,024 

 無形固定資産合計  75,920 0.4  90,213 0.5

  ３ 投資その他の資産    

   (1)投資有価証券  39,053  31,889 
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前事業年度 

(平成19年３月31日) 

当事業年度 

(平成20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

(％)

   (2)関係会社株式  695,432  806,432 

   (3)出資金  33,020  33,020 

   (4)従業員長期貸付金  4,839  1,572 

   (5)破産債権・更生債権等  165,082  118,180 

   (6)長期前払費用  116,485  83,896 

   (7)繰延税金資産  68,554  86,914 

   (8)その他の投資 ※2 200,015  293,651 

   貸倒引当金  △197,530  △118,600 

 投資その他の資産合計  1,124,953 6.4  1,336,956 6.9

 固定資産合計  11,672,118 66.9  11,840,895 60.9

 資産合計  17,442,585 100.0  19,450,062 100.0
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前事業年度 

(平成19年３月31日) 

当事業年度 

(平成20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 ※2 551,638  392,289 

  ２ 短期借入金 ※1 122,800  79,900 

  ３ 一年以内返済予定の長期借入金 ※1 2,309,080  2,221,785 

  ４ 一年以内償還予定の社債  570,000  130,000 

  ５ 未払金 ※2 769,834  595,408 

  ６ 未払費用 ※1 398,186  289,663 

  ７ 未払法人税等  188,192  323,083 

  ８ 未払消費税等  －  255,949 

  ９ 前受金  33,722  70,468 

  10 預り金  10,204  13,955 

  11 その他の流動負債  278  65 

 流動負債合計  4,953,938 28.4  4,372,569 22.5

 Ⅱ 固定負債    

  １ 社債  1,330,000  1,400,000 

  ２ 長期借入金 ※1 6,592,219  4,120,433 

  ３ 長期未払金  839,666  715,840 

  ４ 退職給付引当金  61,072  106,245 

  ５ 処分場閉鎖引当金  108,357  87,429 

  ６ その他の固定負債  10,185  5,204 

 固定負債合計  8,941,500 51.3  6,435,152 33.1

 負債合計  13,895,438 79.7  10,807,722 55.6

    

 （純資産の部）    

 Ⅰ 株主資本    

  １ 資本金  923,191 5.3  3,258,217 16.7

  ２ 資本剰余金    

   (1)資本準備金  866,723  3,201,729 

   (2)その他資本剰余金  1,512  1,512 

 資本剰余金合計  868,235 5.0  3,203,241 16.5

  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 7,381  

    別途積立金  500,000 500,000  

    繰越利益剰余金  1,249,407 1,753,597 1,673,860 2,181,242 

 利益剰余金合計  1,754,767 10.0  2,182,411 11.2

  ４ 自己株式  － －  △800 △0.0

  株主資本合計  3,546,193 20.3  8,643,069 44.4
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前事業年度 

(平成19年３月31日) 

当事業年度 

(平成20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

(％)

 Ⅱ 評価・換算差額等    

  １ その他有価証券評価差額金  953 0.0  △730 △0.0

 評価・換算差額等合計  953 0.0  △730 △0.0

 純資産合計  3,547,146  8,642,339 

 負債純資産合計  17,442,585 100.0  19,450,062 100.0
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(2) 損益計算書 

 
 

  

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20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 ※1 11,346,242 100.0  11,221,383 100.0

Ⅱ 売上原価 ※1,2 8,217,965 72.4  8,081,907 72.0

   売上総利益  3,128,276 27.6  3,139,476 28.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

 １ 役員報酬  249,792 207,275 

 ２ 給与手当  700,014 767,957 

 ３ 福利厚生費 ※1 150,419 148,877 

 ４ 退職給付費用  25,754 56,445 

 ５ 接待交際費  72,226 56,631 

 ６ 地代家賃 ※1 70,822 90,708 

 ７ 支払リース料  61,155 57,663 

 ８ 支払手数料  24,168 47,998 

 ９ 業務委託費  21,251 21,201 

 10 租税公課  59,352 57,563 

 11 減価償却費  12,217 21,096 

 12 貸倒引当金繰入額  34,167 － 

 13 その他 ※1,2 426,283 1,907,625 16.8 371,907 1,905,326 17.0

   営業利益  1,220,651 10.8  1,234,149 11.0

Ⅳ 営業外収益   

 １ 受取利息 ※1 9,993 13,597 

 ２ 受取配当金  1,063 8,895 

 ３ 受取賃借料  5,142 400 

 ４ 事務代行料 ※1 4,276 3,599 

 ５ 保険料収入  3,468 7,003 

 ６ デリバティブ取引評価益  6,595 4,981 

 ７ 債務取崩益  － 6,941 

 ８ 雑収入 ※1 14,224 44,764 0.4 15,067 60,485 0.6

Ⅴ 営業外費用   

 １ 支払利息  245,226 265,012 

 ２ 社債利息  24,542 20,523 

 ３ 社債発行費  17,201 1,155 

 ４ 支払手数料  35,681 3,953 

 ５ 雑損失 ※1 36,467 359,119 3.2 65,021 355,665 3.2

   経常利益  906,296 8.0  938,969 8.4
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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) 

当事業年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20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

(％)

Ⅵ 特別利益   

 １ 固定資産売却益 ※3 5,077 14,059 

 ２ 保険解約返戻金  119 28,697 

 ３ 投資有価証券売却益  999 － 

 ４ 貸倒引当金戻入益  － 12,940 

 ５ 処分場閉鎖引当金取崩益  － 22,934 

 ６ その他の特別利益  － 6,197 0.0 117 78,750 0.7

Ⅶ 特別損失   

 １ 固定資産売却損 ※4 2,874 1,644 

 ２ 固定資産除却損 ※5 11,966 2,066 

 ３ 投資有価証券評価損  － 7,739 

 ４ 事業所閉鎖費用 ※7 121,995 － 

 ５ 過年度処分場閉鎖引当金

繰入額 
 100,989 － 

 ６ その他の特別損失 ※6 461 238,286 2.1 － 11,450 0.1

   税引前当期純利益  674,207 5.9  1,006,268 9.0

  法人税、住民税及び事業税  398,000 505,000 

  法人税等調整額  △47,001 350,998 3.1 △21,961 483,038 4.3

   当期純利益  323,209 2.8  523,230 4.7
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売上原価明細書 

 

  

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20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 

(％) 

Ⅰ 労務費  3,086,151 37.4 3,135,788 38.9

Ⅱ 経費 ※１ 6,009,457 72.9 5,849,048 72.5

Ⅲ 有価物控除額  △848,130 △10.3 △918,344 △11.4

   当期総処理費用  8,247,478 100.0 8,066,492 100.0

   期首仕掛品たな卸高  8,852 29,391 

合計  8,256,331 8,095,884 

   期末仕掛品たな卸高  29,391 10,439 

   他勘定振替高 ※２ 8,974 3,537 

   当期売上原価  8,217,965 8,081,907 

 

（注） ※１主な内訳は、次の通りであります。 

 

項目 前事業年度（千円） 当事業年度（千円） 

外注費 2,919,910 2,533,178

支払リース料 507,254 541,076

減価償却費 753,080 848,607

燃料費 369,632 401,223

地代家賃 184,249 111,036

修繕費 271,289 345,213

旅費交通費 243,907 236,425

消耗品費 246,900 250,537

電力費 130,563 163,094

 

 ※２主な内訳は、次のとおりであります。 

項目 前事業年度（千円） 当事業年度（千円） 

雑損失 6,341 1,864

事業所閉鎖費用 2,323 －

災害復旧支援費 － 1,673

 

 

   （原価計算の方法） 

    当社の原価計算は、実際原価による総合原価計算であります。 
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(3) 株主資本等変動計算書 

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 利益剰余金 

 株主資本合計
資本準備金 

その他資

本剰余金

資本剰余

金合計

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) 
923,191 866,723 1,512 868,235 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） 
923,191 866,723 1,512 868,235 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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当事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)   

 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式
株主資本合

計 資本準備

金 

その他

資本剰

余金

資本剰余金

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) 
923,191 866,723 1,512 868,235 1,169 4,190 500,000 1,249,407 1,754,767 － 3,546,193

事業年度中の変動額     

 新株の発行 2,335,026 2,335,005 2,335,005   4,670,032

 剰余金の配当   △95,586 △95,586  △95,586

 当期純利益   523,230 523,230  523,230

 特定災害防止準備金の

積立 
  3,190 △3,190   －

 自己株式の取得    △800 △800

 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） 
2,335,026 2,335,005 － 2,335,005 － 3,190 － 424,453 427,644 △800 5,096,876

平成20年３月31日残高 

（千円） 
3,258,217 3,201,729 1,512 3,203,241 1,169 7,381 500,000 1,673,860 2,182,411 △800 8,643,069

 

 

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

事業年度中の変動額  

 新株の発行  4,670,032

 剰余金の配当  △95,586

 当期純利益  523,230

 特定災害防止準備金の

積立 
 －

 自己株式の取得  △800

 株主資本以外の項目の

事業年度中の変動額

（純額） 

△1,683 △1,683 △1,683

事業年度中の変動額合計 

（千円） 
△1,683 △1,683 5,095,192

平成20年３月31日残高 

（千円） 
△730 △730 8,642,339

 



  

㈱タケエイ （2151） 平成 20 年３月期 決算短信 

― 60 ― 

重要な会計方針 

 

項目 

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

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 

(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 

(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   

        同左 

 

 

 

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 

 

 

         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 

  終仕入原価法 

(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っております。ま

た、 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       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

(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。 

(3) 長期前払費用  

  定額法によっております。 

(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っております。ま

た、 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       ３年～38 年

構築物      ６年～40 年

機械及び装置   ２年～17 年

車両及び運搬具  ２年～６年

工具器具及び備品 ２年～20年

(2) 無形固定資産 

         同左 

 

 

 

 (3) 長期前払費用  

          同左 
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項目 

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20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。 

なお、株式交付費は損益計算書上、

営業外費用の雑損失に含めて表示し

ております。 

(2) 社債発行費等 

発生時に全額費用として処理して

おります。 

 

(1) 株式交付費 

         同左 

 

 

 

 

(2) 社債発行費等 

      同左 

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。

(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 

  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、当事業年度における

 埋立割合に応じた額を計上しており

ます。 

(1) 貸倒引当金 

        同左 

 

 

 

 

 

(2) 退職給付引当金 

        同左 

 

 

 

(3)処分場閉鎖引当金 

        同左 

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。 

        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。

消費税等の会計処理 

        同左     
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会計方針の変更 

 

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20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。 

これによる損益に与える影響はありません。 

なお、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。 

財務諸表等規則の改正により、当事業年度における

財務諸表は、改正後の財務諸表等規則により作成して

おります。 

              

―――――――――― 

 

              

―――――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

（有形固定資産の減価償却方法の変更） 

 当事業年度から、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当期純利

益に与える影響は、軽微であります。 
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表示方法の変更 

 

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

（貸借対照表） 

前事業年度まで、流動資産の「その他の流動資産」

に含めて表示しておりました「未収入金」は、当事業

年度において総資産額の1/100超となったため当事業

年度より区分掲記することといたしました。 

 なお、前事業年度の「未収入金」は、95,061千円であ

ります。 

（貸借対照表） 

 

―――――――――― 

 

 

 

 

 

（損益計算書） 

前事業年度まで、営業外収益の「雑収入」に含めて

表示しておりました「受取賃借料」は、当事業年度に

おいて営業外収益の10/100超となったため当事業年度

より区分掲記することといたしました。 

 なお、前事業年度の「受取賃借料」は、5,571千円で

あります。 

（損益計算書） 

前事業年度まで、営業外収益の「雑収入」に含めて表

示しておりました「債務取崩益」は、当事業年度におい

て営業外収益の10/100超となったため当事業年度より

区分掲記することといたしました。 

なお、前事業年度の「債務取崩益」は、3,070千円で

あります。 
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追加情報 

 

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

（処分場閉鎖引当金の計上） 

これまで 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、 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「

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。 

               

―――――――――― 

( 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 終処分

場の 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 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。 

               

―――――――――― 

 

 

―――――――――― 

（有形固定資産の 終残存価額の変更） 

 当事業年度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。

 この方法による営業利益、経常利益及び税引前当期純

利益に与える影響は、軽微であります。 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

 

前事業年度 

(平成19年３月31日) 

当事業年度 

(平成20年３月31日) 

※１ 担保に供している資産並びに担保付債務は次の

通りであります。 

  担保に供している資産 

預金 577,077千円

建物 3,023,690千円

終処分場 98,921千円

土地 3,582,301千円

合計 7,281,991千円

  

※１ 担保に供している資産並びに担保付債務は次の

通りであります。 

  担保に供している資産 

預金 577,102千円

建物 2,560,308千円

終処分場 34,186千円

土地 3,582,301千円

合計 6,753,898千円
 

  担保権によって担保されている債務 

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

未払費用 5,003千円

合計 8,585,080千円

  

  担保権によって担保されている債務 

長期借入金 4,153,766千円

一年以内返済予定の長期借入金 2,216,066千円

短期借入金 49,900千円

未払費用 4,505千円

その他の固定負債 5,204千円

合計 6,429,443千円

  

※２ 関係会社に対する資産及び負債 

  区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

ものは、次の通りであります。 

売掛金 40,660千円

前払費用 7,695千円

短期貸付金 111,500千円

その他の流動資産 16,044千円

その他の投資 52,376千円

買掛金 147,018千円

未払金 38,221千円

  

※２ 関係会社に対する資産及び負債 

  区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

ものは、次の通りであります。 

売掛金 17,177千円

前払費用 2,335千円

短期貸付金 540,000千円

その他の流動資産 18,945千円

その他の投資 17,376千円

買掛金 91,759千円

未払金 45,293千円

  

３ 偶発債務 

（1）保証債務 

㈱リサイクル・ピア 5,631,675千円

泰武興運㈱ 224,545千円

㈱ギプロ 393,836千円

㈱市原ニューエナジー 130,000千円

合計 6,380,056千円

  

３ 偶発債務 

（1）保証債務 

㈱リサイクル・ピア 4,900,201千円

泰武興運㈱ 89,945千円

㈱ギプロ 301,356千円

㈱市原ニューエナジー 270,000千円

合計 5,561,503千円

  

４ 手形割引及び裏書譲渡高 

受取手形割引高 65,834千円
 

４ 手形割引及び裏書譲渡高 

受取手形割引高 22,278千円
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前事業年度 

(平成19年３月31日) 

当事業年度 

(平成20年３月31日) 

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の

金額を前年同期比 75％以上に維持すること。 

  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。 

５（財務制限条項）  

同左 

※６ 終処分場勘定については、廃棄物の 終処分を

行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っ

ております。 

※６          同左 
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（損益計算書関係） 

 

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、

次の通りであります。 

売上高 441,306千円

売上原価 851,212千円

福利厚生費 7,326千円

地代家賃 58,732千円

受取利息 9,072千円

事務代行料 3,350千円

雑収入 3,318千円

  

※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、

次の通りであります。 

売上高 240,525千円

売上原価 692,592千円

福利厚生費 8,668千円

地代家賃 72,139千円

その他 4,310千円

受取利息 8,337千円

事務代行料 2,850千円

雑収入 1,864千円

雑損失 1,320千円

  

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開

発費は次の通りであります。 

一般管理費 40,653千円

合計 40,653千円
 

※２             ―――――――――― 

 

 

 

 

※３ 固定資産売却益の内容は、次の通りであります。

機械及び装置 849千円

車両及び運搬具 4,228千円

計 5,077千円
 

※３ 固定資産売却益の内容は、次の通りであります。

車両及び運搬具 14,004千円

工具器具及び備品 54千円

計 14,059千円
 

※４ 固定資産売却損の内容は、次の通りであります。

 

機械及び装置 464千円

車両及び運搬具 2,409千円

計 2,874千円
 

※４ 固定資産売却損の内容は、次の通りであります。

 

車両及び運搬具 1,629千円

工具器具及び備品 14千円

計 1,644千円
 

※５ 固定資産除却損の内容は、次の通りであります。

建物 491千円

構築物 4,453千円

機械及び装置 6,535千円

車両及び運搬具 485千円

計 11,966千円
 

※５ 固定資産除却損の内容は、次の通りであります。

構築物 1,083千円

機械及び装置 838千円

工具器具及び備品 144千円

  計 2,066千円

 

 

※６ その他の特別損失の内容は、次の通りであります。

子会社清算損   461千円
 

※６       ―――――――――― 

 

 

※７ 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。 

 

※７             ―――――――――― 
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（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 自己株式に関する事項 

   該当事項はありません。 
 

 

 

当事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１ 自己株式に関する事項 

株式の種類 
前事業年度末 

(株) 

増加 

(株) 

減少 

(株) 

当事業年度末 

(株) 

自己株式  

 普通株式 － 200 － 200

 計 － 200 － 200
 

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

  単位未満株式買取による増加   200株 
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（リース取引関係） 

 

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20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 

(千円) 

減価償却累

計額相当額 

(千円) 

期末残高相

当額 

(千円) 

機械及び装置 1,133,862 466,705 667,157

車両及び運搬

具 
852,546 404,147 448,398

工具器具及び

備品 
97,695 54,425 43,269

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

  

(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 

(千円) 

減価償却累

計額相当額 

(千円) 

期末残高相

当額 

(千円) 

機械及び装置 1,122,493 639,705 482,787

車両及び運搬

具 
758,877 342,338 416,539

工具器具及び

備品 
82,679 53,607 29,072

無形固定資産

(ソフトウェ

ア) 

265,105 99,034 166,070

合計 2,229,155 1,134,685 1,094,470

  

(2) 未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 

 

1年内 436,321千円

1年超 992,978千円

合計 1,429,300千円

  

(2) 未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 

 

1年内 423,125千円

1年超 720,641千円

合計 1,143,767千円

  

(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

(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 496,695千円

減価償却費相当額 440,085千円

支払利息相当額 38,150千円

  

(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 
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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) 

当事業年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

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年内 18,877千円

1年超 16,588千円

合計 35,465千円
  

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年内 24,456千円

1年超 29,285千円

合計 53,742千円
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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）及び当事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年

３月31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。 
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（税効果会計関係） 

 

前事業年度 

(平成19年３月31日) 

当事業年度 

(平成20年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰越税金負債の発生の主な原因別の内

訳 

流動の部 

 繰延税金資産 

  未払費用 40,328千円

  未払事業税 20,022千円

  貸倒引当金 31,843千円

  その他 4,899千円

 繰延税金資産合計 97,093千円

 繰延税金資産の純額 97,093千円

固定の部 

 繰延税金資産 

  終処分場減価償却費累計額 147,853千円

  貸倒引当金 56,690千円

  退職給付引当金 24,850千円

  処分場閉鎖引当金 44,090千円

  会員権 18,084千円

  建設仮勘定 5,425千円

  その他 6,149千円

 繰延税金資産小計 303,144千円

 評価性引当額 △231,061千円

  繰延税金資産合計 72,083千円

 繰延税金負債 

  特定災害防止準備金 △2,874千円

  その他有価証券評価差額金 △654千円

 繰延税金負債合計 △3,528千円

 繰延税金資産の純額 68,554千円
  

１ 繰延税金資産及び繰越税金負債の発生の主な原因別の内

訳 

流動の部 

 繰延税金資産 

  未払費用 47,410千円

  未払事業税 29,544千円

  貸倒引当金 20,009千円

  その他 4,885千円

 繰延税金資産合計 101,851千円

 繰延税金資産の純額 101,851千円

固定の部 

 繰延税金資産 

  終処分場減価償却費累計額 187,739千円

  貸倒引当金 44,572千円

  退職給付引当金 43,231千円

  処分場閉鎖引当金 35,574千円

  建設仮勘定 7,362千円

  その他有価証券評価差額金 500千円

  その他 15,183千円

 繰延税金資産小計 334,165千円

 評価性引当額 △242,187千円

 繰延税金資産合計 91,977千円

 繰延税金負債 

  特定災害防止準備金 △5,063千円

 繰延税金負債合計 △5,063千円

 繰延税金資産の純額 86,914千円
 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と

の間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳 

法定実効税率 40.7％

（調整） 

 評価性引当額の増減 5.4％

 交際費等永久に損金に算入されな

い項目 
5.1％

 所得税等還付金額 △0.1％

 住民税均等割 1.4％

 その他 △0.4％

税効果会計適用後の法人税等の負担

率 
52.1％

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と

の間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳 

法定実効税率 40.7％

（調整） 

 評価性引当額の増減 1.1％

 交際費等永久に損金に算入されな

い項目 
4.9％

 住民税均等割 1.4％

 その他 △0.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担

率 
48.0％
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（１株当たり情報） 

 

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

 １株当たり純資産額 1,907円06銭 

 １株当たり当期純利益 173円76銭 

 
 
 

 １株当たり純資産額 1,687円23銭 

 １株当たり当期純利益 116円66銭 

 潜在株式調整後１株当たり当

期純利益 
104円57銭 

 

 なお、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)株式分割について 

当社は、平成18年10月19日付で普通株式１株に対し、普通

株式２株の割合で株式分割を行いました。 

前期首において当該株式分割が行われたと仮定した場合に

おける前事業年度の（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。 

 

１株当たり純資産額   1,745円20銭 

１株当たり当期純利益   311円02銭 
 

(注)株式分割について 

当社は、平成19年10月１日付で普通株式１株に対し、普通

株式２株の割合で株式分割を行いました。 

前期首において当該株式分割が行われたと仮定した場合に

おける前事業年度の（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。 

 

 

 
 

１株当たり純資産額    953円53銭 

１株当たり当期純利益   86円88銭 

  なお、前事業年度の潜在株式調整後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 

 
前事業年度末 

（平成19年３月31日) 

当事業年度末 

（平成20年３月31日) 

純資産の部の合計額（千円） 3,547,146 8,642,339 

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） － － 

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 3,547,146 8,642,339 

期末の普通株式の数（株） 1,860,000 5,122,200 

 

２ １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

 

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

１株当たり当期純利益 

 当期純利益（千円） 323,209 523,230 

 普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

 普通株式に係る当期純利益（千円） 323,209 523,230 

 普通株式の期中平均株式数（株） 1,860,000 4,485,077 

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

 普通株式増加数（株） － 518,554 

  第1回新株予約権（株） （－） （193,565）

  第2回新株予約権（株） （－） （324,989）
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（重要な後発事象） 

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

(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 

発行価格 １株につき7,000円 

発行価額の総額  2,278,000千円 

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 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。 
 

 

―――――――――― 

 

―――――――――― 

(株式の取得） 

平成20年４月23日に当社は株式会社池田商店の全株式を

下記の通り取得いたしました。 

（1）取得の理由 

 当社では、建設廃棄物の収集運搬･中間処理･ 終処分

という従来の事業基盤の上に、新たな「リサイクル専業

の単品製造工場」を付加することで、既存事業領域を拡

大し、また新しい「事業地域」に工場を保有することで、

顧客ニーズの多様化に応える目的で取得いたしました。

（2）株式取得の相手会社の概要 

会社商号   株式会社 池田商店 

   主な事業内容 建設現場から排出されるアスファルトや

コンクリート等のがれき類を原材料と

する再生骨材・再生砕石の生産・販売

   主な事業所  神奈川県横浜市旭区上川井町 2446 番地

（工場） 

資本金    2,400万円 

（3）株式取得日 

平成20年４月23日 

（4）取得株式の数、取得価額及び取得後の持分比率 

取得株式数 48,000株 

取得価額  950百万円 

持分比率  100％ 
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６．役員の異動（６月26日付予定） 

 

(1) 代表者の異動 

     該当事項はありません。 

 

 （2) その他の役員の異動 

   ① 新任取締役候補 

       取締役事業本部長      徳山 重男      （現 執行役員事業本部長） 

        

   ② 退任予定取締役 

       取締役           堤 惠美子      （現 取締役社長室長） 

 

 


