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（百万円未満切捨て） 

１．平成26年３月期第１四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年６月30日） 
(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 ％

26年３月期第１四半期 6,548 32.4 870 46.1 824 49.1 442 28.4
25年３月期第１四半期 4,947 37.2 595 272.9 553 562.6 344 －
（注）包括利益  26年３月期第１四半期  464百万円（33.6％）  25年３月期第１四半期347百万円（993.3％） 

 

 
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

26年３月期第１四半期 23.21 22.24
25年３月期第１四半期 18.72 18.19
（注）当社は平成25年７月１日付で、普通株式１株につき３株の株式分割を行っております。このため、１株当た

り四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は、当該株式分割が前事業年度の期首に行われ
たものと仮定して算定しております。 

 
(2) 連結財政状態 

 総  資  産 純  資  産 自己資本比率 
 百万円 百万円 ％ 

26年３月期第１四半期 33,912 15,611 44.7 
25年３月期 34,808 15,281 42.6 
（参考）自己資本    26年３月期第１四半期  15,171百万円  25年３月期  14,842百万円 

 
２．配当の状況 

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 

25年３月期 － 10.00 － 20.00 30.00 
26年３月期 －  
26年３月期(予想)  5.00 － 5.00 10.00 
（注）1 直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：有・無 
   2 平成25年７月１日を効力発生日として普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っており、平成26年

３月期（予想）の配当金は、分割後の基準で算出しております。 

 
３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期、四半期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) 

11,500 8.5 1,250 △7.9 1,100 △9.7 500 △29.0 26.24

通      期 24,000 △1.0 3,000 △18.6 2,700 △22.8 1,400 △32.4 73.48
（注）1 直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：有・無 
   2 １株当たり当期純利益については、平成25年７月１日を効力発生日として普通株式１株につき３株の割合

で株式分割を行った影響を考慮しております。 
 



 

※ 注記事項 
 
(1) 当四半期連結累計期間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） 
：有・無 

新規  -社  （社名） 、除外  -社  （社名） 
  
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ：有・無 
   
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ：有・無 
②  ①以外の会計方針の変更 ：有・無 
③  会計上の見積りの変更 ：有・無 
④  修正再表示 ：有・無 

  
(4) 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) 26年３月期 1Q 19,845,600株 25年３月期 19,792,800株
②  期末自己株式数 26年３月期 1Q 740,859株 25年３月期 740,859株
③  期中平均株式数(四半期累計) 26年３月期 1Q 19,076,841株 25年３月期 1Q 18,429,881株
（注）当社は平成25年７月１日付で、普通株式１株につき３株の株式分割を行っております。このため、期

末発行済株式数(自己株式を含む)、期末自己株式数及び期中平均株式数(四半期累計)は、当該株式分
割が前事業年度の期首に行われたものと仮定して算定しております。 

 
 
 
※ 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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続を実施中です。 
 
※ 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の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。業績予想の前提に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、
四半期決算短信（添付資料１ページ「連結業績予想に関する定性的情報」）をご覧ください。 
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１．当四半期決算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１四半期（平成25年４月１日から平成25年６月30日まで）における当社グループの収益に

つきましては、前年度からの継続事業である東日本大震災災害廃棄物処理再資源化事業における

処理業務が当初の計画を上回るペースで進捗したことや、既存事業においては、長野県・岐阜県

両県にまたがる中央自動車道恵那山トンネル天井板撤去工事（平成25年６月下旬から７月中旬ま

で）に絡む建設系廃棄物の処理事業等が受注できたことから、第１四半期における連結売上高は

6,548百万円（前年同四半期比32.4％増）、営業利益は870百万円（前年同四半期比46.1％増）、

経常利益は824百万円（前年同四半期比49.1％増）、四半期純利益は442百万円（前年同四半期比

28.4％増）となり、前年同四半期及び当初の計画ともに大きく上回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：東北地域（岩手県大槌町、宮城県亘理町、福島県楢葉町）で取り組んで

いる災害廃棄物処理再資源化事業が順調に進み、当初の計画を上回るペースで処理が進捗し

ました。特に亘理処理区においては、設計段階での予定数量を上回るペースで作業が進み、

当初の契約受託分については、契約期限（平成25年12月31日まで）を待たず、この７月をも

ってほぼ終了することができる見込みとなりました。あわせて、昨年来社会的な問題となっ

ている老朽化した社会インフラ施設の復旧対策として、昨年下期の山梨県の中央自動車道笹

子トンネルの復旧対策工事に引き続き、恵那山トンネル下り線の天井板撤去工事にも取り組

み、収益に大きく寄与することになりました。加えて、首都圏における既存事業も堅調に推

移しました。 

■ 株式会社リサイクル・ピア：東京都の災害廃棄物受入処理事業については、前々年度・前年

度に引き続き受入体制を強化して対応いたしております。既存事業も堅調に推移し、当初の

計画を上回る収益を計上することができました。なお、災害廃棄物受入処理事業について

は、現在平成25年９月分までの処理を受注しています。 

■ 株式会社北陸環境サービス：前年度に引き続き、堅調に推移しました。 

■ 株式会社ギプロ：ほぼ計画どおりに推移し、増収増益となりました。 

■ 株式会社池田商店：工場系など既存顧客の生産調整等に伴い廃棄物の受入量が減少し、苦戦

しました。 

■ 環境保全株式会社：平成23年１月に開設した仙台支店において具体的な案件の受注が本格化

してきており、当初計画を上回る増収増益となりました。 

■ 諏訪重機運輸株式会社及び橋本建材興業有限会社：恵那山トンネル天井板撤去工事やグルー

プ連携効果等により、大幅な増収増益となりました。 

■ その他のグループ会社：平成25年１月に連結子会社化した株式会社金山商店、平成25年４月

に連結子会社化した株式会社アースアプレイザルについても、順調に推移しました。連結化

のシナジー効果の表出は今後本格化するものと見込まれます。 

 

(2)  連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は33,912百万円（前連結会計年度末比896百万円

の減少、前連結会計年度末比2.6％減）となりました。流動資産は10,795百万円（前連結会計年

度末比588百万円の減少）となりました。これは、現金及び預金が34百万円増加しましたが、受

取手形及び売掛金が759百万円減少したこと等によります。固定資産は22,739百万円（前連結会

計年度末比310百万円の減少）となりました。これは、建物及び構築物が16百万円、その他（リ

ース資産）が288百万円減少したこと等によります。 

当第１四半期連結会計期間末における負債合計は18,300百万円（前連結会計年度末比1,225百

万円の減少、前連結会計年度末比6.3％減）となりました。流動負債は9,886百万円（前連結会計

年度末比1,266百万円の減少）となりました。これは、短期借入金が290百万円、未払法人税等が

899百万円が減少したこと等によります。固定負債は8,414百万円（前連結会計年度末比40百万円

の増加）となりました。これは、その他（長期リース債務）が100百万円減少しましたが、長期
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借入金が181百万円増加したこと等によります。 

当第１四半期連結会計期間末における純資産は15,611百万円（前連結会計年度末比329百万円

の増加、前連結会計年度末比2.2％増）となりました。これは、利益剰余金が315百万円増加した

こと等によります。 

 

(3)  連結業績予想に関する定性的情報 

東日本大震災災害廃棄物処理再資源化事業につきましては、国が目標とする平成26年３月の処

理完了に向け、引き続き積極的に係わっていきたいと考えております。また、老朽化対策の問題

に大きな関心が寄せられている首都圏社会インフラ対策工事事業につきましても、笹子トンネル

天井板落下事故の復旧対策工事、恵那山トンネル天井板撤去工事等での経験と実績をもって、こ

れからも、安全で安心できる国土づくりに貢献してまいります。 

しかしながら、今後の東北地域の復興事業及びインフラ対策工事事業につきましては、具体的

な収益として織り込むことが困難となっておりますので、第２四半期連結業績予想・通期連結業

績予想につきましては、今回修正は行わず、平成25年５月15日発表時の連結業績予想を据え置き

といたします。 

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

(1)  当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

 

(2)  四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

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。 
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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)

 
前連結会計年度 

(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間

(平成25年６月30日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 5,614  5,648

  受取手形及び売掛金 4,823  4,064

  商品及び製品 10  10

  仕掛品 39  47

  原材料及び貯蔵品 257  265

  繰延税金資産 280  255

  未収入金 176  175

  その他 196  341

  貸倒引当金 △15  △14

  流動資産合計 11,383  10,795

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物（純額） 5,961  5,945

   機械装置及び運搬具（純額） 2,323  2,275

   最終処分場（純額） 1,727  1,655

   土地 9,341  9,398

   その他（純額） 1,342  1,173

   有形固定資産合計 20,697  20,448

  無形固定資産  

   のれん 731  693

   その他 75  75

   無形固定資産合計 806  769

  投資その他の資産  

   投資有価証券 196  205

   繰延税金資産 243  259

   その他 1,138  1,096

   貸倒引当金 △31  △40

   投資その他の資産合計 1,546  1,520

  固定資産合計 23,050  22,739

 繰延資産 374  377

 資産合計 34,808  33,912

㈱タケエイ (2151)　平成26年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）



 

 4

 

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度 

(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間

(平成25年６月30日) 

負債の部  

 流動負債  

  買掛金 853  786

  短期借入金 1,952  1,662

  1年内返済予定の長期借入金 3,802  3,668

  1年内償還予定の社債 700  700

  未払法人税等 1,209  309

  和解費用引当金 41  40

  その他 2,593  2,718

  流動負債合計 11,152  9,886

 固定負債  

  社債 150  150

  長期借入金 6,700  6,882

  繰延税金負債 293  277

  退職給付引当金 171  168

  資産除去債務 416  418

  その他 642  518

  固定負債合計 8,374  8,414

 負債合計 19,526  18,300

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 4,189  4,198

  資本剰余金 4,434  4,444

  利益剰余金 6,390  6,705

  自己株式 △207  △208

  株主資本合計 14,807  15,140

 その他の包括利益累計額  

  その他有価証券評価差額金 34  30

  その他の包括利益累計額合計 34  30

 少数株主持分 439  440

 純資産合計 15,281  15,611

負債純資産合計 34,808  33,912
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(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 

四半期連結損益計算書 

第１四半期連結累計期間 

  (単位:百万円)

 

前第１四半期連結累計期間

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年６月30日) 

売上高 4,947  6,548

売上原価 3,609  4,880

売上総利益 1,337  1,667

販売費及び一般管理費 741  796

営業利益 595  870

営業外収益  

 受取利息 0  0

 受取賃貸料 4  4

 持分法による投資利益 0  1

 その他 24  11

 営業外収益合計 29  17

営業外費用  

 支払利息 62  51

 その他 9  12

 営業外費用合計 72  63

経常利益 553  824

特別利益  

 固定資産売却益 41  21

 特別利益合計 41  21

特別損失  

 固定資産売却損 0  0

 段階取得に係る差損 －  12

 特別損失合計 0  12

税金等調整前四半期純利益 595  833

法人税、住民税及び事業税 232  336

法人税等調整額 △6  27

法人税等合計 226  364

少数株主損益調整前四半期純利益 369  468

少数株主利益 24  25

四半期純利益 344  442
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四半期連結包括利益計算書 

第１四半期連結累計期間 

  (単位:百万円)

 

前第１四半期連結累計期間

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 369  468

その他の包括利益  

 その他有価証券評価差額金 △21  △4

 持分法適用会社に対する持分相当額 －  0

 その他の包括利益合計 △21  △4

四半期包括利益 347  464

（内訳）  

 親会社株主に係る四半期包括利益 323  438

 少数株主に係る四半期包括利益 24  25
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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