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(百万円未満切捨て)
１．平成26年３月期の連結業績（平成25年４月１日～平成26年３月31日）
（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 ％

26年３月期 24,890 2.7 3,239 △12.1 3,069 △12.2 1,601 △22.7

25年３月期 24,231 38.8 3,686 75.5 3,496 87.5 2,072 138.1
(注) 包括利益 26年３月期 1,742百万円(△18.8％) 25年３月期 2,144百万円( 126.8％)
　

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 ％ ％ ％

26年３月期 75.74 73.20 9.0 8.6 13.0

25年３月期 110.57 107.43 15.1 10.6 15.2
(参考) 持分法投資損益 26年３月期 10百万円 25年３月期 49百万円
　

（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
　 り当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、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 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

26年３月期 36,879 21,458 56.7 910.04

25年３月期 34,808 15,281 42.6 779.03
(参考) 自己資本 26年３月期 20,897百万円 25年３月期 14,842百万円
　

（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
　 り純資産は、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。

　

（３）連結キャッシュ・フローの状況
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

26年３月期 3,382 △1,631 600 7,500

25年３月期 4,039 △2,982 △1,026 5,148
　

　　

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 ％ ％

25年３月期 － 10.00 － 20.00 30.00 189 9.0 1.4

26年３月期 － 5.00 － 5.00 10.00 114 13.2 0.6

27年３月期(予想) － 5.00 － 5.00 10.00 17.5
　

（注）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
　 月期の第２四半期末以降の配当金は、分割後の基準で算定しております。

　

３．平成27年３月期の連結業績予想（平成26年４月１日～平成27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) 11,800 △6.9 850 △47.2 780 △48.0 400 △50.0 17.42

通 期 25,000 0.4 2,600 △19.7 2,450 △20.2 1,310 △18.2 57.05
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※ 注記事項

（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

　 新規 －社 (社名) 、除外 －社 (社名)
　

　

（２）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 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無
　

　

（３）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 23,255,600株 25年３月期 19,792,800株

② 期末自己株式数 26年３月期 292,049株 25年３月期 740,859株

③ 期中平均株式数 26年３月期 21,142,133株 25年３月期 18,743,676株
　

　（注）当社は平成25年７月１日で、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。

　

(参考) 個別業績の概要
１．平成26年３月期の個別業績（平成25年４月１日～平成26年３月31日）
（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 ％

26年３月期 14,686 △10.3 1,374 △33.9 1,492 △27.7 926 △25.3

25年３月期 16,380 43.9 2,079 115.2 2,063 110.0 1,241 145.4
　

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

26年３月期 43.84 42.37

25年３月期 66.23 64.35
　

（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
　 り当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、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）個別財政状態

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

26年３月期 27,064 17,925 66.2 780.58

25年３月期 26,161 12,544 47.9 658.42

(参考) 自己資本 26年３月期 17,925百万円 25年３月期 12,544百万円
　

（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
　 り純資産は、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。

　

　

※ 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、決算短信（添付資料２ページ「経
営成績に関する分析」）をご覧ください。
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１．経営成績・財政状態に関する分析

（１）経営成績に関する分析

① 当期の経営成績

　当期（平成25年４月１日から平成26年３月31日まで）においては、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ついて、株式会社タケエイでは岩手県・宮城県・福島県内に震災復旧のための廃棄物処理プラ

ント・重機を設置して事業に取り組みました。また、都内の株式会社リサイクル・ピア（100％子会社）では、同地区内

からの災害廃棄物の受け入れを行うなど、首都圏の既存施設も活用し災害廃棄物の処理再資源化に対応し、政府計画の

終了期限であった平成26年３月までに、災害廃棄物の受け入れを終了しました。

　また、既存事業においては、長野・岐阜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のスポット案件が収益貢献したこと、グループ連携効果の伸

長等により、２月の首都圏における大雪の影響を受けながらも、前期を上回る売上を計上することができました。

　この結果、当連結会計年度の売上高は24,890百万円（前連結会計年度比2.7％増）となりましたが、東日本大震災災害

廃棄物処理再資源化事業が期中に終了したことから、営業利益は3,239百万円（同12.1％減）、経常利益は3,069百万円

（同12.2％減）、当期純利益は1,601百万円（同22.7％減）となりました。

　主要な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：東北地域で取り組んでいる災害廃棄物処理再資源化事業は順調に進捗し、災害廃棄物の受け入れを平成

25年12月をもって終了しました。主力事業の建設廃棄物処理については、社会インフラの老朽化対策として恵那山トン

ネル下り線の天井板撤去工事に取り組みました。しかしながら、第４四半期に想定を大きく上回る大雪の影響を受け、

例年のように期末の追い込みが収益に寄与できず、次期にずれ込むこととなりました。

・㈱リサイクル・ピア：平成23年11月からスタートした東京都の災害廃棄物受入処理事業については受け入れ体制を強

化して対応し、平成26年１月に受け入れを終了しました。また、平成25年10月16日の台風第26号による土砂災害により

発生した大島町災害廃棄物等処理事業のうち、東京都が大島町より受託し島外で処理される災害廃棄物についても受け

入れ、処理再資源化に取り組みました。

・㈱北陸環境サービス：大型スポット案件等の寄与により、大幅な増収増益となりました。

・㈱ギプロ：都内再開発案件等が寄与し、高水準で推移しました。

・㈱池田商店：期の前半は既存顧客からの廃棄物の受入量が減少し苦戦しました。

・環境保全㈱：平成23年１月に開設した仙台支店の大幅な伸長等により、大幅な増収増益となりました。

・諏訪重機運輸㈱及び橋本建材興業㈲：恵那山トンネル天井板撤去工事やグループ連携効果等のほか、消費税増税前の

駆け込み需要も加わり、売上を拡大しました。

・㈱グリーンアローズ関東：開業準備を進めていた廃石膏ボードリサイクル施設は、平成26年３月10日に神奈川県横須

賀市より産業廃棄物処分業の許可を取得し、平成26年４月に事業を開始いたしました。

・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㈱金山商店は順調に推移しました。平成25年４月に連結子

会社化した㈱アースアプレイザル、平成25年12月に連結子会社化した東北交易㈱については、収益構造・設備の改善に

取り組んでおります。

② 次期の見通し

　当社は、廃棄物のリサイクルを中核とする『環境に関する統合型企業の形成』を目指しており、『事業領域の拡充』

『事業地域の拡充』『技術力の向上』に努めております。

　グループをあげて対応した平成23年東日本大震災発生に伴う災害廃棄物処理は、国の目標としていた平成26年３月に

むけ余裕をもって終了し、一定の評価を頂きました。しかし、今後法規制強化が見込まれる市場環境にこれまで以上に

迅速に対応すること、また、成長分野と目されるリサイクル市場において新たな事業の創出を図り、さらには海外への

事業展開を通してグローバル企業へと成長戦略を描いていくためには、引き続きグループ内外での連携を強化し、同時

にＭ＆Ａ・協業による機能補完の必要性についても強く認識しております。

　他方、今後本格化する国土強靭化・2020年の東京オリンピックに向けた都市の再構築（災害に強く安心・安全なまち

づくり）・インフラ整備等は、その効果と規模に大きな期待が寄せられており、市場環境は、当社グループにとって追い

風であることに間違いありません。こうしたビジネスチャンスを具体的に収益化させ、市場の拡大に呼応しながら積極

的に事業に取り組んでまいります。

　次期連結会計年度につきましては、過去２年度に渡って大きな売上寄与となった災害廃棄物処理再資源化事業が一巡
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したことに加え、外注費を含む燃料費・人件費等の高騰を見込んでおり、連結売上高は25,000百万円（前連結会計年度

比0.4％増）、営業利益は2,600百万円（同19.7％減）、経常利益は2,450百万円（同20.2％減）、当期純利益は1,310百万円

（同18.2％減）を予想しております。今後、上記でご説明した方針に基づき、さまざまな取り組みをより加速させ、着実

に業績を積み上げてまいります。

　なお、次期の見通しにつきましては、今回子会社化を決定した富士車輌株式会社の業績を織り込んでおりません（平

成26年５月15日開示『富士車輌株式会社の株式取得（子会社化）に関するお知らせ』参照）。本件が連結業績に与える影

響が確定次第、改めて業績予想の修正を行う予定です。

（２）財政状態に関する分析

① 資産、負債及び純資産の状況

当連結会計年度末における総資産は36,879百万円となり2,071百万円増加しました。流動資産は12,977百万円とな

り、前連結会計年度末に比べ1,593百万円増加しました。これは現金及び預金が2,354百万円増加したことなどによ

ります。固定資産は23,412百万円となり、前連結会計年度末に比べ361百万円増加しました。これは建設仮勘定が

496百万円増加したことなどによります。

負債合計は15,420百万円となり前連結会計年度末に比べ4,106百万円減少しました。流動負債は7,963百万円とな

り、前連結会計年度末に比べ3,188百万円減少しました。これは1年内返済予定の長期借入金が817百万円、1年内償

還予定の社債が422百万円、リース債務が804百万円並びに未払法人税等が687百万円減少したことなどによります。

固定負債は7,457百万円となり、前連結会計年度末に比べ917百万円減少しました。これは長期借入金が1,292百万円

減少したことなどによります。

純資産は21,458百万円となり前連結会計年度末に比べ6,177百万円増加しました。これは資本金が2,050百万円、

資本剰余金が2,487百万円、及び利益剰余金が1,360百万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7,500百万円（前連結会計年度比45.7％増）となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は3,382百万円（前連結会計年度比16.3％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3,092百万円、減価償却費1,960百万円、売上債権の減少額1,248百万

円であり、支出の主な内訳は、法人税等の支払額1,996百万円であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は1,631百万円（前連結会計年度比45.3％減）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1,658百万円であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果得られた資金は600百万円（前連結会計年度は1,026百万円の支出）となりました。

　収入の主な内訳は、株式の発行による収入4,077百万円、長期借入れによる収入1,956百万円であり、支出の主な

内訳は、長期借入金の返済による支出4,253百万円、リース債務の返済による支出1,027百万円であります。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成22年3月期 平成23年3月期 平成24年3月期 平成25年3月期 平成26年3月期

自己資本比率（％） 34.6 40.7 40.6 42.6 56.7

時価ベースの自己資本比率
（％）

24.0 29.6 41.5 59.8 60.4

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率(年）

6.5 8.2 5.6 3.7 3.5

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

6.8 5.9 10.0 16.7 18.9

　 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。
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　 （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。

（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最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。

　当社の剰余金の配当は、第２四半期配当及び期末配当の年２回を基本的な方針としており、当社は第２四半期配当を

行うことができる旨を定款に定めております。配当の決定機関は、第２四半期配当は取締役会、期末配当は株主総会で

あります。

　以上の基本方針を踏まえ、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５円とし、第38期定時株主総会にご提案申し上げる予定でございます。

　また、次期の１株当たりの配当金は、当期と同額の年間10円（第２四半期末５円、期末５円）を予定しております。
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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。

　

（注）㈱グリーンアローズ関東は、平成26年４月１日に開業いたしました。
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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(東証上場会社情報サービス))

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25年３月31日)

当連結会計年度
(平成26年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,614 7,968

受取手形及び売掛金 4,823 3,674

商品及び製品 10 8

仕掛品 39 46

原材料及び貯蔵品 257 262

繰延税金資産 280 207

未収入金 176 189

立替金 2 380

その他 194 252

貸倒引当金 △15 △13

流動資産合計 11,383 12,977

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 10,769 11,205

減価償却累計額 △4,808 △5,111

建物及び構築物（純額） 5,961 6,094

機械装置及び運搬具 8,574 9,657

減価償却累計額 △6,251 △6,878

機械装置及び運搬具（純額） 2,323 2,778

工具、器具及び備品 922 936

減価償却累計額 △759 △784

工具、器具及び備品（純額） 162 151

最終処分場 5,315 5,384

減価償却累計額 △3,587 △4,192

最終処分場（純額） 1,727 1,192

土地 9,341 9,408

リース資産 2,334 1,004

減価償却累計額 △1,253 △240

リース資産（純額） 1,081 763

建設仮勘定 98 595

有形固定資産合計 20,697 20,983

無形固定資産

のれん 731 640

その他 75 118

無形固定資産合計 806 758

投資その他の資産

投資有価証券 196 267

退職給付に係る資産 － 127

繰延税金資産 243 240

差入保証金 319 267

その他 818 829

貸倒引当金 △31 △62

投資その他の資産合計 1,546 1,670

固定資産合計 23,050 23,412
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当連結会計年度
(平成26年３月31日)

繰延資産

開業費 374 490

繰延資産合計 374 490

資産合計 34,808 36,879

負債の部

流動負債

買掛金 853 740

短期借入金 1,952 1,885

1年内返済予定の長期借入金 3,802 2,985

1年内償還予定の社債 700 278

リース債務 970 165

未払金 928 732

未払費用 422 421

未払法人税等 1,209 522

和解費用引当金 41 －

その他 272 234

流動負債合計 11,152 7,963

固定負債

社債 150 272

長期借入金 6,700 5,408

リース債務 181 583

繰延税金負債 293 284

退職給付引当金 171 －

退職給付に係る負債 － 139

資産除去債務 416 423

その他 461 345

固定負債合計 8,374 7,457

負債合計 19,526 15,420

純資産の部

株主資本

資本金 4,189 6,240

資本剰余金 4,434 6,922

利益剰余金 6,390 7,750

自己株式 △207 △82

株主資本合計 14,807 20,830

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 34 67

その他の包括利益累計額合計 34 67

少数株主持分 439 561

純資産合計 15,281 21,458

負債純資産合計 34,808 36,879
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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24年４月１日
　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

売上高 24,231 24,890

売上原価 17,601 18,358

売上総利益 6,629 6,532

販売費及び一般管理費

役員報酬 332 398

給料及び手当 1,166 1,278

退職給付費用 17 11

貸倒引当金繰入額 15 7

のれん償却額 200 219

その他 1,210 1,377

販売費及び一般管理費合計 2,942 3,293

営業利益 3,686 3,239

営業外収益

受取利息 1 1

受取配当金 1 2

受取賃貸料 18 13

受取保険金 6 7

債務取崩益 6 4

持分法による投資利益 49 10

雑収入 34 26

営業外収益合計 117 64

営業外費用

支払利息 241 178

株式交付費 － 24

支払手数料 13 3

雑損失 53 27

営業外費用合計 308 234

経常利益 3,496 3,069

特別利益

固定資産売却益 96 55

負ののれん発生益 68 －

持分変動利益 － 0

特別利益合計 165 56

特別損失

固定資産売却損 23 0

段階取得に係る差損 － 12

減損損失 1 6

災害義援金 10 －

和解費用引当金繰入額 41 －

和解金 － 14

特別損失合計 76 33

税金等調整前当期純利益 3,585 3,092

法人税、住民税及び事業税 1,680 1,266

法人税等調整額 △258 115

法人税等合計 1,421 1,382

少数株主損益調整前当期純利益 2,163 1,709

少数株主利益 90 108

当期純利益 2,072 1,601
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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24年４月１日
　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 2,163 1,709

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △20 31

持分法適用会社に対する持分相当額 2 1

その他の包括利益合計 △18 32

包括利益 2,144 1,742

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 2,053 1,633

少数株主に係る包括利益 90 108
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（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 4,139 4,303 4,441 △307 12,576

当期変動額 　 　 　 　 　

新株の発行 49 49 　 　 99

剰余金の配当 　 　 △124 　 △124

当期純利益 　 　 2,072 　 2,072

自己株式の取得 　 　 　 △0 △0

自己株式の処分 　 82 　 100 183

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)
　 　 　 　 　

当期変動額合計 49 131 1,948 100 2,230

当期末残高 4,189 4,434 6,390 △207 14,807

　

その他の包括利益累計額

少数株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 53 53 366 12,996

当期変動額 　 　 　 　

新株の発行 　 　 　 99

剰余金の配当 　 　 　 △124

当期純利益 　 　 　 2,072

自己株式の取得 　 　 　 △0

自己株式の処分 　 　 　 183

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)
△18 △18 73 54

当期変動額合計 △18 △18 73 2,284

当期末残高 34 34 439 15,281
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当連結会計年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 4,189 4,434 6,390 △207 14,807

当期変動額 　 　 　 　 　

新株の発行 2,050 2,050 　 　 4,101

剰余金の配当 　 　 △241 　 △241

当期純利益 　 　 1,601 　 1,601

自己株式の取得 　 　 　 △1 △1

自己株式の処分 　 437 　 125 563

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)
　 　 　 　 　

当期変動額合計 2,050 2,487 1,360 124 6,023

当期末残高 6,240 6,922 7,750 △82 20,830

　

その他の包括利益累計額

少数株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 34 34 439 15,281

当期変動額 　 　 　 　

新株の発行 　 　 　 4,101

剰余金の配当 　 　 　 △241

当期純利益 　 　 　 1,601

自己株式の取得 　 　 　 △1

自己株式の処分 　 　 　 563

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)
32 32 121 153

当期変動額合計 32 32 121 6,177

当期末残高 67 67 561 21,458
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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24年４月１日
　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
　至 平成26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 3,585 3,092

減価償却費 2,443 1,960

のれん償却額 200 219

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 △4

退職給付引当金の増減額（△は減少） 26 △171

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） － 139

受取利息及び受取配当金 △3 △3

支払利息 241 178

支払手数料 13 3

固定資産売却損益（△は益） △72 △55

売上債権の増減額（△は増加） △1,269 1,248

たな卸資産の増減額（△は増加） 12 5

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） － △127

仕入債務の増減額（△は減少） 239 △258

繰延資産の増減額（△は増加） △14 △115

未払金の増減額（△は減少） 140 △244

未払消費税等の増減額（△は減少） 89 △92

その他 △128 △217

小計 5,502 5,555

利息及び配当金の受取額 3 5

利息の支払額 △249 △181

法人税等の支払額 △1,215 △1,996

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,039 3,382

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 △468 △234

短期貸付金の回収による収入 68 212

定期預金の預入による支出 △8 △9

定期預金の払戻による収入 11 8

投資有価証券の取得による支出 △4 △11

投資有価証券の売却による収入 － 1

有形固定資産の取得による支出 △2,890 △1,658

有形固定資産の売却による収入 552 111

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による収入

17 7

その他 △261 △59

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,982 △1,631
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(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 平成24年４月１日
　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少） 646 △67

長期借入れによる収入 2,961 1,956

長期借入金の返済による支出 △3,613 △4,253

長期未払金の返済による支出 △110 △88

社債の発行による収入 － 395

社債の償還による支出 △90 △700

株式の発行による収入 99 4,077

自己株式の売却による収入 183 562

自己株式の取得による支出 △0 －

配当金の支払額 △123 △240

少数株主への配当金の支払額 △17 △29

リース債務の返済による支出 △951 △1,027

その他 △10 15

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,026 600

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 30 2,352

現金及び現金同等物の期首残高 5,118 5,148

現金及び現金同等物の期末残高 5,148 7,500
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（５）連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

　該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【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。

したがって、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最終処分場の運営

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、管理型最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24年４月１日 至 平成25年３月31日）

（単位：百万円）

報告セグメント
その他
(注)

合計
㈱ 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

売上高

外部顧客への売上高 16,144 3,963 1,070 707 713 22,599 1,632 24,231

セグメント間の内部
売上高又は振替高

235 8 － 221 29 495 540 1,035

計 16,380 3,972 1,070 928 742 23,094 2,172 25,266

セグメント利益 2,079 586 444 357 262 3,730 161 3,891

セグメント資産 26,161 5,706 2,149 841 682 35,541 3,704 39,246

セグメント負債 13,617 3,918 931 174 100 18,741 2,455 21,197

その他の項目

減価償却費 1,820 249 164 49 23 2,306 104 2,411

持分法適用会社への
投資額

290 － － － － 290 － 290

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

4,092 79 107 44 49 4,373 125 4,499

（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㈱、諏訪重機運輸㈱、橋本建
材興業㈲、㈱金山商店、㈱タケエイエナジー＆パーク、㈱タケエイパークゴルフマネジメント、㈲野口木材起
業、㈱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おります。なお、諏訪重機運輸㈱は、平成24年
７月１日付で㈲野口木材起業を吸収合併し、泰武興運㈱は、平成24年11月15日付で㈱タケエイエナジー＆パーク
に社名を変更しております。

　

当連結会計年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日）

（単位：百万円）

報告セグメント
その他
(注)

合計
㈱ 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

売上高

外部顧客への売上高 14,389 4,361 1,303 752 529 21,337 3,553 24,890

セグメント間の内部
売上高又は振替高

297 5 63 218 91 675 442 1,118

計 14,686 4,366 1,366 971 621 22,012 3,996 26,009

セグメント利益 1,374 630 600 386 95 3,087 373 3,460

セグメント資産 27,064 5,646 2,499 993 687 36,892 6,063 42,955

セグメント負債 9,139 3,548 1,000 152 77 13,919 4,333 18,252

その他の項目

減価償却費 1,225 234 244 44 23 1,772 140 1,913

持分法適用会社への
投資額

279 － － － － 279 － 279

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

853 178 151 61 63 1,308 1,183 2,492

（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㈱、諏訪重機運輸㈱、橋本建
材興業㈲、㈱金山商店、㈱アースアプレイザル、東北交易㈱、㈱タケエイエナジー＆パーク、㈱門前クリーンパ
ーク、㈱グリーンアローズ関東及び㈱津軽バイオマスエナジーを含んでおります。なお、㈱タケエイエナジー＆
パークは、平成25年４月１日付で㈱タケエイパークゴルフマネジメントを吸収合併しております。
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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 23,094 22,012

「その他」の区分の売上高 2,172 3,996

セグメント間取引消去 △1,035 △1,118

連結財務諸表の売上高 24,231 24,890

（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 3,730 3,087

「その他」の区分の利益 161 373

セグメント間取引消去 31 42

のれんの償却額 △200 △219

その他の調整額 △35 △44

連結財務諸表の営業利益 3,686 3,239

（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 35,541 36,892

「その他」の区分の資産 3,704 6,063

セグメント間取引消去 △4,515 △6,074

連結時の評価替額 106 86

その他の調整額 △28 △88

連結財務諸表の資産合計 34,808 36,879

（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 18,741 13,919

「その他」の区分の負債 2,455 4,333

セグメント間取引消去 △1,666 △2,829

連結時の評価替額 5 △2

その他の調整額 △10 △0

連結財務諸表の負債合計 19,526 15,420

（単位：百万円）

その他の項目
報告セグメント計 その他 調整額

連結財務諸表
計上額

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 2,306 1,772 104 140 31 46 2,443 1,960

持分法適用会社への
投資額

290 279 － － 48 58 338 338

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

4,373 1,308 125 1,183 － △92 4,499 2,400
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【関連情報】

前連結会計年度（自 平成24年４月１日 至 平成25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 18,218 3,090 2,921 24,231

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

（単位：百万円）

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

大林・戸田・鴻池・東洋・橋本・
深松・春山 特定業務共同企業体

3,841 ㈱タケエイ

当連結会計年度（自 平成25年４月１日 至 平成26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 17,848 2,940 4,101 24,890

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、記載を省略してお

ります。
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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24年４月１日 至 平成25年３月31日）

（単位：百万円）

報告セグメント
その他 全社・消去 合計

㈱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

減損損失 1 － － － － 1 － － 1

当連結会計年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日）

（単位：百万円）

報告セグメント
その他
(注)

全社・消去 合計
㈱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

減損損失 － － － － － － 6 － 6

（注）「その他」の区分は、諏訪重機運輸㈱に係るものであります。

【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24年４月１日 至 平成25年３月31日）

（単位：百万円）

報告セグメント
その他
(注)

全社・消去 合計
㈱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

当期償却
額

－ 9 90 － 82 182 18 － 200

当期末残
高

－ 124 90 － 410 624 106 － 731

（注）「その他」の区分は、環境保全㈱、橋本建材興業㈲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25年４月１日 至 平成26年３月31日）

（単位：百万円）

報告セグメント
その他
(注)

全社・消去 合計
㈱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

当期償却
額

－ 9 90 － 82 182 37 － 219

当期末残
高

－ 114 － － 328 442 197 － 640

（注）「その他」の区分は、環境保全㈱、橋本建材興業㈲、㈱アースアプレイザル、東北交易㈱、㈱門前クリーンパー

ク及び㈱津軽バイオマスエナジー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24年４月１日 至 平成25年３月31日）

（単位：百万円）

報告セグメント
その他 全社・消去 合計

㈱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

負ののれ
ん発生益

－ － － － － － 68 － 68

負ののれん発生益を認識する要因となった事象の概要

その他：当社が、平成25年１月１日をみなし取得日として㈱金山商店の株式を取得したことにより認識いたしまし

た。

当連結会計年度（自 平成25年４月１日 至 平成26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24年４月１日
至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

１株当たり純資産額 779円03銭 910円04銭

１株当たり当期純利益金額 110円57銭 75円74銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 107円43銭 73円20銭

　(注) １．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のと

　 おりであります。

項目
前連結会計年度

(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

１株当たり当期純利益金額

当期純利益(百万円) 2,072 1,601

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) 2,072 1,601

普通株式の期中平均株式数(株) 18,743,676 21,142,133

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

当期純利益調整額(百万円) － －

普通株式増加数(株) 547,728 734,854

第１回新株予約権(株) (188,652) (129,961)

第２回新株予約権(株) (359,076) (604,893)

(注) 当社は、平成25年７月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年
　 度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当
　 期純利益金額を算定しております。

　 ２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度

(平成25年３月31日)
当連結会計年度

(平成26年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 15,281 21,458

純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) 439 561

(うち少数株主持分)(百万円) (439) (561)

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 14,842 20,897

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通
株式の数(株)

19,051,941 22,963,551

(注) 当社は、平成25年７月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年
　 度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり純資産額を算定しております。

(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25年３月31日)

当事業年度
(平成26年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,212 5,300

受取手形 20 16

売掛金 3,604 2,512

仕掛品 12 29

原材料及び貯蔵品 133 141

前渡金 0 6

前払費用 126 127

短期貸付金 769 1,765

未収入金 105 112

繰延税金資産 137 58

その他 2 2

貸倒引当金 △11 △11

流動資産合計 9,114 10,063

固定資産

有形固定資産

建物 3,032 2,836

構築物 232 196

機械及び装置 982 1,413

車両運搬具 103 136

工具、器具及び備品 119 109

最終処分場 894 536

土地 5,877 5,524

リース資産 1,035 108

建設仮勘定 15 97

有形固定資産合計 12,292 10,959

無形固定資産

ソフトウエア 25 70

その他 18 4

無形固定資産合計 43 75

投資その他の資産

投資有価証券 192 250

関係会社株式 3,916 4,160

出資金 2 2

関係会社長期貸付金 － 230

破産更生債権等 20 22

長期前払費用 8 5

繰延税金資産 240 176

投資不動産 － 766

その他 349 374

貸倒引当金 △20 △23

投資その他の資産合計 4,711 5,966

固定資産合計 17,047 17,001

資産合計 26,161 27,064
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成25年３月31日)

当事業年度
(平成26年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 554 496

短期借入金 450 450

1年内返済予定の長期借入金 2,729 2,321

1年内償還予定の社債 700 128

リース債務 939 49

未払金 693 428

未払費用 325 315

未払法人税等 802 －

未払消費税等 99 69

前受金 47 50

預り金 21 21

和解費用引当金 41 －

流動負債合計 7,404 4,331

固定負債

社債 － 272

長期借入金 5,649 4,210

リース債務 163 10

長期未払金 209 118

退職給付引当金 52 55

資産除去債務 138 140

固定負債合計 6,212 4,807

負債合計 13,617 9,139

純資産の部

株主資本

資本金 4,189 6,240

資本剰余金

資本準備金 4,132 6,183

その他資本剰余金 84 521

資本剰余金合計 4,216 6,704

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 52 62

別途積立金 500 500

繰越利益剰余金 3,759 4,434

その他利益剰余金合計 4,311 4,997

利益剰余金合計 4,312 4,998

自己株式 △207 △81

株主資本合計 12,511 17,862

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 32 63

評価・換算差額等合計 32 63

純資産合計 12,544 17,925

負債純資産合計 26,161 27,064
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（２）損益計算書

(単位：百万円)
前事業年度

(自 平成24年４月１日
　至 平成25年３月31日)

当事業年度
(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

売上高 16,380 14,686

売上原価 12,398 11,367

売上総利益 3,981 3,319

販売費及び一般管理費 1,901 1,945

営業利益 2,079 1,374

営業外収益

受取利息 7 11

受取配当金 143 206

受取賃貸料 3 8

業務受託料 25 25

受取保険金 1 3

債務取崩益 6 4

雑収入 17 23

営業外収益合計 206 284

営業外費用

支払利息 164 119

社債利息 7 5

株式交付費 － 24

支払手数料 11 1

株式公開費用 27 －

賃貸費用 － 2

雑損失 11 12

営業外費用合計 222 166

経常利益 2,063 1,492

特別利益

固定資産売却益 40 20

特別利益合計 40 20

特別損失

固定資産売却損 13 0

減損損失 1 －

災害義援金 10 －

和解費用引当金繰入額 41 －

和解金 － 13

特別損失合計 66 14

税引前当期純利益 2,037 1,499

法人税、住民税及び事業税 995 445

法人税等調整額 △199 127

法人税等合計 796 572

当期純利益 1,241 926
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（３）株主資本等変動計算書

前事業年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日)

(単位：百万円)

　

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

当期首残高 4,139 4,083 1 4,084

当期変動額 　 　 　 　

新株の発行 49 49 　 49

剰余金の配当 　 　 　 　

当期純利益 　 　 　 　

特定災害防止準備金

の積立
　 　 　 　

自己株式の取得 　 　 　 　

自己株式の処分 　 　 82 82

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)
　 　 　 　

当期変動額合計 49 49 82 131

当期末残高 4,189 4,132 84 4,216

　

株主資本

利益剰余金

利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金合計
特定災害防止準備金 別途積立金 繰越利益剰余金

当期首残高 1 42 500 2,652 3,195

当期変動額 　 　 　 　 　

新株の発行 　 　 　 　 　

剰余金の配当 　 　 　 △124 △124

当期純利益 　 　 　 1,241 1,241

特定災害防止準備金

の積立
　 10 　 △10 －

自己株式の取得 　 　 　 　 　

自己株式の処分 　 　 　 　 　

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)
　 　 　 　 　

当期変動額合計 － 10 － 1,106 1,117

当期末残高 1 52 500 3,759 4,312
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(単位：百万円)

　

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △307 11,112 53 53 11,166

当期変動額 　 　 　 　 　

新株の発行 　 99 　 　 99

剰余金の配当 　 △124 　 　 △124

当期純利益 　 1,241 　 　 1,241

特定災害防止準備金

の積立
　 － 　 　 －

自己株式の取得 △0 △0 　 　 △0

自己株式の処分 100 183 　 　 183

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)
　 　 △21 △21 △21

当期変動額合計 100 1,399 △21 △21 1,378

当期末残高 △207 12,511 32 32 12,544
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当事業年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日)

(単位：百万円)

　

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

当期首残高 4,189 4,132 84 4,216

当期変動額 　 　 　 　

新株の発行 2,050 2,050 　 2,050

剰余金の配当 　 　 　 　

当期純利益 　 　 　 　

特定災害防止準備金

の積立
　 　 　 　

自己株式の処分 　 　 437 437

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)
　 　 　 　

当期変動額合計 2,050 2,050 437 2,487

当期末残高 6,240 6,183 521 6,704

　

株主資本

利益剰余金

利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金合計
特定災害防止準備金 別途積立金 繰越利益剰余金

当期首残高 1 52 500 3,759 4,312

当期変動額 　 　 　 　 　

新株の発行 　 　 　 　 　

剰余金の配当 　 　 　 △241 △241

当期純利益 　 　 　 926 926

特定災害防止準備金

の積立
　 10 　 △10 －

自己株式の処分 　 　 　 　 　

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)
　 　 　 　 　

当期変動額合計 － 10 － 675 685

当期末残高 1 62 500 4,434 4,998
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(単位：百万円)

　

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △207 12,511 32 32 12,544

当期変動額 　 　 　 　 　

新株の発行 　 4,101 　 　 4,101

剰余金の配当 　 △241 　 　 △241

当期純利益 　 926 　 　 926

特定災害防止準備金

の積立
　 － 　 　 －

自己株式の処分 125 563 　 　 563

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)
　 　 31 31 31

当期変動額合計 125 5,350 31 31 5,381

当期末残高 △81 17,862 63 63 17,925
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６．その他

役員の異動

　役員の異動につきましては、開示すべき事項が発生した際に適時適切に開示いたします。
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