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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

21年3月期 14,621 △1.5 1,014 △45.6 613 △53.7 265 △75.6
20年3月期 14,837 △1.1 1,865 2.0 1,325 6.0 1,090 76.6

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 ％ ％ ％

21年3月期 51.55 49.21 2.7 2.2 6.9
20年3月期 243.19 217.99 16.1 5.2 12.6

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △0百万円 20年3月期  △0百万円

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

21年3月期 29,666 10,073 33.0 1,889.12
20年3月期 26,284 9,692 36.5 1,873.64

（参考） 自己資本   21年3月期  9,786百万円 20年3月期  9,597百万円

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

21年3月期 1,181 △2,487 1,706 4,049
20年3月期 2,437 △1,237 569 3,641

2.  配当の状況 

(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。 

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） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00 111 9.3 1.1
21年3月期 ― 5.00 ― 7.50 12.50 64 24.3 0.7
22年3月期 

（予想）
― 5.00 ― 8.00 13.00 16.8

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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

7,339 5.4 402 33.3 174 100.8 20 ― 3.86

通期 15,500 6.0 1,350 33.1 800 30.4 350 31.6 67.56



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) 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） 

(注)詳細は、20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） 

(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、24ページ「1株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 5,180,800株 20年3月期 5,122,400株
② 期末自己株式数 21年3月期  200株 20年3月期  200株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(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 ％

21年3月期 10,836 △3.4 578 △53.1 403 △57.1 201 △61.5
20年3月期 11,221 △1.1 1,234 1.1 938 3.6 523 61.9

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

21年3月期 39.01 37.24
20年3月期 116.66 104.57

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

21年3月期 21,024 8,781 41.8 1,695.16
20年3月期 19,450 8,642 44.4 1,687.23

（参考） 自己資本 21年3月期  8,781百万円 20年3月期  8,642百万円

※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。 
3. 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っております。 
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１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

当社グループの主要顧客層である建設業界につきましては、平成19年６月の建築基準法改正の余波が残る中、上半期につ

いては原油価格高騰に伴う建設資材価格の急上昇、マンション販売の不振や資金繰り悪化に伴う不動産業界の低迷の影響を

受け、国内の建築着工が大きく低迷しました。加えて、米国におけるサブプライムローン問題を発端とした金融危機が世界

規模での実体経済に悪影響を及ぼしはじめたことから、景気は急速に悪化し、秋以降回復の兆しをみせつつあった国内建築

着工戸数が再び鈍化するなど厳しい経営環境が続いており、当社グループにつきましても、引き続き大きくこの影響を受け

ることとなりました。 

平成21年３月期通期業績は、個別業績につきましては、第１四半期売上高こそ前年同期を大きく下回ったものの、第３四

半期に入り、資材価格の大幅な下落により着工を見合わせていた都内の大型オフィスビル・マンションの新築現場にようや

く動きが出てきたことや、総合建設会社からの新築物件に関する受注動向に大幅な改善傾向が見られる等、回復の兆しが見

えてきたことから、下半期には前年同期を上回る売上高を確保し、加えてコスト低減が進んだことから、計画を大きく上回

る利益を計上することができました。 

一方で、解体系の建設廃棄物処理を得意とする子会社の株式会社リサイクル・ピアにおいて、同業他社からの廃棄物の搬

入量が減少したことから、第３四半期以降売上高が計画を下回ることとなり、さらに株式会社池田商店において、製造業か

らの搬入量が減少し、想定していた受入量に届かなかったこと等から、通期連結売上高につきましては計画を達成すること

ができませんでした。あわせて全社的なコスト低減や、原油価格下落に伴う物流コストの低減、さらに、今年２月初旬に開

業した成田 終処分場が外注費の削減に貢献したものの、市況の悪化に伴う鉄スクラップ等再資源化品の売却額（有価物控

除額）が減少したことから、営業利益につきましても計画を下回りました。 

この結果、当連結会計年度の売上高は14,621百万円、（前連結会計年度比1.5％減）、営業利益は1,014百万円（前連結会

計年度比45.6％減）、経常利益は613 百万円（前連結会計年度比53.7％減）、当期純利益は265 百万円（前連結会計年度比

75.6％減）となりました。 

 

次期の見通しにつきましては、引き続き世界規模での景気回復には時間を要すものと予想されるものの、一方で、当社の

置かれている産業廃棄物業界におきましては、社会の環境問題に関する強い意識の高まりに加え、リサイクルに関する規制

が強化されつつあり、積極的にリサイクルに取り組んでいる当社グループにとっては 大のチャンスになると考えておりま

す。この流れを逃すことなく、引き続きコストダウンのための内製化投資や再資源化率向上にむけた新規投資については積

極的に進め、景気低迷が続く中で市場拡大の大きく見込めない廃棄物市場において、業界再編の中心的役割を果たし、シェ

アアップによる売上伸長を図ってまいります。 

足元をみれば、当社の主要な事業エリアである東京都区内において再開発が本格化してくること、その他の首都圏エリア

においても、延期されていた大型再開発案件に動きがみられること等、明るい話題も見受けられます。加えて、昨年10月に

子会社化した環境保全㈱及び本年３月に子会社化した㈱北陸環境サービスにつきましても、年間を通して安定的な収益寄与

を見込んでおります。 

このような背景の中で、次期会計年度の業績見通しにつきましては、売上高15,500 百万円（前年同期比6.0％増）、営業

利益1,350百万円（前年同期比33.1％増）、経常利益800百万円（前年同期比30.4％増）、当期純利益350百万円（前年同期

比31.6％増）と予想しております。 

 

(2) 財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

(イ)資産 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて、82百万円増加し、8,397百万円となりました。これは、主として現金及び預金

が148百万円増加したことなどによります。固定資産は、前連結会計年度末に比べて、3,120百万円増加し、20,997百万円

となりました。これは、 終処分場が2,283百万円、のれんが1,239百万円それぞれ増加したことによります。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べ3,381百万円増加して29,666百万円となりました。 

(ロ)負債 
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流動負債は、前連結会計年度末に比べて、1,793百万円増加し、7,981百万円となりました。これは、一年内償還予定社債

が1,100百万円、短期借入金が1,112百万円それぞれ増加したことによります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて、1,206百万円増加し、11,610百万円となりました。これは、社債が1,150百万

円減少したものの、長期借入金が2,039百万円増加したことによります。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ3,000百万円増加して19,592百万円となりました。 

(ハ)純資産 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて、381百万円増加し、10,073百万円となりました。これは、利益剰余金148百

万円、少数株主持分が191百万円それぞれ増加したことによります。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

  当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ407百万円増加し、当連

結会計年度末には、4,049百万円（前連結会計年度比11.2％増）となりました。 

  当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

(イ)営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,181百万円の増加（前連結会計年度比51.5％減）となりました。 

収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益631百万円、売上債権の減少額235百万円、減価償却費1,163百万円であ

り、支出の主な内訳は、法人税等の支払額767百万円、利息の支払額390百万円であります。 

(ロ)投資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・フローは、2,487百万円の減少となりました。 

これは、主に有形固定資産の取得による支出1,226百万円、子会社株式の取得による支出1,906百万円、有形固定資産

の売却による収入413百万円によるものです。 

(ハ)財務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・フローは、1,706百万円の増加（前連結会計年度比199.8％増）となりました。 

これは、主に長期借入れによる収入6,344百万円、短期借入れによる収入1,415百万円、長期借入金の返済による支出

5,521百万円によるものです。 

 

（参考）キャッシュ･フロー関連指標の推移     

  平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 

自己資本比率（％） 14.3 16.0 36.5 33.0

時価ベースの自己資本比率（％） － － 70.2 16.9

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 17.5 7.8 5.3 13.9

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 2.8 4.8 5.4 3.2

(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20年10月15日開催の取締役会において、平成21年３月期の中間配当(剰余金の配当)は
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１株当たり５円を決議いたしました。また、平成21年３月期の期末配当につきましては、１株当たり7.5円を予定しており

ます。 

また、次期の配当につきましては、１株当たり中間５円、期末８円の合わせて13円を配当させていただく予定です。 

 

(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21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とおりであります。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、環境保全やリサイクルに関

する諸法令、計量証明事業においては計量法等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
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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. 許可の更新、範囲の変更及び新規取得について 

当社グループの主要業務である産業廃棄物処理業は各都道府県知事又は政令市長の許可が必要であり、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、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

の変更及び他地域での事業開始、処理施設の新設・増設に関しても許可が必要であります。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。 

 

b. 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行政処分が下される恐れがあります。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 

当社の成田事業所（千葉県成田市）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 終処分場を管理運営しております。当安定型処分場においては、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を受け入れております。また、当社グル

ープの株式会社北陸環境サービス（石川県金沢市）は、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及び工

場から排出される汚泥や燃え殻等を埋立てる管理型 終処分場を管理運営しております。当管理型 終処分場は、廃棄物

が環境に悪影響を及ぼすことなく安全に管理されるための施設であります。いずれの処分場におきましても、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。現状においては、周辺

環境へ悪影響を与えるような事由は発生しておりませんが、万一、不測の事故等により環境汚染等が発生すれば、事業活

動へ重大な影響を及ぼす可能性があります。 

 

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、当社グループでは、

現在埋立中の 終処分場を安定的に稼働させる一方で、新たな 終処分場の開発計画を適時推進しております。これら新

規開発計画について、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55.3％、当連結会

計年度の支払利息は367百万円となっております。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。 
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 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により、木材チップ（バイオマスエネルギー）等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。 
当連結会計年度ではその金額が1,165百万円に達し、原価改善の重要な要因であります。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、有価物による売上原価控除額が減少し、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５割近く（当連結会計年度）を占めております。そのため、景気変動や不動産市況等によっ

て建設業界や住宅建設業界の工事量の変動がある場合、あるいは需要減少等様々な要因によって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り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 

当社グループの主力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 

当社グループは主要な営業基盤、中間処理工場、 終処分場が首都圏に集中しており、大規模な台風、地震等の自然災

害に見舞われて被害を受けた場合には業績に影響を与える可能性があります。また、重大な労働災害、設備事故等が発生

した場合には操業に支障が生じ、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21年３月末現在における潜在株式数は548,000株であり、発行済株式総数の10.6％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
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の提出が必要となります。 
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２．企業集団の状況 

近の有価証券報告書(平成20年６月27日提出)における「事業系統図(事業の内容)」及び「関係会社の状況」か

ら重要な変更がないため開示を省略します。 
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３．経営方針 

 平成20年３月期決算短信(平成20年５月13日開示)により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を

省略します。 

 当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

(当社ホームページ) 

http://www.takeei.co.jp/ 

(東京証券取引所ホームページ(上場会社情報検索ページ)) 

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

 

 

。 
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４．連結財務諸表 

(1) 連結貸借対照表 

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度 

(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成21年３月31日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 4,543  4,692

  受取手形及び売掛金 2,960  2,917

  たな卸資産 211  －

  商品及び製品 －  0

  仕掛品 －  18

  原材料及び貯蔵品 －  227

  繰延税金資産 259  155

  未収入金 209  209

  その他 200  201

  貸倒引当金 △71  △25

  流動資産合計 8,314  8,397

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物 7,911  8,625

   減価償却累計額 △2,000  △2,616

   建物及び構築物（純額） 5,910  6,009

   機械装置及び運搬具 5,424  6,111

   減価償却累計額 △2,199  △3,055

   機械装置及び運搬具（純額） 3,224  3,056

   工具、器具及び備品 533  669

   減価償却累計額 △401  △522

   工具、器具及び備品（純額） 131  147

   終処分場 1,388  4,247

   減価償却累計額 △1,307  △1,883

   終処分場（純額） 81  2,364

   土地 6,714  6,643

   リース資産 －  47

   減価償却累計額 －  △7

   リース資産（純額） －  39

   建設仮勘定 879  290

   有形固定資産合計 16,943  18,551

  無形固定資産  

   のれん 173  1,413

   その他 94  95

   無形固定資産合計 267  1,509

  投資その他の資産  

   投資有価証券 31  66

   長期貸付金 1  0

   繰延税金資産 99  221

   その他 653  694

   貸倒引当金 △119  △45

   投資その他の資産合計 666  936

  固定資産合計 17,877  20,997
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  (単位：百万円)

 
前連結会計年度 

(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成21年３月31日) 

 繰延資産  

  創立費 0  －

  開業費 92  271

  繰延資産合計 92  271

 資産合計 26,284  29,666

負債の部  

 流動負債  

  買掛金 502  484

  短期借入金 699  1,812

  1年内返済予定の長期借入金 2,896  3,181

  1年内償還予定の社債 200  1,300

  未払金 712  629

  未払費用 372  422

  未払法人税等 404  38

  その他 400  112

  流動負債合計 6,188  7,981

 固定負債  

  社債 1,440  290

  長期借入金 7,734  9,774

  繰延税金負債 303  410

  退職給付引当金 109  209

  処分場閉鎖引当金 87  255

  その他 728  670

  固定負債合計 10,403  11,610

 負債合計 16,591  19,592

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 3,258  3,278

  資本剰余金 3,421  3,442

  利益剰余金 2,918  3,067

  自己株式 △0  △0

  株主資本合計 9,597  9,787

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 △0  △0

  評価・換算差額等合計 △0  △0

 少数株主持分 95  287

 純資産合計 9,692  10,073

負債純資産合計 26,284  29,666
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(2) 連結損益計算書 

  (単位：百万円)

 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

売上高 14,837  14,621

売上原価 10,784  11,107

売上総利益 4,053  3,513

販売費及び一般管理費  

 役員報酬 232  240

 給与手当 922  967

 退職給付費用 61  78

 のれん償却額 9  98

 その他 962  1,113

 販売費及び一般管理費合計 2,188  2,498

営業利益 1,865  1,014

営業外収益  

 受取利息 6  7

 受取配当金 1  1

 デリバティブ取引評価益 5  －

 保険金収入 7  10

 債務取崩益 6  10

 雑収入 16  16

 営業外収益合計 44  46

営業外費用  

 支払利息 453  367

 支払手数料 15  8

 開業費償却 －  44

 雑損失 115  27

 営業外費用合計 583  447

経常利益 1,325  613

特別利益  

 固定資産売却益 152  64

 貸倒引当金戻入額 22  25

 保険解約返戻金 28  43

 処分場閉鎖引当金取崩益 22  3

 その他 0  3

 特別利益合計 226  140

特別損失  

 固定資産売却損 1  0

 固定資産除却損 2  72

 保険契約解約損 －  12

 リース解約損 －  30

 投資有価証券評価損 7  3

 その他 －  2

 特別損失合計 11  122

税金等調整前当期純利益 1,540  631

法人税、住民税及び事業税 618  262

法人税等調整額 △194  91

法人税等合計 424  353
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  (単位：百万円)

 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

少数株主利益 25  11

当期純利益 1,090  265
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(3) 連結株主資本等変動計算書 

  (単位：百万円)

 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

株主資本  

 資本金  

  前期末残高 923  3,258

  連結会計年度中の変動額  

   新株の発行 2,335  20

   連結会計年度中の変動額合計 2,335  20

  当期末残高 3,258  3,278

 資本剰余金  

  前期末残高 1,086  3,421

  連結会計年度中の変動額  

   新株の発行 2,335  20

   連結会計年度中の変動額合計 2,335  20

  当期末残高 3,421  3,442

 利益剰余金  

  前期末残高 1,923  2,918

  連結会計年度中の変動額  

   剰余金の配当 △95  △102

   新規連結による変動 －  △14

   当期純利益 1,090  265

   連結会計年度中の変動額合計 995  148

  当期末残高 2,918  3,067

 自己株式  

  前期末残高 －  △0

  連結会計年度中の変動額  

   自己株式の取得 △0  －

   連結会計年度中の変動額合計 △0  －

  当期末残高 △0  △0

 株主資本合計  

  前期末残高 3,933  9,597

  連結会計年度中の変動額  

   新株の発行 4,670  40

   剰余金の配当 △95  △102

   新規連結による変動 －  △14

   当期純利益 1,090  265

   自己株式の取得 △0  －

   連結会計年度中の変動額合計 5,664  189

  当期末残高 9,597  9,787

評価・換算差額等  

 その他有価証券評価差額金  

  前期末残高 0  △0

  連結会計年度中の変動額  

   株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動

額（純額） 
△1  0

   連結会計年度中の変動額合計 △1  0

  当期末残高 △0  △0

 評価・換算差額等合計  
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  (単位：百万円)

 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

  前期末残高 0  △0

  連結会計年度中の変動額  

   株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動

額（純額） 
△1  0

   連結会計年度中の変動額合計 △1  0

  当期末残高 △0  △0

少数株主持分  

 前期末残高 77  95

 連結会計年度中の変動額  

  株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額

（純額） 
18  191

  連結会計年度中の変動額合計 18  191

 当期末残高 95  287

純資産合計  

 前期末残高 4,011  9,692

 連結会計年度中の変動額  

  新株の発行 4,670  40

  剰余金の配当 △95  △102

  新規連結による変動 －  △14

  当期純利益 1,090  265

  自己株式の取得 △0  －

  株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額

（純額） 
16  191

  連結会計年度中の変動額合計 5,681  381

 当期末残高 9,692  10,073
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

  (単位：百万円)

 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

 税金等調整前当期純利益 1,540  631

 減価償却費 1,290  1,163

 のれん償却額 9  98

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △113  △34

 処分場閉鎖引当金の増減額（△は減少） △20  1

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 47  34

 受取利息及び受取配当金 △7  △8

 支払利息 453  367

 支払手数料 15  8

 社債発行費 1  2

 デリバティブ評価損益（△は益） △5  －

 投資有価証券売却損益（△は益） －  1

 投資有価証券評価損 7  3

 固定資産売却損益（△は益） △150  △63

 固定資産除却損 2  72

 売上債権の増減額（△は増加） 346  235

 たな卸資産の増減額（△は増加） △105  △24

 仕入債務の増減額（△は減少） △106  △22

 繰延資産の増減額（△は増加） 48  △50

 未払金の増減額（△は減少） △129  △101

 未払消費税等の増減額（△は減少） 218  △325

 その他 2  343

 小計 3,344  2,331

 利息及び配当金の受取額 6  8

 利息の支払額 △461  △390

 法人税等の支払額 △451  △767

 営業活動によるキャッシュ・フロー 2,437  1,181

投資活動によるキャッシュ・フロー  

 短期貸付けによる支出 △50  △47

 短期貸付金の回収による収入 12  －

 長期貸付けによる支出 △3  －

 長期貸付金の回収による収入 6  2

 定期預金の預入による支出 △883  △91

 定期預金の払戻による収入 891  387

 投資有価証券の取得による支出 △3  △3

 投資有価証券の売却による収入 －  2

 有形固定資産の取得による支出 △1,453  △1,226

 有形固定資産の売却による収入 488  413

 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

支出 
－  △1,906

 その他 △241  △17

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,237  △2,487

財務活動によるキャッシュ・フロー  

 短期借入れによる収入 1,300  1,415

 短期借入金の返済による支出 △1,322  △449
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  (単位：百万円)

 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

 長期借入れによる収入 164  6,344

 長期借入金の返済による支出 △3,606  △5,521

 長期未払金の返済による支出 △141  △98

 社債の発行による収入 198  147

 社債の償還による支出 △590  △220

 株式の発行による収入 4,670  40

 少数株主からの払込みによる収入 －  157

 自己株式取得による支出 △0  －

 配当金の支払額 △95  △102

 少数株主への配当金の支払額 △7  △5

 その他 －  △2

 財務活動によるキャッシュ・フロー 569  1,706

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,769  399

現金及び現金同等物の期首残高 1,872  3,641

新規連結による現金及び現金同等物の増加額 －  7

現金及び現金同等物の当期末残高 3,641  4,049

 



 ㈱タケエイ （2151） 平成 21 年３月期 決算短信 

― 19 ― 

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

 

該当事項はありません。 
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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19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

（有形固定資産の減価償却方法の変更） 

当連結会計年度から、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、経常利益及び税金等調整前

純利益に与える影響は、軽微であります。 

 

────────── 

 

────────── 

（たな卸資産の評価方法の変更） 

たな卸資産について、貯蔵品については 終仕入原

価法、仕掛品については総平均法による原価法によっ

ていましたが、当連結会計年度より「棚卸資産の評価

に関する会計基準」(企業会計基準第９号 平成18年７

月５日)が適用されたこと及び金額的重要性が増して

きたことに伴い、貯蔵品については先入先出法にによ

る原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法)、仕掛品については総平均法

による原価法(貸借対照表価額については収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法)により算定しておりま

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。 

 

────────── 

（リース取引に関する会計処理の変更） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」(企

業会計基準第13号(平成５年６月17日(企業会計審議会

第一部会)、平成19年３月30日改正))及び「リース取引

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針

第16号(平成６年１月18日(日本公認会計士協会 会計

制度委員会)、平成19年３月30日改正))が平成20年４月

１日以降開始する連結会計年度から適用することがで

きることになったことに伴い、これらの会計基準等を

適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっており

ます。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引

に係るリース資産の減価償却方法については、リース

期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採

用しております。 

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。 

なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に準じた会計処理を引き続き採用しておりま

す。 
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表示方法の変更 

 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

（連結貸借対照表） 

────────── 

 

（連結貸借対照表） 

１ 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する

規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日

内閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計

年度において「たな卸資産」として掲記しておりました

ものは、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」

「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。 

なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商

品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞ

れ0百万円、26百万円、185百万円であります。 

（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、3百万円

であります。 

 

２ 前連結会計年度において、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、0百

万円であります。 

（連結損益計算書） 

１ 前連結会計年度まで、営業外費用の「雑損失」に

含めて表示しておりました「開業費償却」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「開業費償却」は、48百万円

であります。 
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追加情報 

 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

（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 

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。 

 

────────── 

 

────────── 

（耐用年数の変更） 

当社及び連結子会社は、当連結会計年度より平成20年

度の法人税法改正を契機に有形固定資産の耐用年数を見

直し、機械装置の耐用年数を変更しています。 

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。 
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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19年４月１日 至 平成20年３月31日)及び当連結会計年度(自 平成20

年４月１日 至 平成21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19年４月１日 至 平成20年３月31日)及び当連結会計年度(自 平成20

年４月１日 至 平成21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19年４月１日 至 平成20年３月31日)及び当連結会計年度(自 平成20

年４月１日 至 平成21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。 

 

 

 

 

 

 

（開示の省略） 

リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、スト

ック･オプション等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと

考えられるため開示を省略いたします。 
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（１株当たり情報） 

 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

 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

    

 １株当たり純資産額 1,889円12銭

 １株当たり当期純利益 51円55銭

 潜在株式調整後１株当た

り当期純利益 
49円21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

れ以下のとおりであります。 

 

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 
 

  

────────── 

  

(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20年３月31日) 

当連結会計年度末 

（平成21年３月31日) 

純資産の部の合計額（百万円） 9,692 10,073 

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） 95 287 

 （うち少数株主持分）（百万円） （95） （287）

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 9,597 9,786 

期末の普通株式の数（株） 5,122,200 5,180,600 

 

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19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

１株当たり当期純利益 

 当期純利益（百万円） 1,090 265 

 普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 

 普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,090 265 

 普通株式の期中平均株式数（株） 4,485,077 5,158,754 

 

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） 518,554 244,959 

  第1回新株予約権（株） （193,565） （108,804）

  第2回新株予約権（株） （324,989） （136,155）

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 

 

────────── 

 

────────── 
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（重要な後発事象） 

前連結会計年度 

(自平成19年４月１日 

至平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

(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

下記のとお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 

  (単位：百万円)

 
前事業年度 

(平成20年３月31日) 

当事業年度 

(平成21年３月31日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 4,116  2,969

  受取手形 43  36

  売掛金 2,435  2,362

  仕掛品 10  11

  貯蔵品 137  －

  原材料及び貯蔵品 －  138

  前渡金 34  8

  前払費用 89  112

  短期貸付金 544  530

  未収入金 152  146

  繰延税金資産 101  56

  その他 21  13

  貸倒引当金 △77  △21

  流動資産合計 7,609  6,364

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物 4,285  4,372

   減価償却累計額 △1,076  △1,227

   建物（純額） 3,208  3,144

   構築物 1,009  992

   減価償却累計額 △633  △683

   構築物（純額） 375  309

   機械及び装置 2,254  2,127

   減価償却累計額 △781  △894

   機械及び装置（純額） 1,473  1,233

   車両運搬具 375  311

   減価償却累計額 △317  △276

   車両運搬具（純額） 57  34

   工具器具及び備品 503  556

   減価償却累計額 △384  △441

   工具、器具及び備品（純額） 118  115

   終処分場 1,388  2,380

   減価償却累計額 △1,307  △1,175

   終処分場（純額） 81  1,205

   土地 4,221  4,230

   リース資産 －  4

   減価償却累計額 －  △1

   リース資産（純額） －  3

   建設仮勘定 877  263

   有形固定資産合計 10,413  10,539

  無形固定資産  

   ソフトウエア 85  75

   その他 5  15
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  (単位：百万円)

 
前事業年度 

(平成20年３月31日) 

当事業年度 

(平成21年３月31日) 

   無形固定資産合計 90  90

  投資その他の資産  

   投資有価証券 31  62

   関係会社株式 806  3,573

   出資金 33  2

   従業員に対する長期貸付金 1  0

   破産更生債権等 118  37

   長期前払費用 83  62

   繰延税金資産 86  110

   その他 293  218

   貸倒引当金 △118  △37

   投資その他の資産合計 1,336  4,029

  固定資産合計 11,840  14,659

 資産合計 19,450  21,024

負債の部  

 流動負債  

  買掛金 392  409

  短期借入金 79  1,000

  1年内返済予定の長期借入金 2,221  2,180

  1年内償還予定の社債 130  1,280

  未払金 595  532

  未払費用 289  317

  未払法人税等 323  －

  未払消費税等 255  －

  前受金 70  68

  預り金 13  16

  その他 0  1

  流動負債合計 4,372  5,805

 固定負債  

  社債 1,400  120

  長期借入金 4,120  5,439

  長期未払金 715  612

  退職給付引当金 106  171

  処分場閉鎖引当金 87  88

  その他 5  4

  固定負債合計 6,435  6,437

 負債合計 10,807  12,242

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 3,258  3,278

  資本剰余金  

   資本準備金 3,201  3,222

   その他資本剰余金 1  1

   資本剰余金合計 3,203  3,223

  利益剰余金  

   利益準備金 1  1

   その他利益剰余金  

    特定災害防止準備金 7  11



 ㈱タケエイ （2151） 平成 21 年３月期 決算短信 

― 28 ― 

  (単位：百万円)

 
前事業年度 

(平成20年３月31日) 

当事業年度 

(平成21年３月31日) 

    別途積立金 500  500

    繰越利益剰余金 1,673  1,768

    その他利益剰余金合計 2,181  2,279

   利益剰余金合計 2,182  2,280

  自己株式 △0  △0

  株主資本合計 8,643  8,782

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 △0  △0

  評価・換算差額等合計 △0  △0

 純資産合計 8,642  8,781

負債純資産合計 19,450  21,024
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(2) 損益計算書 

  (単位：百万円)

 

前事業年度 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

売上高 11,221  10,836

売上原価 8,081  8,318

売上総利益 3,139  2,517

販売費及び一般管理費  

 役員報酬 207  172

 給与手当 767  807

 福利厚生費 148  138

 退職給付費用 56  71

 接待交際費 56  43

 地代家賃 90  162

 支払リース料 57  48

 支払手数料 47  20

 業務委託費 21  15

 租税公課 57  61

 減価償却費 21  43

 その他 371  353

 販売費及び一般管理費合計 1,905  1,939

営業利益 1,234  578

営業外収益  

 受取利息 13  20

 受取配当金 8  7

 受取賃借料 0  1

 事務代行料 3  2

 保険料収入 7  10

 デリバティブ取引評価益 4  －

 債務取崩益 6  10

 雑収入 15  22

 営業外収益合計 60  75

営業外費用  

 支払利息 265  210

 社債利息 20  19

 社債発行費 1  －

 支払手数料 3  3

 雑損失 65  18

 営業外費用合計 355  251

経常利益 938  403

特別利益  

 固定資産売却益 14  41

 保険解約返戻金 28  40

 貸倒引当金戻入額 12  41

 処分場閉鎖引当金取崩益 22  3

 その他の特別利益 0  －

 特別利益合計 78  127

特別損失  

 固定資産売却損 1  0

 固定資産除却損 2  71
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  (単位：百万円)

 

前事業年度 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

 投資有価証券評価損 7  3

 保険契約解約損 －  12

 リース解約損 －  30

 特別損失合計 11  118

税引前当期純利益 1,006  411

法人税、住民税及び事業税 505  189

法人税等調整額 △21  21

法人税等合計 483  210

当期純利益 523  201
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売上原価明細書 

 

  

前事業年度 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(百万円) 

構成比 

(％) 
金額(百万円) 

構成比 

(％) 

Ⅰ 労務費  3,135 38.9 3,168 38.1

Ⅱ 経費 ※１ 5,849 72.5 5,977 71.8

Ⅲ 有価物控除額  △918 △11.4 △824 △9.9

   当期総処理費用  8,066 100.0 8,321 100.0

   期首仕掛品たな卸高  29 10 

合計  8,095 8,332 

   期末仕掛品たな卸高  10 11 

   他勘定振替高 ※２ 3 2 

   当期売上原価  8,081 8,318 

 

 

（注）※１主な内訳は、次のとおりであります。 

項目 前事業年度(百万円) 当事業年度(百万円) 

外注費 2,533 2,817

支払リース料 541 510

減価償却費 848 679

燃料費 401 423

地代家賃 111 115

修繕費 345 339

旅費交通費 236 236

消耗品費 250 278

電力費 163 169

 

（注）※２内訳は、次のとおりであります。 

項目 前事業年度(百万円) 当事業年度(百万円) 

雑損失 1 2

災害復旧支援費 1 －

 

（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 

  (単位：百万円)

 

前事業年度 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

株主資本  

 資本金  

  前期末残高 923  3,258

  事業年度中の変動額  

   新株の発行 2,335  20

   事業年度中の変動額合計 2,335  20

  当期末残高 3,258  3,278

 資本剰余金  

  資本準備金  

   前期末残高 866  3,201

   事業年度中の変動額  

    新株の発行 2,335  20

    事業年度中の変動額合計 2,335  20

   当期末残高 3,201  3,222

  その他資本剰余金  

   前期末残高 1  1

   当期末残高 1  1

  資本剰余金合計  

   前期末残高 868  3,203

   事業年度中の変動額  

    新株の発行 2,335  20

    事業年度中の変動額合計 2,335  20

   当期末残高 3,203  3,223

 利益剰余金  

  利益準備金  

   前期末残高 1  1

   当期末残高 1  1

  その他利益剰余金  

   前期末残高 4  7

   事業年度中の変動額  

    特定災害防止準備金の積立 3  3

    事業年度中の変動額合計 3  3

   当期末残高 7  11

   別途積立金  

    前期末残高 500  500

    当期末残高 500  500

   繰越利益剰余金  

    前期末残高 1,249  1,673

    事業年度中の変動額  

     剰余金の配当 △95  △102

     当期純利益 523  201

     特定災害防止準備金の積立 △3  △3

     事業年度中の変動額合計 424  94

    当期末残高 1,673  1,768

  利益剰余金合計  
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  (単位：百万円)

 

前事業年度 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

   前期末残高 1,754  2,182

   事業年度中の変動額  

    剰余金の配当 △95  △102

    当期純利益 523  201

    事業年度中の変動額合計 427  98

   当期末残高 2,182  2,280

 自己株式  

  前期末残高 －  △0

  事業年度中の変動額  

   自己株式の取得 △0  －

   事業年度中の変動額合計 △0  －

  当期末残高 △0  △0

 株主資本合計  

  前期末残高 3,546  8,643

  事業年度中の変動額  

   新株の発行 4,670  40

   剰余金の配当 △95  △102

   当期純利益 523  201

   自己株式の取得 △0  －

   事業年度中の変動額合計 5,096  139

  当期末残高 8,643  8,782

評価・換算差額等  

 その他有価証券評価差額金  

  前期末残高 0  △0

  事業年度中の変動額  

   株主資本以外の項目の事業年度中の変動額

（純額） 
△1  0

   事業年度中の変動額合計 △1  0

  当期末残高 △0  △0

 評価・換算差額等合計  

  前期末残高 0  △0

  事業年度中の変動額  

   株主資本以外の項目の事業年度中の変動額

（純額） 
△1  0

   事業年度中の変動額合計 △1  0

  当期末残高 △0  △0

純資産合計  

 前期末残高 3,547  8,642

 事業年度中の変動額  

  新株の発行 4,670  40

  剰余金の配当 △95  △102

  当期純利益 523  201

  自己株式の取得 △0  －

  株主資本以外の項目の事業年度中の変動額（純

額） 
△1  0

  事業年度中の変動額合計 5,095  139

 当期末残高 8,642  8,781
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（4）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

該当事項はありません。 
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６．その他 

 (1) 役員の異動 

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 

その他の異動につきましては「人事異動に関するお知らせ」にて平成21年３月18日及び平成21年

４月28日に開示済みであります。 
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