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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期第2四半期 7,389 2.7 325 △36.8 135 △58.5 3 △96.2
22年3月期第2四半期 7,191 ― 515 ― 327 ― 80 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

23年3月期第2四半期 0.52 0.51
22年3月期第2四半期 15.51 15.29

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

23年3月期第2四半期 29,615 12,116 39.8 1,816.57
22年3月期 29,321 10,458 34.6 1,952.89

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  11,796百万円 22年3月期  10,146百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

22年3月期 ― 5.00 ― 8.00 13.00
23年3月期 ― 5.00
23年3月期 

（予想）
― 8.00 13.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有   

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

通期 15,500 2.7 1,150 △20.6 800 △24.3 300 △27.8 48.45



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に
対する四半期レビュー手続きを実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、【添付資料】P.2「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他の情報」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） 23年3月期2Q 6,494,000株 22年3月期  5,195,600株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  291株 22年3月期  200株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 5,933,977株 22年3月期2Q 5,183,286株
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１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間の建築着工は、昨年同期を上回って推移しているものの、いまだ本
格的な回復というには力強さにかける状況にあります。そのため、建設系の産業廃棄物処理業界
においても価格競争は一層激化し、当期間の受注環境は想定を超える大変厳しいものでありまし
た。 
また、政府の景気刺激策等により個人消費に回復の兆しが見られるものの、急激な円高の進行

による先行き不安等もあり、事業系の産業廃棄物処理業界においても、本格回復までには至りま
せんでした。 
このような状況下、当社グループは、前期に引き続き顧客の多様なニーズにあわせた積極的な

営業展開を行い、前年同期を上回る受入量を確保でき、前期以来目標として掲げている「市場占
有率」については、大幅に拡大させることができました。しかし一方で、占有率拡大策と競争激
化により、受注単価は想定以上の下落を招き、さらに、受入量の急激な増加に受入・処理体制が
対応しきれず、一時的にタケエイ（個別）の原価率は大きく悪化しました。 
また、株式市況等の悪化により退職給付費用が計画を大きく上回ったことや、資本業務提携に

伴う新株式発行費用等、当初想定していなかった費用約70百万円を計上した結果、利益は計画を
下回りました。 
 
この結果、当第２四半期連結累計期間の連結売上高は7,389百万円（前年同期比197百万円の増

加、前年同期比2.7％増)、営業利益は325百万円（前年同期比189百万円の減少、前年同期比
36.8％減）、経常利益は135百万円（前年同期比191百万円の減少、前年同期比58.5％減）、四半
期純利益は3百万円（前年同期比77百万円の減少、前年同期比96.2％減）となりました。 
 
グループ会社の状況につきましては以下のとおりです。タケエイ（個別）と池田商店を除き、

グループ主要各社は予想を上回る利益を計上できました。 
●  株式会社タケエイ：顧客の多様なニーズにあわせた積極的な営業展開を行い、前年同期を上
回る受入量を確保したものの、占有率拡大策と競争激化により、受注単価が想定以上に下落し
ました。 
 処理原価（売上原価）面においては、受入量の急激な増加に対し、受入・処理体制が対応し
きれなかったこともあり、受入量大幅増加のメリットを最大限に生かすことができませんでし
た。また、物流コストの増加を収集運搬料金に転嫁できず、むしろ単価は低下基調であったこ
とや、サーマルリサイクルとして外部委託している可燃物焼却コストの上昇等も、処理原価悪
化の一因となりました。一方、再資源化品の売却額（有価物控除額）は、市況の好転もあって、
当初想定を上回りました。 
 これらの結果、首都圏における市場占有率は拡大し、ＪＦＥエンジニアリンググループとの
提携を含む将来へ向けた布石は打てたものの、利益面においては計画を下回りました。 

●  株式会社リサイクル・ピア：前年同期を上回る受入量を確保し、競争激化による受注単価下
落の影響を受けながらも、売上高は前年同期を上回りました。タケエイ（個別）と同様、受入
量の増加に伴う搬出量の増加・可燃物焼却コストの上昇により外注費は増加しましたが、再資
源化品の売却額（有価物控除額）の増加もあり、当初想定を上回る利益を計上しました。 

●  株式会社北陸環境サービス：製造業の業績回復と積極的な営業拡大策、あわせて原価低減努
力も功を奏し、当初想定を上回る大幅な増収増益となりました。 

●  株式会社ギプロ：法規制強化にあわせた適正処理意識の高まりにより、搬入される廃石膏ボ
ードは昨年に引き続き大幅に増加し、当初想定を上回る増収増益となりました。 

●  株式会社池田商店：収益率の低いがれき等の受入量は大幅に増加しているものの、収益率の
高い製造業から排出される鉱さいの本格受入が遅れた結果、営業利益は前期を下回りました。 
 しかしながら８月下旬以降、ＪＦＥエンジニアリンググループとの提携効果が出始めたこと
もあって、鉱さいの受入は大幅に増加しており、足元の収益は急回復基調にあります。 

●  環境保全株式会社：当社グループの営業力を活用することで、首都圏の建設現場や廃棄物関
連会社からの分析依頼が引き続き増加いたしました。また、従来外注していた品目の内製化を
進めることで利益率が向上し、当初想定を上回る増収増益となりました。 
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(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 
当第２四半期連結会計期間末における総資産は29,615百万円（前連結会計年度末比1.0％増）

となり、前連結会計年度末に比べ293百万円増加しました。流動資産は8,596百万円となり、前連
結会計年度末に比べ107百万円増加しました。これは、受取手形及び売掛金が134百万円減少しま
したが、現金及び預金が175百万円、原材料及び貯蔵品が32百万円増加したことなどによります。
固定資産は20,734百万円となり、前連結会計年度末に比べ180百万円増加しました。 
 

（負債） 
当第２四半期連結会計期間末における負債合計は17,499百万円（前連結会計年度末比7.2％

減）となり、前連結会計年度末に比べ1,363百万円減少しました。流動負債は5,766百万円となり、
前連結会計年度末に比べ261百万円減少しました。これは、未払法人税等が244百万円減少したこ
となどによります。固定負債は11,732百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,102百万円減少
しました。これは、長期借入金が1,121百万円減少したことなどによります。 
 

（純資産） 
当第２四半期連結会計期間末における純資産は12,116百万円（前連結会計年度末比15.8％増）

となり、前連結会計年度末に比べ1,657百万円増加しました。これは、ＪＦＥエンジニアリング
グループとの業務資本提携に伴う第三者割当増資等により資本金852百万円、資本剰余金852百万
円増加したことなどによります。 

 
（自己資本比率） 
 当第２四半期連結会計期間末における自己資本比率は39.8％（前連結会計年度末比5.2ポイン

ト増）となりました。 
 
（１株当たり純資産額） 
  当第２四半期連結会計期間末における１株当たり純資産額は1,816円57銭（前連結会計年度

末比136円32銭の減少）となりました。 
 
（キャッシュ・フローの状況） 
当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローにつきましては、営業活動により567

百万円増加、投資活動により665百万円減少し、財務活動により320百万円増加しました。この結
果、現金及び現金同等物の四半期残高は、4,423百万円（前年同期比464百万円の増加)となり、
期首と比較して221百万円増加しました。 
各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

①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、567百万円の増加（前年同期比404百万円の減少)と

なりました。収入の主な内訳は、減価償却費699百万円、売上債権の減少額137百万円等であり、
支出の主な内訳は、法人税等の支払額又は還付額434百万円等であります。 

②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、665百万円の減少（前年同期比64百万円の減少）と

なりました。収入の主な内訳は、定期預金の払戻による収入50百万円等であり、支出の主な内
訳は、有形固定資産の取得による支出643百万円、投資有価証券の取得による支出73百万円等
であります。 

③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、320百万円の増加（前年同期比781百万円の増加）と

なりました。収入の主な内訳は、株式発行による収入1,696百万円、長期借入れによる収入298
百万円等であり、支出の主な内訳は、短期借入金の返済による支出162百万円、長期借入金の
返済による支出1,531百万円等であります。 
 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

今下期の国内景気の動向については、急激な円高の進行や、公共投資の凍結・縮小、民間投資
の手控え、一部エコポイント見直しによる消費低迷の懸念等、不透明要素が散見され、本格的な
回復は期待しにくい状況にあります。この影響を受けて、産業廃棄物処理業界も厳しい事業環境
が続くものと思われます。 
こうした中、タケエイグループでは、収益回復を最優先課題として以下の施策を打ち、早急な

業績回復を目指してまいります。 
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①ＪＦＥエンジニアリンググループとの提携効果を早急に業績へ反映させます。 
 （経営資源の相互利用による合理化、技術の相互開発による新規事業展開、双方のネットワ
ークを生かした規模の拡大等、現在両社において細部に渡り協議中ですが、各案件について早
期の実現を図ります。） 

②一定の粗利確保を第一優先とする営業活動を推進します。 
③工場オペレーションの見直しによる分別精度向上により、品質を向上させ、外注費（外部処理
費）を削減させるだけでなく、有価物へ転換（再資源化品の拡大）させる技術開発を急ぎます。 

④『量』のメリットを最大限生かすことを大前提にした“新しいビジネスモデルの構築”を目指
し、そのための具体的な方策について今年度中に着手し、来年度には収益として反映させます。 

⑤株式会社ダイセキ環境ソリューションとの資本業務提携の効果について、具体的に業績へ反映
させます。 
 
当連結会計年度の業績見通しにつきましては、上期実績とこれらの施策を踏まえ、売上高

15,500百万円（前期比2.7％増）、営業利益1,150百万円（前期比20.6％減）、経常利益800百万
円（前期比24.3％減）、当期利益300百万円（前期比27.8％減）を見込んでおります。 
来年４月に施行される廃棄物処理法（廃棄物の処理及び清掃に関する法律）改正に伴う法規制

強化に備え、引き続きグループ総合力の結集と業務提携・協業による積極的かつ着実な営業展開
で、市場占有率の拡大と一定の収益を確保し、来るべき業界再編に向けて足固めを図ってまいり
ます。 
 

２．その他の情報 

 

(1) 重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①固定資産の減価償却費の算定方法 
減価償却費について、定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却

費の額を期間按分して算定する方法によっています。 
②繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、
一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合、前連結会計年度で使用した将来
の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっています。 
 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取り扱い」 
 の適用 

第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」(企業会計基準第16号平成20年
３月10日公表分)及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取り扱い」（実務対応
報告第24号 平成20年３月10日）を適用しております。 

②「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 
第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 

平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指
針第21号 平成20年３月31日）を適用しております。 
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３．四半期連結財務諸表 

(1) 四半期連結貸借対照表 

(単位：百万円) 

 
当第２四半期 
連結会計期間末 

(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 4,922  4,746

  受取手形及び売掛金 2,835  2,969

  商品及び製品 1  5

  仕掛品 17  19

  原材料及び貯蔵品 271  238

  繰延税金資産 152  133

  未収入金 129  161

  その他 280  235

  貸倒引当金 △13  △22

  流動資産合計 8,596  8,489

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物（純額） 5,749  5,816

   機械装置及び運搬具（純額） 2,915  2,839

   最終処分場（純額） 2,092  2,108

   土地 6,886  6,885

   その他（純額） 903  650

   有形固定資産合計 18,547  18,299

  無形固定資産  

   のれん 1,120  1,217

   その他 87  99

   無形固定資産合計 1,208  1,317

  投資その他の資産  

   投資有価証券 116  70

   繰延税金資産 179  167

   その他 734  754

   貸倒引当金 △52  △55

   投資その他の資産合計 978  936

  固定資産合計 20,734  20,553

 繰延資産 284  278

 資産合計 29,615  29,321
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当第２四半期 
連結会計期間末 

(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

負債の部  

 流動負債  

  買掛金 379  431

  短期借入金 870  842

  1年内返済予定の長期借入金 2,896  3,005

  1年内償還予定の社債 40  60

  未払法人税等 193  438

  その他 1,387  1,250

  流動負債合計 5,766  6,028

 固定負債  

  社債 960  980

  長期借入金 9,176  10,298

  繰延税金負債 362  381

  退職給付引当金 213  177

  処分場閉鎖引当金 －  268

  資産除去債務 352  －

  その他 667  728

  固定負債合計 11,732  12,834

 負債合計 17,499  18,862

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 4,134  3,282

  資本剰余金 4,297  3,445

  利益剰余金 3,379  3,418

  自己株式 △0  △0

  株主資本合計 11,810  10,145

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 △14  0

  評価・換算差額等合計 △14  0

 少数株主持分 320  312

 純資産合計 12,116  10,458

負債純資産合計 29,615  29,321
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(2) 四半期連結損益計算書 

第２四半期連結累計期間 

  (単位:百万円)

 

前第２四半期連結累計期間

(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

売上高 7,191  7,389

売上原価 5,307  5,641

売上総利益 1,883  1,748

販売費及び一般管理費 1,368  1,422

営業利益 515  325

営業外収益  

 受取利息 2  0

 受取保険金 19  0

 債務取崩益 2  4

 その他 13  9

 営業外収益合計 37  15

営業外費用  

 支払利息 187  154

 持分法による投資損失 0  1

 その他 38  50

 営業外費用合計 226  205

経常利益 327  135

特別利益  

 固定資産売却益 2  5

 貸倒引当金戻入額 3  8

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 －  34

 特別利益合計 6  48

特別損失  

 固定資産売却損 5  0

 固定資産除却損 4  0

 投資有価証券評価損 －  2

 特別損失合計 9  2

税金等調整前四半期純利益 323  181

法人税、住民税及び事業税 197  199

法人税等調整額 32  △40

法人税等合計 229  159

少数株主損益調整前四半期純利益 －  22

少数株主利益 13  19

四半期純利益 80  3
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第２四半期連結会計期間 

  (単位：百万円)

 

前第２四半期連結会計期間

(自 平成21年７月１日 

 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間

(自 平成22年７月１日 

 至 平成22年９月30日) 

売上高 3,788  3,849

売上原価 2,721  2,925

売上総利益 1,066  924

販売費及び一般管理費 692  691

営業利益 374  232

営業外収益  

 受取利息 1  0

 受取保険金 18  －

 債務取崩益 0  1

 その他 8  5

 営業外収益合計 29  7

営業外費用  

 支払利息 92  75

 持分法による投資損失 0  0

 その他 19  5

 営業外費用合計 112  82

経常利益 290  157

特別利益  

 固定資産売却益 1  2

 貸倒引当金戻入額 3  －

 特別利益合計 4  2

特別損失  

 固定資産売却損 1  0

 固定資産除却損 4  －

 投資有価証券評価損 －  2

 特別損失合計 5  2

税金等調整前四半期純利益 289  157

法人税、住民税及び事業税 124  115

法人税等調整額 32  △13

法人税等合計 157  101

少数株主損益調整前四半期純利益 －  55

少数株主利益 11  10

四半期純利益 120  45
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  (単位:百万円)

 

前第２四半期連結累計期間

(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

 税金等調整前四半期純利益 323  181

 減価償却費 678  699

 のれん償却額 97  97

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △6  △12

 処分場閉鎖引当金の増減額（△は減少） 6  －

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △10  35

 受取利息及び受取配当金 △2  △2

 支払利息 187  154

 支払手数料 3  2

 社債発行費 1  －

 投資有価証券評価損益（△は益） －  2

 固定資産売却損益（△は益） 2  △5

 固定資産除却損 4  0

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 －  △34

 売上債権の増減額（△は増加） 202  137

 たな卸資産の増減額（△は増加） 17  △26

 仕入債務の増減額（△は減少） △127  △52

 繰延資産の増減額（△は増加） △19  △5

 未払金の増減額（△は減少） △90  22

 未払消費税等の増減額（△は減少） 115  △37

 その他 △262  4

 小計 1,121  1,162

 利息及び配当金の受取額 2  2

 利息の支払額 △194  △163

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 42  △434

 営業活動によるキャッシュ・フロー 971  567

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 △48  －

 短期貸付金の回収による収入 －  0

 長期貸付金の回収による収入 0  －

 定期預金の預入による支出 △4  △4

 定期預金の払戻による収入 100  50

 投資有価証券の取得による支出 △2  △73

 有形固定資産の取得による支出 △645  △643

 有形固定資産の売却による収入 5  4

 その他 △6  1

 投資活動によるキャッシュ・フロー △600  △665

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 1,907  190

 短期借入金の返済による支出 △2,431  △162

 長期借入れによる収入 2,197  298

 長期借入金の返済による支出 △1,740  △1,531

 長期未払金の返済による支出 △39  △40

 社債の発行による収入 48  －

 社債の償還による支出 △360  △40



株式会社タケエイ（2151） 平成23年3月期 第2四半期決算短信 

― ― 9

  (単位:百万円)

 

前第２四半期連結累計期間

(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

 株式の発行による収入 6  1,696

 配当金の支払額 △38  △41

 少数株主への配当金の支払額 △3  △12

 その他 △5  △37

 財務活動によるキャッシュ・フロー △461  320

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △90  221

現金及び現金同等物の期首残高 4,049  4,201

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,958  4,423
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

  該当事項はありません。 

 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

 当社は、平成22年６月14日付で、ＪＦＥエンジニアリング株式会社から第三者割当増資の払込みを

受けました。この結果、当第２四半期連結累計期間において資本金が850百万円、資本準備金が850百

万円増加し、当第２四半期連結累計期間末において資本金が4,134百万円、資本剰余金が4,297百万円

となっております。




