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1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 15,263 1.1 1,150 △20.6 828 △21.6 307 △26.0
22年3月期 15,093 3.2 1,449 42.8 1,057 72.3 415 56.2

（注）包括利益 23年3月期 382百万円 （△14.3％） 22年3月期 446百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

23年3月期 50.70 50.23 2.8 2.8 7.5
22年3月期 80.06 78.97 4.2 3.6 9.6

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  △2百万円 22年3月期  △1百万円

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

23年3月期 29,046 12,152 40.7 1,927.69
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  11,811百万円 22年3月期  10,146百万円

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

23年3月期 1,741 △1,504 △592 3,845
22年3月期 2,467 △937 △1,378 4,201

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

22年3月期 ― 5.00 ― 8.00 13.00 67 16.2 0.7
23年3月期 ― 5.00 ― 8.00 13.00 81 25.6 0.7
24年3月期(予想) ― 5.00 ― 8.00 13.00 17.0

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)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) 7,772 5.2 520 59.7 376 176.9 130 ― 21.22
通期 16,000 4.8 1,450 26.0 1,130 36.3 469 52.7 76.55



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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

(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、27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） 23年3月期 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 366,891 株 22年3月期 200 株

③ 期中平均株式数 23年3月期 6,059,230 株 22年3月期 5,188,415 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 10,301 △3.7 392 △49.9 335 △52.6 206 △50.9
22年3月期 10,701 △1.2 783 35.3 706 75.3 420 109.1

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

23年3月期 34.11 33.79
22年3月期 81.09 79.98

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 21,332 10,711 50.2 1,748.19
22年3月期 21,170 9,146 43.2 1,760.46

（参考） 自己資本 23年3月期  10,711百万円 22年3月期  9,146百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、財務諸表に対する監査手続が実施中です。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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 

 （当期の経営成績） 

当期（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）の日本経済は、夏までは持ち直し傾向にあったもの

の、秋以降、円高の進行やエコポイント見直し等政策効果の反動が響き、足踏み状態となりました。加えて、

本年３月11日に発生した東日本大震災は、国民生活だけでなく、さまざまな産業において設備の損壊や物流

の寸断等、甚大な被害をもたらしました。 

このような背景から、製造業は本格回復には至らず、産業廃棄物の発生量も以前の水準にはまだ及びませ

んでした。 

建設系産業廃棄物においても、建築着工は本格回復に至らず、受注競争による単価下落が続き、大変厳し

い営業環境にありました。 

こうした中、当社グループでは、積極的な営業拡大策と資本提携を含むグループ力の強化及び原価低減を

図りました。 

この結果、当連結会計年度の売上高は15,263百万円（前連結会計年度比1.1％増）、営業利益は1,150百万

円（前連結会計年度比20.6％減）、経常利益は828百万円（前連結会計年度比21.6％減）、当期純利益は307百

万円（前連結会計年度比26.0％減）となり、平成22年11月10日に見直した業績予想を達成することができま

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。 

• 株式会社タケエイ：当上半期は、市場占有率拡大策と競争激化により受注単価は下落傾向にありましたが、

当下半期には、持ち直しの傾向に転じたほか、外注費の削減など原価低減努力も功を奏し、一定の利益

を確保しました。また、株式会社ダイセキ環境ソリューションとの提携効果により、汚染土壌処理に関

する案件も大幅に増加し、加えて12月には地中埋設廃棄物の専用処理設備が稼働し、顧客ニーズに的確

に応えることができるようになりました。 

• 株式会社リサイクル・ピア： 解体系の建設廃棄物処理を得意とする同社は、前期を上回る受入量を確保し

たものの、受注単価下落の影響を受け、更に、重量物の受入量が増えたことや運搬コストの増加により

処理原価は増加しました。 

• 株式会社北陸環境サービス：積極的な営業拡大策と原価低減努力が通期で寄与し、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の量は引

き続き高水準にあり、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：製造業向けに当期初めより積極的な営業展開を行い、あわせて、業務提携を結ぶＪＦ

Ｅエンジニアリンググループ及び株式会社ダイセキ環境ソリューションとの提携効果が具体的な数字と

して表出し、第２四半期以降、収益は急回復しました。震災以降、東北方面の製造業からの受け入れに

一部影響が出ておりますが、年間としては想定を上回る増収増益となりました。 

• 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しました。しかしながら、震災直後、首都圏から東北方面への物流がストップ

したことにより、検体の発送が一時的にできなくなるなど、営業的にも影響を大きく受けました。 

 （次期の見通し） 

今後の見通しにつきましては、本年４月に施行された改正廃棄物処理法により、廃棄物処理及びリサイク

ルに関する規制強化はより一層加速することになり、廃棄物の不適正処理の減少と、リサイクルの進展が期

待されます。規制強化の流れは、既に対応設備を増強し、グループ化を積極的に進めてきた当社の経営にと

って追い風であり、また、更なる業界再編が進むと考えられます。 

一方で、原油の値上がり懸念や、エネルギー供給不安による節電・停電の影響等、不透明要素があり、厳

しい事業環境が続くものと想定しております。 

こうした環境下ではございますが、グループ力を 大限に活用し取引先の拡大と深堀を図ります。あわせ

て、リサイクル技術の開発を加速させ、事業領域及び事業地域の更なる拡大のためＭ＆Ａ戦略を積極的に進

め、規模の拡大と収益性の向上を目指してまいります。 

東日本大震災の影響につきましては、当社においては、工場等の設備稼働に影響を与えるような被害はあ

りませんでしたが、見通しは不透明であり、次期予想には織り込んでおりません。 

しかしながら、長年にわたり建設廃棄物処理に携わり、がれき等の処理及びリサイクルに関するノウハウ

を蓄積してきた企業として、グループ力・業務提携効果（ＪＦＥエンジニアリンググループ・株式会社ダイ

セキ環境ソリューション）・協業効果を 大限に活かし、日本の復興に貢献できるよう全力を尽くす所存でご

ざいます。 
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(2) 財政状態に関する分析 

 ①資産、負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度末における総資産は29,046百万円となり274百万円減少しました。流動資産は8,108百万

円となり、前連結会計年度末に比べ381百万円減少しました。これは現金及び預金が423百万円減少したこ

となどによります。固定資産は20,651百万円となり、前連結会計年度末に比べ97百万円増加しました。こ

れは投資有価証券が131百万円増加したことなどによります。 

 負債合計は16,894百万円となり1,968百万円減少しました。流動負債は6,051百万円となり、前連結会計

年度末に比べ22百万円増加しました。これは未払法人税等が150百万円減少しましたが、1年内償還予定の

社債が130百万円、買掛金が36百万円それぞれ増加したことなどによります。固定負債は10,842百万円と

なり、前連結会計年度末に比べ1,991百万円減少しました。これは、長期借入金が1,719百万円減少したこ

となどによります。 

 純資産は12,152百万円となり1,693百万円増加しました。これは、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。 

 

 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は、3,845百万円（前連結会計年度比355百万円の減少、前連

結会計年度比8.5％減）となりました。 

（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、1,741百万円の増加（前連結会計年度比726百万円の減少、前連結

会計年度比29.4％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875百万円、減価償却費1,480百万円であり、支出の主な内訳

は、法人税等の支払額719百万円等であります。 

（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、1,504百万円の減少（前連結会計年度比567百万円の減少、前連結

会計年度比60.6％増）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1,473百万円によるものです。 

（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、592百万円の減少（前連結会計年度比786百万円の増加、前連結会

計年度比57.0％減）となりました。 

収入の主な内訳は、株式の発行による収入1,696百万円、長期借入れによる収入1,296百万円、短期借入れ

による収入550百万円であり、支出は、主に長期借入金の返済による支出3,005百万円によるものです。 

 

（参考）キャッシュ･フロー関連指標の推移 

 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期

自己資本比率（％） 16.0 36.5 33.0 34.6 40.7

時価ベースの自己資本比率（％） － 70.2 16.9 24.0 29.6

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 7.8 5.3 13.9 6.5 8.2

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 4.8 5.4 3.2 6.8 5.9

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います。 

（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います。 

（注３）キャッシュ･フローは、営業キャッシュ･フローを利用しています。 

（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子を支払っている全ての負債を対象と

しています。 
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(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、第２四半期末配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。 

 当第２四半期配当につきましては、１株当たり５円をお支払いいたしました。また、当期の期末配当につきま

しては、１株当たり８円とする案を第35期定時株主総会にお諮りする予定でおります。 

 また、次期の１株当たりの配当金は第２四半期末５円、期末８円、年間13円とさせていただく予定であります。 

 

(4) 事業等のリスク 

 当事業年度における事業等のリスクは、 近の有価証券報告書（平成22年６月25日）における記載から、速や

かに伝達すべき新たなリスクが顕在化していないため、記載を省略しております。 
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２．企業集団の状況 

当社グループの事業系統図は以下のとおりであります。 
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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からご覧いただけます。 

(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22年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成23年３月31日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 4,746  4,323

  受取手形及び売掛金 2,969  2,967

  商品及び製品 5  0

  仕掛品 19  17

  原材料及び貯蔵品 238  266

  繰延税金資産 133  129

  未収入金 161  193

  その他 235  224

  貸倒引当金 △22  △13

  流動資産合計 8,489  8,108

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物 8,758  9,223

    減価償却累計額 △2,941  △3,280

    建物及び構築物（純額） 5,816  5,943

   機械装置及び運搬具 6,413  6,885

    減価償却累計額 △3,573  △4,154

    機械装置及び運搬具（純額） 2,839  2,730

   工具、器具及び備品 701  723

    減価償却累計額 △574  △620

    工具、器具及び備品（純額） 126  103

   終処分場 4,303  4,612

    減価償却累計額 △2,195  △2,699

    終処分場（純額） 2,108  1,913

   土地 6,885  7,004

   リース資産 338  421

    減価償却累計額 △96  △178

    リース資産（純額） 242  243

   建設仮勘定 280  582

   有形固定資産合計 18,299  18,520

  無形固定資産  

   のれん 1,217  1,022

   その他 99  75

   無形固定資産合計 1,317  1,097

  投資その他の資産  

   投資有価証券 70  201

   繰延税金資産 167  131

   その他 754  752

   貸倒引当金 △55  △52

   投資その他の資産合計 936  1,033

  固定資産合計 20,553  20,651

 繰延資産  

  開業費 278  287
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  (単位：百万円)

 
前連結会計年度 

(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成23年３月31日) 

  繰延資産合計 278  287

 資産合計 29,321  29,046

負債の部  

 流動負債  

  買掛金 431  467

  短期借入金 842  877

  1年内返済予定の長期借入金 3,005  3,019

  1年内償還予定の社債 60  190

  未払金 537  499

  未払費用 446  440

  未払法人税等 438  288

  その他 265  267

  流動負債合計 6,028  6,051

 固定負債  

  社債 980  790

  長期借入金 10,298  8,578

  繰延税金負債 381  344

  退職給付引当金 177  165

  処分場閉鎖引当金 268  －

  資産除去債務 －  357

  その他 728  605

  固定負債合計 12,834  10,842

 負債合計 18,862  16,894

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 3,282  4,134

  資本剰余金 3,445  4,297

  利益剰余金 3,418  3,651

  自己株式 △0  △307

  株主資本合計 10,145  11,775

 その他の包括利益累計額  

  その他有価証券評価差額金 0  35

  その他の包括利益累計額合計 0  35

 少数株主持分 312  341

 純資産合計 10,458  12,152

負債純資産合計 29,321  29,046
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(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

連結損益計算書 

  (単位：百万円)

 

前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

売上高 15,093  15,263

売上原価 10,911  11,368

売上総利益 4,181  3,895

販売費及び一般管理費  

 役員報酬 329  343

 給料及び手当 977  1,046

 退職給付費用 13  27

 貸倒引当金繰入額 10  －

 のれん償却額 195  195

 その他 1,205  1,131

 販売費及び一般管理費合計 2,732  2,744

営業利益 1,449  1,150

営業外収益  

 受取利息 3  1

 受取配当金 0  1

 受取保険金 52  14

 債務取崩益 5  8

 雑収入 19  15

 営業外収益合計 83  40

営業外費用  

 支払利息 361  296

 支払手数料 5  5

 開業費償却 47  －

 雑損失 61  61

 営業外費用合計 475  362

経常利益 1,057  828

特別利益  

 固定資産売却益 16  8

 貸倒引当金戻入額 －  7

 処分場閉鎖引当金取崩益 2  －

 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 18  50

特別損失  

 固定資産売却損 5  0

 固定資産除却損 4  0

 投資有価証券売却損 2  －

 投資有価証券評価損 －  2

 特別損失合計 11  3

税金等調整前当期純利益 1,063  875

法人税、住民税及び事業税 573  546

法人税等調整額 45  △19

法人税等合計 618  527

少数株主損益調整前当期純利益 －  348

少数株主利益 29  41

当期純利益 415  307
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連結包括利益計算書 

  (単位：百万円)

 

前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 348

その他の包括利益 

 その他有価証券評価差額金 － 34

 その他の包括利益合計 － ※2  34

包括利益 － ※1   382

（内訳） 

 親会社株主に係る包括利益 － 341

 少数株主に係る包括利益 － 41
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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21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本  

 資本金  

  前期末残高 3,278  3,282

  当期変動額  

   新株の発行 3  852

   当期変動額合計 3  852

  当期末残高 3,282  4,134

 資本剰余金  

  前期末残高 3,442  3,445

  当期変動額  

   新株の発行 3  852

   当期変動額合計 3  852

  当期末残高 3,445  4,297

 利益剰余金  

  前期末残高 3,067  3,418

  当期変動額  

   剰余金の配当 △64  △74

   当期純利益 415  307

   当期変動額合計 350  233

  当期末残高 3,418  3,651

 自己株式  

  前期末残高 △0  △0

  当期変動額  

   自己株式の取得 －  △306

   当期変動額合計 －  △306

  当期末残高 △0  △307

 株主資本合計  

  前期末残高 9,787  10,145

  当期変動額  

   新株の発行 7  1,704

   剰余金の配当 △64  △74

   当期純利益 415  307

   自己株式の取得 －  △306

   当期変動額合計 357  1,630

  当期末残高 10,145  11,775

その他の包括利益累計額  

 その他有価証券評価差額金  

  前期末残高 △0  0

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1  34

   当期変動額合計 1  34

  当期末残高 0  35

 その他の包括利益累計額合計  

  前期末残高 △0  0

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1  34
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  (単位：百万円)

 
前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

   当期変動額合計 1  34

  当期末残高 0  35

少数株主持分  

 前期末残高 287  312

 当期変動額  

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 25  28

  当期変動額合計 25  28

 当期末残高 312  341

純資産合計  

 前期末残高 10,073  10,458

 当期変動額  

  新株の発行 7  1,704

  剰余金の配当 △64  △74

  当期純利益 415  307

  自己株式の取得 －  △306

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 27  63

  当期変動額合計 384  1,693

 当期末残高 10,458  12,152
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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21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23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 1,063  875

 減価償却費 1,430  1,480

 のれん償却額 195  195

 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） 13  －

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △31  △11

 受取利息及び受取配当金 △4  △3

 支払利息 361  296

 支払手数料 5  5

 社債発行費 17  －

 投資有価証券売却損益（△は益） 2  －

 投資有価証券評価損益（△は益） －  2

 固定資産売却損益（△は益） △10  △8

 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） △62  5

 たな卸資産の増減額（△は増加） △17  △19

 仕入債務の増減額（△は減少） △52  36

 繰延資産の増減額（△は増加） △7  △8

 未払金の増減額（△は減少） △91  △20

 未払消費税等の増減額（△は減少） 144  △24

 その他 △31  8

 小計 2,935  2,763

 利息及び配当金の受取額 5  3

 利息の支払額 △372  △306

 法人税等の支払額 △101  △719

 営業活動によるキャッシュ・フロー 2,467  1,741

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  △3

 短期貸付金の回収による収入 4  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 △8  △8

 定期預金の払戻による収入 106  76

 投資有価証券の取得による支出 △4  △76

 投資有価証券の売却による収入 0  －

 有形固定資産の取得による支出 △913  △1,473

 有形固定資産の売却による収入 30  9

 その他 △104  △29

 投資活動によるキャッシュ・フロー △937  △1,504

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 2,967  550

 短期借入金の返済による支出 △3,937  △514

 長期借入れによる収入 3,845  1,296

 長期借入金の返済による支出 △3,501  △3,005

 長期未払金の返済による支出 △78  △79
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  (単位：百万円)

 

前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

 社債の発行による収入 732  －

 社債の償還による支出 △1,300  △60

 株式の発行による収入 7  1,696

 自己株式の取得による支出 －  △308

 配当金の支払額 △64  △73

 少数株主への配当金の支払額 △3  △12

 その他 △42  △81

 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,378  △592

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 152  △355

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期末残高 4,201  3,845
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(5) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 
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(6) 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 

会計処理の変更 

 

前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日) 

 

────────── 

（持分法に関する会計基準等） 

当連結会計年度より、「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、

連結決算上必要な修正を行っております。 

これにより、当連結会計年度の経常利益、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。 

 

────────── 

（資産除去債務に関する会計基準等） 

当連結会計年度より、「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。 

これにより、当連結会計年度の営業利益及び経常利

益が6百万円減少し、税金等調整前当期純利益は27百万

円増加しております。また、当会計基準等の適用開始

による資産除去債務の変動額は357百万円であります。 
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表示方法の変更 

 

前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日) 

（連結損益計算書） 

前連結会計年度まで、特別損失の「その他」に含めて

表示しておりました「投資有価証券売却損」は、当連結

会計年度において特別損失の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「投資有価証券売却損」は、

1百万円であります。 

（連結損益計算書関係） 

当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会計基

準」(企業会計基準第22号 平成20年12月26日)に基づき、

財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令(平成21年

３月24日 内閣府令第5号)を適用し、「少数株主損益調整

前当期純利益」の科目を表記しております。 
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追加情報 

 

前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日) 

 

────────── 

（セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用） 

当連結会計年度より「セグメント情報等の開示に関す

る会計基準」(企業会計基準第17号 平成21年３月27日)

及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用

指針」(企業基準適用指針20号 平成20年３月21日)を適

用しております。 

 

────────── 

（包括利益の表示に関する会計基準の適用） 

当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基

準」(企業会計基準第25号 平成22年６月30日)を適用し

ております。ただし、「その他の包括利益累計額」及び「そ

の他包括利益累計額合計」の前連結会計年度の金額は、

「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等合計」の

金額を記載しております。 

 

㈱タケエイ （2151） 平成23年3月期 決算短信



 

－ － 19

(7) 連結財務諸表に関する注記事項 

（連結包括利益計算書関係） 

 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

※１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益の金額は、次のとおりであります。 

 

親会社株主に係る包括利益 416百万円

少数株主に係る包括利益 29百万円

計 446百万円

  

※２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益の金額は、次のとおりであります。 

 

その他有価証券評価差額金 1百万円

計 1百万円
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（セグメント情報等） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 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21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 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21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 
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【セグメント情報】 

１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に

検討を行う対象となっているものであります。 

当社グループの各事業会社は、それぞれ独自性の高い事業を行っており、取り扱うサービス・製品

について包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

従って、当社は、事業会社別のセグメントから構成されており、「㈱タケエイ」、「㈱リサイクル・

ピア」、「㈱北陸環境サービス」、「㈱ギプロ」及び「㈱池田商店」の５つを報告セグメントとして

おります。 

「㈱タケエイ」は、建設廃棄物を中心とする中間処理・再資源化事業、収集・運搬事業及び安定型

終処分場の運営を行っております。「㈱リサイクル・ピア」は、解体系建設混合廃棄物処理を得意

とする中間処理・再資源化事業を行っております。「㈱北陸環境サービス」は、管理型 終処分場の

運営及び廃プラスチック再資源化事業を行っております。「㈱ギプロ」は、廃石膏ボードの再資源化

事業を行っております。「㈱池田商店」は、再生骨材、再生砕石への再資源化事業を行っております。 

 

２  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要

な事項」における記載と概ね同一であります。報告セグメントの利益は、営業利益ベース（のれん償

却等連結調整前）の数値であります。セグメント資産及び負債は、連結調整前の数値であります。セ

グメント間の売上高は、第三者間取引価格に基づいております。 
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３  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

   前連結会計年度（自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31日） 

（単位：百万円） 

報告セグメント 

 
㈱タケエ

イ 
㈱リサイ
クル・ピア

㈱北陸環
境サービ

ス 
㈱ギプロ

㈱池田商
店 

計 

その他 
(注) 

合計 

売上高    

  外部顧客への売上高 10,517 2,831 726 396 302 14,774 318 15,093

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

184 302 10 290 19 808 258 1,066

計 10,701 3,133 737 687 322 15,583 576 16,159

セグメント利益又は損失
（△） 

783 438 211 146 60 1,640 △15 1,625

セグメント資産 21,170 6,610 1,900 490 538 30,710 1,499 32,209

セグメント負債 12,024 5,379 1,190 188 313 19,096 520 19,616

その他の項目    

  減価償却費 859 325 120 37 36 1,378 38 1,417

  持分法適用会社への 
  投資額 

84 － － － － 84 － 84

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額 

727 116 82 54 43 1,023 326 1,350

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、環境保全㈱、泰武興運㈱、㈱タケ

エイパークゴルフマネジメント、㈱門前クリーンパーク及び㈱グリーンアローズ関東を含んでいます。 

 

   当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

（単位：百万円） 

報告セグメント 

 
㈱タケエ

イ 
㈱リサイ
クル・ピア

㈱北陸環
境サービ

ス 
㈱ギプロ

㈱池田商
店 

計 

その他 
(注) 

合計 

売上高    

  外部顧客への売上高 10,187 2,898 893 440 484 14,904 359 15,263

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

113 219 45 315 13 706 256 963

計 10,301 3,118 938 755 497 15,611 615 16,227

セグメント利益又は損失
（△） 

392 337 299 174 163 1,368 △19 1,349

セグメント資産 21,332 6,226 2,058 569 604 30,791 1,435 32,227

セグメント負債 10,620 4,890 1,241 188 282 17,224 517 17,741

その他の項目    

  減価償却費 840 300 179 48 30 1,399 46 1,445

  持分法適用会社への 
  投資額 

84 － － － － 84 － 84

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額 

1,222 107 38 103 9 1,481 63 1,544

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、環境保全㈱、泰武興運㈱、㈱タケ

エイパークゴルフマネジメント、㈱門前クリーンパーク及び㈱グリーンアローズ関東を含んでいます。 
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４  報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事

項） 

（単位：百万円） 

売上高 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 15,583 15,611

「その他」の区分の売上高 576 615

セグメント間取引消去 △1,066 △963

連結財務諸表の売上高 15,093 15,263

 

（単位：百万円） 

利益 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 1,640 1,368

「その他」の区分の利益 △15 △19

セグメント間取引消去 27 27

のれんの償却額 △195 △195

その他の調整額 △7 △30

連結財務諸表の営業利益 1,449 1,150

 

（単位：百万円） 

資産 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 30,710 30,791

「その他」の区分の資産 1,499 1,435

セグメント間消去 △3,244 △3,444

連結時の評価替額 356 321

その他の調整額 － △56

連結財務諸表の資産合計 29,321 29,046

 

（単位：百万円） 

負債 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 19,096 17,224

「その他」の区分の負債 520 517

セグメント間消去 △968 △971

連結時の評価替額 214 199

その他の調整額 － △76

連結財務諸表の負債合計 18,862 16,894
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（単位：百万円） 

報告セグメント計 その他 調整額 
連結財務諸表 

計上額 
その他の項目 

前連結 
会計年度 

当連結
会計年度

前連結
会計年度

当連結
会計年度

前連結
会計年度

当連結 
会計年度 

前連結 
会計年度 

当連結
会計年度

減価償却費 1,378 1,399 38 46 13 34 1,430 1,480

持分法適用会社への 
投資額 

84 84 － － △3 △5 81 79

有形固定資産及び 
無形固定資産の増加額 

1,023 1,481 326 63 △309 △0 1,040 1,544
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【関連情報】 

前連結会計年度（自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31日） 

１  製品及びサービスごとの情報 

（単位：百万円） 

 廃棄物処分業務 収集運搬業務 その他の業務 合計 

外部顧客への売上高 10,446 3,614 1,032 15,093

 

２  地域ごとの情報 

(1) 売上高 

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 

 

(2) 有形固定資産 

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

 

３  主要な顧客ごとの情報 

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載は

ありません。 

 

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

１  製品及びサービスごとの情報 

（単位：百万円） 

 廃棄物処分業務 収集運搬業務 その他の業務 合計 

外部顧客への売上高 10,867 3,290 1,105 15,263

 

２  地域ごとの情報 

(1) 売上高 

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 

 

(2) 有形固定資産 

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

 

３  主要な顧客ごとの情報 

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載は

ありません。 
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】 

前連結会計年度（自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】 

前連結会計年度（自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31日） 

（単位：百万円） 

報告セグメント 
 

㈱タケエイ 
㈱リサイク
ル・ピア 

㈱北陸環境
サービス 

㈱ギプロ ㈱池田商店 計 

その他 
(注) 

全社・消去 合計 

当期償却
額 

－ 9 90 － 82 182 13 － 195

当期末残
高 

－ 153 360 － 656 1,171 46 － 1,217

(注) 「その他」の区分は、環境保全㈱及び㈱門前クリーンパークに係るものであります。 

 

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

（単位：百万円） 

報告セグメント 
 

㈱タケエイ 
㈱リサイク
ル・ピア 

㈱北陸環境
サービス 

㈱ギプロ ㈱池田商店 計 

その他 
(注) 

全社・消去 合計 

当期償却
額 

－ 9 90 － 82 182 13 － 195

当期末残
高 

－ 143 270 － 574 988 33 － 1,022

(注) 「その他」の区分は、環境保全㈱及び㈱門前クリーンパークに係るものであります。 

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】 

前連結会計年度（自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23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21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日) 

 １株当たり純資産額 1,952円89銭

 １株当たり当期純利益 80円06銭

 潜在株式調整後１株当た
り当期純利益 

78円97銭

  

 １株当たり純資産額 1,927円69銭

 １株当たり当期純利益 50円70銭

 潜在株式調整後１株当た
り当期純利益 

50円23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22年３月31日) 

当連結会計年度末 

（平成23年３月31日) 

純資産の部の合計額（百万円） 10,458 12,152 

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） 312 341 

 （うち少数株主持分）（百万円） （312） （341）

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 10,146 11,811 

期末の普通株式の数（株） 5,195,400 6,127,109 

 

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21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日) 

１株当たり当期純利益 

 当期純利益（百万円） 415 307 

 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） 415 307 

 普通株式の期中平均株式数（株） 5,188,415 6,059,230 

 

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） 71,528 56,448 

  第1回新株予約権（株） （71,528） （56,448）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当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２回新株予約権 

 (新株予約権の数 1,060個) 

 

 (新株予約権) 

 第２回新株予約権 

 (新株予約権の数 1,060個) 
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（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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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22年３月31日) 

当事業年度 

(平成23年３月31日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 3,444  3,168

  受取手形 11  15

  売掛金 2,359  2,213

  仕掛品 11  9

  原材料及び貯蔵品 147  169

  前渡金 6  0

  前払費用 95  88

  短期貸付金 511  536

  未収入金 125  152

  繰延税金資産 82  67

  その他 20  14

  貸倒引当金 △17  △12

  流動資産合計 6,799  6,424

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物 4,404  4,696

    減価償却累計額 △1,376  △1,530

    建物（純額） 3,027  3,165

   構築物 1,016  1,093

    減価償却累計額 △739  △803

    構築物（純額） 277  289

   機械及び装置 2,294  2,503

    減価償却累計額 △1,085  △1,319

    機械及び装置（純額） 1,208  1,183

   車両運搬具 281  405

    減価償却累計額 △259  △299

    車両運搬具（純額） 21  106

   工具、器具及び備品 569  580

    減価償却累計額 △480  △511

    工具、器具及び備品（純額） 88  68

   終処分場 2,380  2,551

    減価償却累計額 △1,413  △1,688

    終処分場（純額） 966  862

   土地 4,221  4,339

   リース資産 269  278

    減価償却累計額 △77  △136

    リース資産（純額） 191  142

   建設仮勘定 238  559

   有形固定資産合計 10,241  10,718

  無形固定資産  

   ソフトウエア 67  43

   その他 25  25

   無形固定資産合計 92  68
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  (単位：百万円)

 
前事業年度 

(平成22年３月31日) 

当事業年度 

(平成23年３月31日) 

  投資その他の資産  

   投資有価証券 65  197

   関係会社株式 3,573  3,573

   出資金 2  2

   関係会社長期貸付金 －  6

   破産更生債権等 47  44

   長期前払費用 44  30

   繰延税金資産 95  67

   その他 255  243

   貸倒引当金 △47  △44

   投資その他の資産合計 4,036  4,121

  固定資産合計 14,371  14,908

 資産合計 21,170  21,332

負債の部  

 流動負債  

  買掛金 370  325

  1年内返済予定の長期借入金 1,957  2,019

  1年内償還予定の社債 40  40

  リース債務 59  61

  未払金 415  392

  未払費用 339  332

  未払法人税等 204  －

  未払消費税等 56  39

  前受金 52  49

  預り金 23  20

  資産除去債務 －  7

  流動負債合計 3,519  3,287

 固定負債  

  社債 780  740

  長期借入金 6,831  5,812

  リース債務 152  98

  長期未払金 511  410

  退職給付引当金 134  124

  処分場閉鎖引当金 94  －

  資産除去債務 －  146

  その他 0  －

  固定負債合計 8,504  7,333

 負債合計 12,024  10,620

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 3,282  4,134

  資本剰余金  

   資本準備金 3,225  4,077

   その他資本剰余金 1  1

   資本剰余金合計 3,227  4,079

  利益剰余金  

   利益準備金 1  1

   その他利益剰余金  
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  (単位：百万円)

 
前事業年度 

(平成22年３月31日) 

当事業年度 

(平成23年３月31日) 

    特定災害防止準備金 25  26

    別途積立金 500  500

    繰越利益剰余金 2,110  2,241

    その他利益剰余金合計 2,635  2,768

   利益剰余金合計 2,636  2,769

  自己株式 △0  △307

  株主資本合計 9,145  10,675

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 0  35

  評価・換算差額等合計 0  35

 純資産合計 9,146  10,711

負債純資産合計 21,170  21,332
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(2) 損益計算書 

  (単位：百万円)

 

前事業年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

売上高 10,701  10,301

売上原価 8,080  8,045

売上総利益 2,621  2,255

販売費及び一般管理費  

 役員報酬 209  228

 給料及び手当 738  787

 福利厚生費 134  157

 退職給付費用 6  21

 交際費 51  28

 旅費及び交通費 92  78

 地代家賃 161  156

 支払リース料 44  46

 支払手数料 21  18

 業務委託費 12  13

 租税公課 64  56

 減価償却費 40  36

 貸倒引当金繰入額 8  －

 その他 252  234

 販売費及び一般管理費合計 1,838  1,863

営業利益 783  392

営業外収益  

 受取利息 3  8

 受取配当金 104  130

 受取賃貸料 1  1

 業務受託料 23  25

 受取保険金 52  14

 債務取崩益 5  8

 雑収入 9  7

 営業外収益合計 200  195

営業外費用  

 支払利息 218  183

 社債利息 14  8

 社債発行費 16  －

 支払手数料 2  3

 アドバイザリー手数料 －  30

 雑損失 25  27

 営業外費用合計 277  252

経常利益 706  335

特別利益  

 固定資産売却益 13  8

 貸倒引当金戻入額 －  2

 処分場閉鎖引当金取崩益 2  －

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 －  7

 特別利益合計 15  19

特別損失  

 固定資産売却損 5  0

㈱タケエイ （2151） 平成23年3月期 決算短信



 

－ － 33

  (単位：百万円)

 

前事業年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

 固定資産除却損 3  0

 投資有価証券売却損 2  －

 投資有価証券評価損 －  2

 特別損失合計 11  3

税引前当期純利益 710  351

法人税、住民税及び事業税 301  126

法人税等調整額 △11  18

法人税等合計 289  144

当期純利益 420  206
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売上原価明細書 

 

  
前事業年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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  3,180 39.3 3,323 41.3

Ⅱ 経費 ※１ 5,615 69.5 5,602 69.6

Ⅲ 有価物控除額  △713 △8.8 △880 △10.9

   当期総処理費用  8,083 100.0 8,045 100.0

   期首仕掛品たな卸高  11 11 

合計  8,094 8,057 

   期末仕掛品たな卸高  11 9 

   他勘定振替高 ※２ 3 1 

   当期売上原価  8,080 8,045 

 

 

（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 2,745 2,771

支払リース料 331 221

減価償却費 819 804

燃料費 327 372

地代家賃 129 128

修繕費 281 299

旅費交通費 225 270

消耗品費 224 205

電力費 129 152

 

 ※２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) 

雑損失 2 1

構築物 0 0

 

（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21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本  

 資本金  

  前期末残高 3,278  3,282

  当期変動額  

   新株の発行 3  852

   当期変動額合計 3  852

  当期末残高 3,282  4,134

 資本剰余金  

  資本準備金  

   前期末残高 3,222  3,225

   当期変動額  

    新株の発行 3  852

    当期変動額合計 3  852

   当期末残高 3,225  4,077

  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 3,223  3,227

   当期変動額  

    新株の発行 3  852

    当期変動額合計 3  852

   当期末残高 3,227  4,079

 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  

   特定災害防止準備金  

    前期末残高 11  25

    当期変動額  

     特定災害防止準備金の積立 13  1

     当期変動額合計 13  1

    当期末残高 25  26

   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 1,768  2,110

    当期変動額  

     剰余金の配当 △64  △74

     当期純利益 420  206

     特定災害防止準備金の積立 △13  △1

     当期変動額合計 341  131

    当期末残高 2,110  2,241

  利益剰余金合計  

㈱タケエイ （2151） 平成23年3月期 決算短信



 

－ － 36

  (単位：百万円)

 
前事業年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

   前期末残高 2,280  2,636

   当期変動額  

    剰余金の配当 △64  △74

    当期純利益 420  206

    特定災害防止準備金の積立 －  －

    当期変動額合計 355  132

   当期末残高 2,636  2,769

 自己株式  

  前期末残高 △0  △0

  当期変動額  

   自己株式の取得 －  △306

   当期変動額合計 －  △306

  当期末残高 △0  △307

 株主資本合計  

  前期末残高 8,782  9,145

  当期変動額  

   新株の発行 7  1,704

   剰余金の配当 △64  △74

   当期純利益 420  206

   自己株式の取得 －  △306

   当期変動額合計 363  1,530

  当期末残高 9,145  10,675

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

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1  35

   当期変動額合計 1  35

  当期末残高 0  35

 評価・換算差額等合計  

  前期末残高 △0  0

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1  35

   当期変動額合計 1  35

  当期末残高 0  35

純資産合計  

 前期末残高 8,781  9,146

 当期変動額  

  新株の発行 7  1,704

  剰余金の配当 △64  △74

  当期純利益 420  206

  自己株式の取得 －  △306

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1  35

  当期変動額合計 364  1,565

 当期末残高 9,146  10,711
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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。 
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６．その他 

 (1) 役員の異動 

役員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23年３月16日に開示済みであ

ります。 
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