
環境を守ることは 未来を守ること。

株式会社タケエイ（東1: 2151）

平成30年3月期 （2018年3月期）

第3四半期決算 補足資料

横須賀バイオマスエネジー（建設中） 北陸環境サービス新 終処分場（建設中）
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単位：百万円

H28/12 (2016/12) H29/12 (2017/12)

＜実績＞ ＜実績＞

売上高比 売上高比 前同比

売上高 19,634 100.0% 22,631 100.0% +15.3%

営業利益 1,423 7.2% 1,813 8.0% +27.4%

経常利益 1,322 6.7% 1,734 7.7% +31.2%
税金等調整前

四半期純利益 1,382 7.0% 1,737 7.7% +25.7%

四半期純利益◆ 626 3.2% 1,012 4.5% +61.5%

◆親会社株主に帰属する四半期純利益　　※百万円未満切捨て

主な変動要因

・廃棄物処理・リサイクル関連事業
設備の不具合や天候不順による一時的な落ち込みはあったものの、
建設業界の良好な受注を背景に好調に推移

・再生可能エネルギー事業
稼働中の２発電所において、効率的・安定的な稼働を徹底することで
計画以上の業績寄与

当第3四半期決算の概況及び決算見通し（連結）

※前同比＝前年同期比＜累計＞

＜四半期＞

単位：百万円

第1四半期 第2四半期 第3四半期

＜実績＞ ＜実績＞ ＜実績＞

売上高比 前同比 売上高比 前同比 売上高比 前同比

売上高 7,099 100.0% +15.7% 7,600 100.0% +16.4% 7,930 100.0% +13.8%

営業利益 552 7.8% +134.0% 532 7.0% +27.2% 729 9.2% -5.1%

経常利益 510 7.2% +143.9% 489 6.4% +32.4% 734 9.3% -1.2%
税金等調整前

四半期純利益 520 7.3% +143.3% 498 6.6% +28.7% 719 9.1% -8.0%

四半期純利益 ◆ 286 4.0% +273.9% 244 3.2% +34.9% 482 6.1% +30.6%

◆親会社株主に帰属する四半期純利益　　※百万円未満切捨て

3

市場環境

＜建設工事受注動態統計＞＜新設住宅着工戸数＞ （出所：国土交通省）
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直近３事業年度における四半期決算比較（連結）

平成28年3月期 平成29年3月期

直近３事業年度における第３四半期決算累計では売上高及び営業利益ともに 高

平成30年3月期
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事業カテゴリー別売上高及び営業利益（連結）

（注）１： 各カテゴリー別の数値は、グループ各社の連結消去前売上高、営業利益を単純合算
（注）２： 事業カテゴリーのうち、環境エンジニアリング事業は富士車輌㈱

単位：百万円 

H28.12 H29.12 H28.12 H29.12 H28.12 H29.12

(2016/12) (2017/12) 前同比(YoY) (2016/12) (2017/12) 前同比(YoY) (2016/12) (2017/12)

連結 19,634 22,631 +15.3% 1,423 1,813 +27.4% 7.2% 8.0% 

㈱タケエイ（単体） 10,365 10,973 +5.9% 881 646 -26.6% 8.5% 5.9% 

<マテリアル&ランドフィル事業> 5,120 5,756 +12.4% 696 966 +38.7% 13.6% 16.8% 

<再生可能エネルギー事業> 1,768 3,301 +86.7% -8 108 - - 3.3% 

<環境エンジニアリング事業> 2,521 3,174 +25.9% -118 54 - - 1.7% 

<環境コンサルティング事業> 779 893 +14.6% 84 145 +71.7% 10.8% 16.2% 

連結消去等 -918 -1,466 -112 -105
※百万円未満 四捨五入 (連結数値のみ切捨て）

売上高 営業利益  営業利益率

事業カテゴリー
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グループ各社の売上／営業利益（率）＜累計＞ 
単位：百万円 

売上高 営業利益  営業利益率

H28.12 H29.12 H28.12 H29.12 H28.12 H29.12

会社名 (2016/12) (2017/12) 前同比 (2016/12) (2017/12) 前同比 (2016/12) (2017/12) 主な業務

連結 19,634 22,631 +15.3% 1,423 1,814 +27.4% 7.2% 8.0% 

<廃棄物処理・リサイ クル事業：建設廃棄物処理>

㈱タケエイ 10,365 10,973 +5.9% 881 646 -26.6% 8.5% 5.9% 
建設廃棄物等の収集運搬・中間処理・リサイク

ル・最終処分
<廃棄物処理・リサイ クル事業：マテリアル>

㈱池田商店 480 519 +8.1% 108 125 +16.0% 22.4% 24.1% 
再生骨材・再生砕石への再資源化

(H20/4　子会社化)

㈱ギプロ 588 670 +13.8% 211 249 +17.6% 35.9% 37.1% 廃石膏ボード再資源化

㈱グリーンアローズ関東 298 299 +0.4% 27 16 -41.1% 9.2% 5.4% 
廃石膏ボード再資源化

(H26/4開業)

㈱グリーンアローズ東北 89 166 +87.7% -60 -27 ― ― ―
廃石膏ボード再資源化

(H26/8設立、H27/7開業)

㈱タケエイメタル (旧㈱金山商店) 560 828 +48.0% 18 54 +202.1% 3.2% 6.6% 
鉄･非鉄スクラップのリサイクル

(H25/1 子会社化)

東北交易㈱ 273 248 -9.1% -24 16 ― ― 6.6% 
汚泥・燃えがら・ばいじん類・鉱さい等由来の再生砕石 製

造（リサイクル）(H25/12 子会社化)

イコールゼロ㈱ 1,077 1,147 +6.6% 110 102 -7.7% 10.3% 8.9% 
廃液処理・有害産業廃棄物処理・リサイクル

(H27/9 子会社化)
<廃棄物処理・リサイ クル事業：ラ ンドフィル>

㈱北陸環境サービス 1,030 1,187 +15.3% 374 494 +31.9% 36.3% 41.6% 
管理型最終処分場の運営、廃プラ リサイクル

(H21/3　子会社化)

㈱信州タケエイ (旧 諏訪重機運輸㈱) 725 691 -4.7% -52 -45 ― ― ―
産業廃棄物・一般廃棄物の収集運搬・中間処

理・リサイクル、解体等 (H23/7 子会社化)

㈱門前クリーンパーク ― ― ― -17 -19 ― ― ― <事業準備会社>管理型最終処分場

<再生可能エネルギー事業>

㈱T・Vエナジーホールディングス ― ― ― -0.3 -0.2 ― ― ―
 再生可能エネルギー事業への投融資・運営

(H26/12設立)

㈱津軽バイオマスエナジー 1,096 1,097 +0.2% 58 64 +9.9% 5.3% 5.8% 
木質バイオマス発電

(H25/4設立、H27/12売電開始)

㈱花巻バイオマスエナジー ― 1,089 ― -49 112 ― ― 10.3% 
木質バイオマス発電

(H26/10設立、H29/2売電開始)

㈱田村バイオマスエナジー ― ― ― -23 -24 ― ― ―
<事業準備会社>木質バイオマス発電

(H28/2設立)

㈱横須賀バイオマスエナジー ― ― ― -2 -11 ― ― ―
<事業準備会社>木質バイオマス発電

(H28/4設立)

秋田グリーン電力㈱ ― ― ― ― -1.2 ― ― ―
<事業準備会社>木質バイオマス発電

(H29/1子会社化)

花巻バイオチップ㈱ ― 428 ― -40 -15 ― ― ―
木質バイオマス発電用燃料の製造・供給

(H27/2設立、H29/2本稼働)

㈱津軽あっぷるパワー 89 94 +5.5% 3 9 +261.7% 2.9% 9.9% 
小売電気事業

(H27/7設立、H27/12営業開始)

㈱花巻銀河パワー 7 58 +793.0% -2 10 ― ― 17.9% 
小売電気事業

(H27/7設立、H28/4営業開始)

㈱タケエイグリーンリサイクル (旧㈱富

士リバース) 498 452 -9.3% 41 -51 ― 8.2% ―
生木等の再生資源化･再生エネルギー原燃料

化 (H26/10 子会社化)

㈱タケエイエナジー＆パーク 80 82 +3.3% 7 14 +88.2% 9.4% 17.0% 
パークゴルフ場運営(H21/9開業)、太陽光発電

(Ｈ26/4開業)、派遣業務(Ｈ25/3撤退)
<環境エンジニアリング事業>

富士車輌㈱ 2,521 3,174 +25.9% -118 54 ― ― 1.7% 
環境プラント・車輌等の開発・製造・販売

(H26/6 子会社化)
<環境コンサルティング事業>

環境保全㈱ 444 491 +10.6% 39 56 +45.4% 8.7% 11.5% 
環境計量証明事業

(H20/10 子会社化)

㈱アースアプレイザル 336 402 +19.8% 46 89 +94.1% 13.6% 22.1% 
環境コンサルティング

(H25/4 子会社化)

消去 -918 -1,466 -112 -105
※百万円未満 四捨五入
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事業カテゴリー別売上構成比（連結）

（注）１： 各カテゴリー別の数値は、グループ各社の連結消去前売上高を単純合算
（注）２： 事業カテゴリーのうち、環境エンジニアリング事業は富士車輌㈱

平成27年12月期 平成28年12月期 平成29年12月期

売上高20,837百万円 売上高19,634百万円 売上高22,631百万円
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事業カテゴリー別営業利益構成比（連結）

（注）１： 各カテゴリー別の数値は、グループ各社の連結消去前営業利益を単純合算
（注）２： 事業カテゴリーのうち、環境エンジニアリング事業は富士車輌㈱
（注）３： 営業赤字カテゴリー（平成27年12月期の再生可能エネルギー事業、平成28年12月期の環境エンジニアリング事業及び再生可能エネルギー事業）

については除外

平成27年12月期 平成28年12月期 平成29年12月期

営業利益1,439百万円 営業利益1,423百万円 営業利益1,813百万円

㈱タケエイ
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連結消去仕訳

前期 3Q

H28/12

19,634

H29/12

22,631

㈱タケエイ

＋608

マテリアル /
ランドフィル

＋636

再生可能
エネルギー

＋1,532

富士車輌㈱

＋653

コンサルティング

＋113

‐548

事業カテゴリー別売上高 増減分析（連結）

単位：百万円
（百万円未満切捨て）

増加要因

減少要因

当期 3Q

〇㈱タケエイ、マテリアル /ランドフィル：一部秋以降の減少はあるものの、受注は堅調に推移

〇再生可能エネルギー： 本格操業期を迎えた花巻バイオマス発電所が安定稼働

津軽・花巻の２発電所が定期修繕などを短期で実施

〇富士車輌 ㈱：堅調な受注が継続

＋2,996

（注）１： 各カテゴリー別の数値は、グループ各社の連結消去前売上高の増減を単純合算

花巻バイオチップ㈱ -428

10

〇㈱タケエイ ：夏場の設備不調等による操業低下は解消傾向にあるものの、期初からの費用の増加と

相馬事業所取得に伴う人件費、物件費等の増加により減益

〇マテリアル/ランドフィル ： 高収益のスポット案件の獲得や選別受注等の工夫により増益

〇再生可能エネルギー ： 含水率の調整等きめ細かな管理により効率的・安定的な発電を行った

〇富士車輌㈱ ： 売上げ増に伴う工場操業度向上と増益

事業カテゴリー別営業利益 増減分析（連結）

増加要因

減少要因

百万円
（百万円未満切捨て）

富士車輌㈱

前期 3Q

H28/12

1,423

1,813

‐234

マテリアル／

ランドフィル

+269

再生可能
エネルギー

+115

+172

コンサルティング

+60
連結消去仕訳

+6

＋390

H29/12

当期 3Q

（注）１： 各カテゴリー別の数値は、グループ各社の連結消去前営業利益の増減を単純合算

㈱タケエイ
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損益動向（連結） 
　　 単位：百万円

H29.12 (2017/12)

※前年同期増減 第1四半期 (1Q) 第2四半期 (2Q) 第3四半期 (3Q)

<累計> 売上高比 (増減) 前同比 <四半期> 売上高比 (増減) 前同比 <四半期> 売上高比 (増減) 前同比 <四半期> 売上高比 (増減) 前同比
% of sales %pt YoY % YoY

売上高 22,631 100.0% +15.3% 7,100 100.0% +15.7% 7,601 100.0% +16.4% 7,931 100.0% +13.8%

売上原価 16,953 74.9% (+0.5%pt) +16.1% 5,299 74.6% (-1.6%pt) +13.3% 5,758 75.8% (+0.2%pt) +16.7% 5,896 74.3% (+2.7%pt) +18.0%
(うち)

外注費 5,571 24.6% (+0.4%pt) +17.2% 1,782 25.1% (-0.2%pt) +15.0% 1,889 24.9% (+1.4%pt) +23.5% 1,900 24.0% (-0.0%pt) +13.6%

労務費 4,209 18.6% (-2.0%pt) +4.2% 1,372 19.3% (-2.3%pt) +3.5% 1,395 18.4% (-2.3%pt) +3.4% 1,441 18.2% (-1.4%pt) +5.7%

経費 8,340 36.9% (+1.8%pt) +21.3% 2,674 37.7% (+1.5%pt) +20.6% 2,739 36.0% (+1.3%pt) +20.9% 2,927 36.9% (+2.6%pt) +22.4%
（うち）

旅費交通費 395 1.7% (-0.3%pt) +0.5% 128 1.8% (-0.2%pt) +3.2% 133 1.8% (-0.3%pt) +0.1% 134 1.7% (-0.3%pt) -1.6%

燃料費 492 2.2% (-0.1%pt) +12.3% 156 2.2% (-0.1%pt) +12.6% 158 2.1% (-0.1%pt) +11.6% 177 2.2% (-0.0%pt) +12.8%

業務委託費 394 1.7% (+0.4%pt) +53.1% 131 1.8% (+0.4%pt) +52.9% 123 1.6% (+0.3%pt) +39.5% 140 1.8% (+0.6%pt) +67.8%

消耗品費 547 2.4% (+0.2%pt) +23.0% 148 2.1% (-0.3%pt) +2.8% 182 2.4% (+0.2%pt) +28.6% 217 2.7% (+0.5%pt) +36.2%

地代家賃 184 0.8% (-0.5%pt) -26.9% 62 0.9% (-0.5%pt) -25.2% 62 0.8% (-0.5%pt) -26.1% 60 0.8% (-0.5%pt) -29.4%

リース料 200 0.9% (-0.2%pt) -2.2% 76 1.1% (-0.0%pt) +11.1% 64 0.8% (-0.2%pt) -6.4% 60 0.8% (-0.2%pt) -11.5%

修繕費 740 3.3% (+0.3%pt) +29.0% 222 3.1% (+0.3%pt) +30.2% 194 2.6% (-0.3%pt) +4.2% 323 4.1% (+1.0%pt) +49.5%

電力費 303 1.3% (-0.1%pt) +8.3% 96 1.4% (-0.2%pt) +1.4% 105 1.4% (-0.0%pt) +15.7% 102 1.3% (-0.1%pt) +8.0%

減価償却費 1,740 7.7% (-0.0%pt) +14.7% 568 8.0% (-0.4%pt) +10.8% 572 7.5% (+0.0%pt) +16.5% 600 7.6% (+0.2%pt) +16.8%

商品・原材料仕入高 2,808 12.4% (+2.3%pt) +42.0% 896 12.6% (+2.7%pt) +46.6% 970 12.8% (+2.6%pt) +45.6% 942 11.9% (+1.8%pt) +34.4%

仕掛品増減高 -642 -2.8% (-0.4%pt) ― -389 -5.5% (-1.5%pt) ― -111 -1.5% (-1.4%pt) ― -142 -1.8% (+1.6%pt) ―

他勘定振替高 -124 -0.5% (+0.6%pt) ― -44 -0.6% (+0.4%pt) ― -29 -0.4% (+1.2%pt) ― -51 -0.6% (+0.3%pt) ―

有価物売上控除額（▲） -367 -1.6% (+0.1%pt) +8.3% -95 -1.3% (+0.4%pt) -11.2% -123 -1.6% (+0.2%pt) +5.1% -150 -1.9% (-0.2%pt) +29.8%

売上総利益 5,678 25.1% (-0.5%pt) +12.9% 1,801 25.4% (+1.6%pt) +23.3% 1,843 24.2% (-0.2%pt) +15.6% 2,035 25.7% (-2.7%pt) +3.0%

販売費及び一般管理費 3,864 17.1% (-1.3%pt) +7.2% 1,248 17.6% (-2.4%pt) +2.0% 1,311 17.2% (-0.8%pt) +11.4% 1,306 16.5% (-0.8%pt) +8.3%

人件費 2,353 10.3% (-0.8%pt) +6.6% 752 10.6% (-1.5%pt) +1.4% 810 10.7% (-0.5%pt) +11.2% 792 9.8% (-0.6%pt) +8.9%

その他経費 1,511 6.7% (-0.4%pt) +8.1% 496 7.0% (-0.9%pt) +2.9% 501 6.6% (-0.3%pt) +11.8% 513 6.5% (-0.4%pt) +7.3%
（うち）

のれん償却 133 0.6% (-0.1%pt) +0.0% 44 0.6% (-0.1%pt) +0.0% 44 0.6% (-0.1%pt) +0.0% 44 0.6% (-0.1%pt) -0.0%

営業利益 1,814 8.0% (+0.8%pt) +27.4% 552 7.8% (+3.9%pt) +134.0% 532 7.0% (+0.6%pt) +27.2% 729 9.2% (-1.8%pt) -5.1%

営業外収益 92 0.4% (+0.1%pt) +43.7% 27 0.4% (-0.0%pt) +8.3% 22 0.3% (+0.1%pt) +53.8% 43 0.5% (+0.2%pt) +73.1%
（うち） 持分法による投資利益 1 0.0% (+0.0%pt) ― ― ― ― ― ― ― ― ― 1 ― ― ―

営業外費用 172 0.8% (+0.0%pt) +3.9% 68 1.0% (+0.1%pt) +33.1% 65 0.9% (-0.1%pt) +2.9% 38 0.5% (-0.2%pt) -24.7%
（うち）

支払利息 116 0.5% (-0.0%pt) +8.1% 37 0.5% (-0.0%pt) +7.5% 39 0.5% (-0.0%pt) +15.7% 39 0.5% (-0.1%pt) +1.9%

持分法による投資損失 0 0.0% (-0.1%pt) ― 13 0.2% (+0.1%pt) +100.9% 4 0.1% (+0.0%pt) +104.7% -18 -0.2% (-0.3%pt) ―

経常利益 1,734 7.7% (+0.9%pt) +31.2% 511 7.2% (+3.8%pt) +143.9% 489 6.4% (+0.8%pt) +32.4% 734 9.3% (-1.4%pt) -1.2%

特別利益 48 0.2% (-1.9%pt) -88.6% 10 0.1% (-5.8%pt) -97.4% 9 0.1% (-0.2%pt) -50.4% 29 0.4% (-0.2%pt) -24.8%

特別損失 44 0.2% (-1.6%pt) -87.7% ― 0.0% (-5.8%pt) ― ― 0.0% (-0.0%pt) ― 44 0.6% (+0.6%pt) ―

税金等調整前四半期純利益 1,738 7.7% (+0.6%pt) +25.7% 520 7.3% (+3.8%pt) +143.3% 498 6.6% (+0.6%pt) +28.7% 719 9.1% (-2.1%pt) -8.0%

法人税、住民税及び事業税 582 2.6% (-0.6%pt) -5.6% 224 3.2% (+0.0%pt) +17.2% 173 2.3% (-0.5%pt) -3.2% 185 2.3% (-1.2%pt) -24.9%

法人税等調整額 91 0.4% (-0.2%pt) -16.7% -10 -0.1% (+0.8%pt) ― 39 0.5% (+0.6%pt) ― 61 0.8% (-1.7%pt) -64.3%

非支配株主に帰属する四半期純利益 52 0.2% (+0.1%pt) +70.8% 20 0.3% (+0.3%pt) +1474.5% 42 0.6% (+0.0%pt) +21.2% -10 -0.1% (-0.0%pt) ―

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,013 4.5% (+1.3%pt) +61.5% 286 4.0% (+2.8%pt) +273.9% 244 3.2% (+0.4%pt) +34.9% 482 6.1% (+0.8%pt) +30.6%
※百万円未満四捨五入

に変更 に変更
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貸借対照表の動向（資産）（連結）

＜主な増加理由＞
・㈱タケエイ 福島県相馬市の土地・建物（解体作業中）取得 約17億円
・㈱横須賀バイオマスエナジー： バイオマス発電所設置準備 約11億円
・㈱門前クリーンパーク 約5億円

＜主な増加理由＞
・富士車輌㈱ 仕掛品増加約7億円

13

貸借対照表の動向（負債及び純資産）（連結）

+300

＜主な増加理由＞
長期借入金：
・第１四半期における固定資産の取得によるもの

単位：百万円

H29/3末  (2017/3) H29/12末  (2017/12)

構成比 構成比 増減額

（負債の部）

流動負債 10,624 17.3% 10,119 16.0% -505

買掛金 1,354 2.2% 945 1.5% -409

短期借入金 1,365 2.2% 762 1.2% -603

1年内返済予定の長期借入金 5,132 8.4% 5,486 8.7% +354

未払法人税等 541 0.9% 218 0.3% -323

その他 2,230 3.6% 2,707 4.3% +477

固定負債 23,706 38.7% 25,664 40.5% +1,958

長期借入金 21,613 35.3% 23,522 37.1% +1,909

繰延税金負債 792 1.3% 828 1.3% +36

退職給付に係る負債 351 0.6% 344 0.5% -7

資産除去債務 417 0.7% 441 0.7% +24

その他 531 0.9% 526 0.8% -5

負債合計 34,330 56.1% 35,784 56.5% +1,454

(純資産の部)

株主資本 26,179 42.7% 26,629 42.0% +450

資本金 6,640 10.8% 6,640 10.5% +0

資本剰余金 7,256 11.8% 7,262 11.5% +6

利益剰余金 12,919 21.1% 13,454 21.2% +535

自己株式 -636 -1.0% -727 -1.1% -91

その他の包括利益累計額 117 0.2% 129 0.2% +12

その他有価証券評価差額金 161 0.3% 169 0.3% +8

退職給付に係る調整累計額 -43 -0.1% -39 -0.1% +4

非支配株主持分 620 1.0% 832 1.3% +212

純資産合計 26,917 43.9% 27,591 43.5% +674

負債純資産合計 61,248 100.0% 63,376 100.0% +2,128

※百万円未満切捨て
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設備投資／減価償却費／従業員数／車両台数（単体）

＜設備投資・減価償却費＞

＜従業員数・車両台数＞

※建設中の横須賀バイオマスエナジー
<主な設備投資 2018/3(計画)>

㈱タケエイ
（事業用地取得、福島県相馬市） 17億円

㈱横須賀バイオマスエナジー
（バイオマス発電設備等） 20億円 ⇒ 2019年2月 (発電能力6,950kW

㈱北陸環境サービス
（金沢市、新・管理型 終処分場） 12億円 ⇒ 2019年8月 （埋立量400,000㎥）

㈱田村バイオマスエナジー
（バイオマス発電設備等） 8億円 ⇒ 2019年7月 (発電能力6,890kW)

秋田グリーン電力㈱
（バイオマス発電設備等） 6億円 ⇒ 2018年12月（発電能力7,050kW）

<主な設備投資 2017/12 >

㈱タケエイ
（事業用地取得、福島県相馬市） 17億円

㈱横須賀バイオマスエナジー
（バイオマス発電設備等） 11億円

㈱門前クリーンパーク 4.6億円
秋田グリーン電力㈱ 3.3億円

単位：百万円

H28/4-12 H29/4-12 H29/3 H30/3 予想

(2016/4-12) (2017/4-12) (2017/3) (2018/3)

設備投資 （1-3Q期） （1-3Q期） （通期） （通期）

連結 5,340 4,804 11,547 10,500 
うち ㈱タケエイ 7,607 2,317 6,063 3,850 
減価償却費

連結 668 1,868 2,242 2,680 
うち ㈱タケエイ 1,613 761 926 1,080 
のれん償却 133 133 177 172 
※百万円未満 四捨五入

H28/12末 H29/3末 H29/12末

(2016/12) (2017/3) (2017/12)

期末従業員数　(人)

連結 1,232 1,230 1,270
うち ㈱タケエイ 605 609 624
収集運搬車両 (台) 単体 261 259 279
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今期の決算見通し（連結）

・廃棄物処理・リサイクル関連事業については年度末にかけて繁忙期が継続する見込み

・再生可能エネルギー事業については引き続き安定的に推移する見込み

＜決算見通し＞
 単位：百万円

H29/3 (2017/3) H30/3 (2018/3)

＜実績＞ ＜予想＞

売上高比 売上高比 前期比

売上高 27,973 100.0% 31,000 100.0% +10.8%

営業利益 2,400 8.6% 2,700 8.7% +12.5%

経常利益 2,275 8.1% 2,550 8.2% +12.1%
税金等調整前

当期純利益 2,279 8.1% - - -

当期純利益 ◆ 1,245 4.5% 1,520 4.9% +22.1%

◆親会社株主に帰属する当期純利益　　※百万円未満切捨て



ご参考

環境を守ることは 未来を守ること。

・㈱北陸環境サービス新 終処分場

・㈱門前クリーンパークの 終処分場設置許可取得

・高品質ＲＰＦ製造技術の開発に対する補助金交付

・タケエイグループ「エコファーストの約束」を更新

・スクラップ及び軽油市況
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㈱北陸環境サービス新最終処分場

○ 新規管理型 終処分場（建設中）

住 所 ： （本店） 石川県金沢市長坂３丁目１番１号
（処分場）石川県金沢市平栗カの部

新規処分場 ： 埋立容量 約４０万ｍ３

稼働予定 ２０１９年度

●

北陸環境サービス
終処分場

※建設中の新 終処分場
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㈱門前クリーンパークの最終処分場設置許可取得

石川県より設置許可を受ける

管理型 終処分場「門前クリーンパーク」 ： 平成29年11月に第１期分83.6万ｍ３の設置許可を取得

建設計画 所在地

合計約343万ｍ３（約47年分）の埋立容量を計画

埋立容量 埋立期間

１期計画   83.6万m3 11年7か月 2021年稼働予定

２期計画 173.1万m3 24年6か月

３期計画   86.4万m3 11年9か月

住所 ： 石川県輪島市劔地口１
設立 ： 平成１８年８月
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高品質RPF製造技術の開発に対する補助金交付

平成29年12月、福島県より相馬事業所の開発活動に対して補助金交付が決定

対象
発電用燃料としての建設廃棄物からの
高品質ＲＰＦ（廃プラスチック固形化燃料）
製造技術の開発

開発予定
金額

約170百万円 平成29年度分)

補助金
金額： 約85百万円（平成30年3月交付）
※平成30年度の補助金は改めて審査

予定地 福島県相馬市光陽町（当社相馬事業所内）

〇 開発・生産設備導入計画
今年度 ・洗浄技術を向上させて無機物質を取り除く

プロセスの実証
来年度 ・ＡＩロボットによる選別技術

・汚泥・煤塵等の処理、リサイクルの導入
・廃液処理等のシステム導入

〇 相馬事業所
敷地面積約8万5千坪。
これまでの再資源化技術をさらに発展させ、
リサイクルプラント構想の具体化を図る。

相馬事業所RPF実証実験棟

高品質RPF製造技術開発ライン
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タケエイグループ「エコファーストの約束」を更新

エコファースト制度 ：

企業が自らの環境保全活動を環境大臣に約束し、
業界をリードする環境先進企業であることの
認定を受ける

各業界を代表する４０社のみが認定
(ブリジストン、全日空、セキスイハウス、

富士通、キリン、電通、クボタ、ビックカメラ等）

〇タケエイの約束（中期環境目標）

・ 廃棄物利用による発電燃料やセメント原燃料
等を2022年に 2015年の30％増にする

・ 再生可能エネルギー発電量を2025年までに
2015年の5倍とする

・ バイオマス発電事業を2025年までに4か所で
実施する

（現在２か所で実施）

環境省から提供されるエコファーストマーク
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スクラップ及び軽油市況

（出所： 産業新聞社、一般財団法人日本エネルギー経済研究所）

（円／ｔ）


