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平成21年3月5日 

各  位 

株 式 会 社 タ ケ エ イ

代 表 取 締 役 社 長  三 本  守

（コード番号：2151 東証マザーズ）

問 合 せ 先 ： 取 締 役 経 営 企 画 本 部 長

 輿 石  浩

（TEL 03-6361-6820）

 

株式会社北陸環境サービスの株式の取得（子会社化）に関するお知らせ 
 

 

当社は、本日開催の取締役会において、株式会社北陸環境サービスの全株式を取得し完全子会社化

することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

  

 

記 

 

 

１． 株式取得の理由 

 

当社グループの事業である廃棄物の処理及び再資源化事業は、地球温暖化や自然破壊をはじめとす

る環境問題がクローズアップされる中、言うまでもなく規制強化やリサイクルの推進が強く求められ

ており、ますます追い風であるものと思われます。反面、住宅着工件数の落ち込みや公共投資の縮小

など、現状の当社がおかれている足元の経営環境は依然厳しいものであることは言うまでもありませ

ん。 

 

しかしながら、将来的な市場規模の拡大と法的規制のますますの強化が見込まれる今こそが、『総合

環境企業』実現に向けた、将来の事業拡大や他社との差別化のための、絶好の投資機会であると強く

認識致しております。 

こうした中、当社では中期経営計画の中心的柱として、「戦略的Ｍ＆Ａを推進していくことにより、

これまでの主な事業領域である『建設廃棄物』の処理及び再資源化事業の基盤を一層拡充させること

に加えて、『新たな廃棄物発生源への領域の拡大』と『事業地域の拡大』に取り組んでいくこと」を掲

げております。 

 

今回子会社化する株式会社北陸環境サービス（以下、北陸環境サービス）は、日宝工業株式会社（以

下、日宝工業）の環境事業部門の中核的な役割を担う形で、長年に渡って管理型最終処分場運営等の

廃棄物処理業に携わっており、石川県内はもとより北陸地域の中でも高い実績を上げてまいりました。

また、いち早く『産業廃棄物処理業者優良性評価制度（中央環境審議会の提言を受けて環境省が位置

づけた評価基準で、平成17年４月１日付けで施行された廃棄物処理法施行規則に基づく制度）』の適合

確認を受けるなど、『地元との共生』『高いコンプライアンス意識』に関しても、高い評価をいただい

ております。近年は廃プラスチック・紙くず・木くず・繊維くず等リサイクル可能な廃棄物の再資源

化事業（サーマルリサイクルとして外部委託、固形燃料として売却）に積極的に取り組むなど、次代

に向けた布石を打っているところでもあります。 

 

今回の株式の取得は、事業の選択と集中を推進する日宝工業と、事業領域・事業地域の拡大を推進

する当社との意図が合致したことにより実現したものであります。 
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当社と北陸環境サービスは、同じ『産業廃棄物処理業』に属しておりますが、実際には、保有する

最終処分場の違い（当社は『安定型最終処分場』、北陸環境サービスは『管理型最終処分場』）など、

許可内容・取扱品目等に大きな違いがあり、その結果、廃棄物の発生源（顧客）も大きく異なってい

ます（「表：当社グループの既存事業と北陸環境サービスの事業内容の違い」参照）。 

 

 

表：  当社グループの既存事業と北陸環境サービスの事業内容の違い 

 タケエイグループ 北陸環境サービス 

主な事業内容 産業廃棄物処理業（中間処理業、最終

処分業、収集運搬業） 

産業廃棄物処理業（中間処理業、最終

処分業、収集運搬業） 

中間処理施設の概要 混合廃棄物処理ライン、破砕施設、廃

棄物洗浄施設 

木くず・アスファルト及びコンクリー

ト塊・スクラップ・粉塵・廃石膏ボー

ドのリサイクル 等 

破砕・減容固化施設、天日乾燥施設、

混練施設 

一部廃棄物をサーマルリサイクル燃

料・固形燃料としてリサイクル 

最終処分場の概要 安定型最終処分場 管理型最終処分場 

＜受け入れ品目＞ 安定５品目（廃プラスチック類・金属

くず・ガラスくず及び陶磁器くず・ゴ

ムくず・がれき類）のみ 

汚泥・燃え殻・廃プラスチック類・ゴ

ムくず・金属くず・ガラスくず及び陶

磁器くず・がれき類・鉱さい・ばいじ

ん・紙くず・木くず・繊維くず・動植

物性残さ・第13号廃棄物 

（廃石膏ボード・飛散性アスベストを

含む） 

＜主な廃棄物発生源＞ 建設業 製造業、電気･ガス･熱供給水道業、農

業 

事業地域 首都圏（１都３県） 

（建設産業廃棄物分野においてトッ

プシェア） 

石川県金沢市を中心とする北陸地域

（石川県内における民間管理型最終

処分場としては圧倒的シェア） 

その他 石川県輪島市内で管理型最終処分場

を計画中（子会社㈱門前クリーンパー

ク、平成 25 年開業予定） 

 

(注) 当社の保有する安定型最終処分場は、社外からの廃棄物を原則受け入れていません。 

 

 

管理型最終処分場は、工場から排出される汚泥や燃え殻、家庭から排出される一般廃棄物を焼却す

る際に残る焼却灰等をはじめとする、多種多様な、有害な廃棄物を無害化したもの等に対応する施設

であり、その結果、これまでは当社が扱えなかった『新たな廃棄物分野』への参入が現実のものにな

ったともいえます。 

 

現状の当社グループの顧客ポートフォリオは、大手建設会社などの建設業が中心となっております

が、北陸環境サービスの子会社化により、現在手掛けていない管理型最終処分場の運営をグループ内

で行なえるようになるため、今後は多様な廃棄物発生源に対応できるようになり、当社グループが中

期経営計画に掲げる『新たな廃棄物発生源への領域の拡大』に向けて大きく前進するものとなります。 

種々の工場から排出される汚泥・燃え殻等をはじめとする多様な廃棄物に対応することで、今後は、

各種製造業をはじめとする新規顧客の獲得にあたり、新たな『廃棄物ソリューション』が提案できる

ようになります。このことは、競争力強化に結び付くほか、工場系廃棄物の取り扱いが増加すること

で、グループをあげて取り組んでいる再資源化品の量の増加・質の向上にもつながるものと考えてお

ります。 

さらに、管理型最終処分場は、環境に悪影響を及ぼす恐れのある廃棄物を、安全に取り扱うための

設備であることから、市場での希少性と顧客へ提供する付加価値が高く、グループ内に保有すること

で、利益率の一層の向上が見込めます。 
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加えて、北陸環境サービスの事業エリアは石川県金沢市を中心とする北陸地域にまたがっており、

当社グループの事業基盤である首都圏とは全く重複いたしません。そのため、北陸環境サービスのグ

ループ化は、もうひとつの中期経営計画である『事業地域の拡大』に向けても大きく進むものとなり

ます。 

 

こうした理由から、北陸環境サービスのグループ化は、『新たな廃棄物発生源への領域の拡大』と『事

業地域の拡大』という、中期経営計画に掲げる両輪に適うものであり、当社の目指す『総合環境企業』

に向けて、大きく進むものとなります。 

 

これらの中期経営計画は、当社子会社の株式会社門前クリーンパークで進めている管理型最終処分

場の開業にとっても大きな意義を持つものであり、北陸環境サービスの子会社化により、当社の目指

す『総合環境企業』に先駆けての基盤整備が一気に進むこととなりました。 

門前クリーンパークは、石川県輪島市内での事業を計画しており、同じ県内の北陸環境サービスの

保有する高度なノウハウや事業基盤を活用できるため、現状における当社グループの事業計画につい

て相乗効果が期待できます。 

 

このような理由から、北陸環境サービスの完全子会社化は、当社グループの付加価値向上に向けて

の第一歩であり、当社グループの業績発展及び企業価値向上のための戦略的子会社としての役割を担

えるものと判断し、今回全株式を取得することに致しました。 

 

 

２． 異動する子会社（株式会社北陸環境サービス）の概要 

 

（1） 会社商号 株式会社北陸環境サービス 

（2） 代表者  松山 悠久 

（3） 本社所在地 石川県金沢市長坂 3丁目 1番 1号 

（4） 設立年月日 昭和 52 年 8 月 25 日 

（5） 主な事業内容 廃棄物処理業 

・廃棄物処分業（中間処理・最終処分） 

産業廃棄物（金沢市、カッコ内は許可県市名） 

一般廃棄物（金沢市） 

・収集運搬業 

産業廃棄物（金沢市、石川県、富山市、富山県、福井県、新潟市、新

潟県、滋賀県、長野市、長野県、愛知県） 

特別管理産業廃棄物（金沢市、石川県、富山市、富山県） 

一般廃棄物（金沢市、白山市） 

（6） 決算日  10 月 31 日 

（7） 従業員数 26 名 

（8） 主な事業所 管理型最終処分場 石川県金沢市平栗カ 

工場      石川県金沢市平栗ヨ 

（廃プラスチック類等の破砕・減容固化施設、汚泥の天日乾燥施設、混練施設） 

（9） 資本金  5,000 万円 

（10） 発行済株式総数 100,000 株 

（11） 株主構成 日宝工業株式会社（神奈川県横浜市） 100,000 株（100％） 
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（12） 最近事業年度における業績の動向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３． 株式の取得先 

 

（1） 会社商号 日宝工業株式会社 

（2） 代表者  櫻井 光隆 

（3） 本社所在地 神奈川県横浜市西区久保町 7-11 

（4） 主な事業内容 産業設備（設備工事設計施工及びメンテナンス）・建築設備・土木事業・ 

建築事業・不動産事業・環境事業 

（5） 当社との関係 得意先（建設工事現場から発生する廃棄物を当社で請け負っております。）     

  

 

４． 取得株式数、取得価格及び取得前後の所有株式の状況 

 

（1） 異動前の所有株式数               0 株（所有割合   0％） 

（2） 取得株式数                100,000 株（取得価額  1,220 百万円） 

（3） 異動後の所有株式数           100,000 株（所有割合 100％） 

 

 

５． 日程 

 

平成 21 年３月５日  取締役会決議 

平成 21 年３月６日  株式取得日 

 

 

６． 今後の見通し 

 

今回子会社化する北陸環境サービスは、平成 21 年４月より当社連結に取り込む予定でおりますが、

来期以降の業績に与える影響は現在精査中であり、平成 21 年３月期決算発表並びに平成 22 年３月期

の業績予想発表時にあわせて発表させていただきます。 

 

 

 

 

 
 

以 上 
 

（単位：千円） 平成 18 年 10 月期 平成 19 年 10 月期 平成 20 年 10 月期 

売上高 1,072,194 1,062,652 1,033,361 

営業利益 284,779 320,670 327,616 

経常利益 256,403 299,721 299,931 

当期利益 107,896 187,554 164,050 

総資産 2,216,206 2,254,568 2,058,757 

純資産 414,528 545,068 657,188 

1 株あたりの配当金 － － － 


