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（百万円未満切捨て） 

１．平成25年３月期の連結業績（平成24年４月１日～平成25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 ％

25年３月期 24,231 38.8 3,686 75.5 3,496 87.5 2,072 138.1
24年３月期 17,456 14.4 2,100 82.5 1,864 124.9 870 183.4

（注）  包括利益    25年３月期 2,144百万円（126.8％） 24年３月期 945百万円（147.0％） 

 

 
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 ％ ％ ％

25年３月期 331.71 322.29 15.1 10.6 15.2
24年３月期 141.90 138.87 7.1 6.2 12.0

（参考） 持分法投資損益 25年３月期 49百万円 24年３月期 △18百万円 

 
(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

25年３月期 34,808 15,281 42.6 2,337.10
24年３月期 31,091 12,996 40.6 2,057.63

（参考） 自己資本    25年３月期 14,842百万円 24年３月期 12,630百万円 

 
(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

25年３月期 4,039 △2,982 △1,026 5,148
24年３月期 2,563 △585 △705 5,118

 
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 

配当金総額 

(合計) 
配当性向 
(連結) 

純資産 
配当率 
(連結) 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

24年３月期 － 5.00 － 10.00 15.00 92 10.6 0.8
25年３月期 － 10.00 － 20.00 30.00 189 9.0 1.4
26年３月期 
(予想) 

5.00 5.00 10.00  － 

（注）平成26年３月期（予想）の配当金については、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う影響を考慮しております。詳細につきましては、添付資料４ページ「１.経営成績・
財政状態に関する分析 (3)利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当」をご覧ください。 



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株当たり当期純利益につきましては、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
合で株式分割を行う影響を考慮しております。 

 
※ 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 
      

  
(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 ：有 
 ② ①以外の会計方針の変更 ：無 
 ③ 会計上の見積りの変更 ：有 
 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） 25年３月期 6,597,600株 24年３月期 6,505,200株
 ② 期末自己株式数 25年３月期 246,953株 24年３月期 366,891株
 ③ 期中平均株式数 25年３月期 6,247,892株 24年３月期 6,134,155株
 
 
（参考）個別業績の概要 
 
１．平成25年３月期の個別業績（平成24年４月１日～平成25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 ％

25年３月期 16,380 43.9 2,079 115.2 2,063 110.0 1,241 145.4
24年３月期 11,385 10.5 966 146.3 982 193.4 505 144.8

 

 
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

 円 銭 円 銭

25年３月期 198.69 193.05
24年３月期 82.48 80.72

 
 
(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

25年３月期 26,161 12,544 47.9 1,975.26
24年３月期 22,738 11,166 49.1 1,819.09

（参考） 自己資本    25年３月期 12,544百万円 24年３月期 11,166百万円 

 

 

※ 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24年４月１日から平成25年３月31日まで）においては、ようやく東北地域での災害廃棄物処

理が本格化する中、㈱タケエイでは、岩手県及び宮城県内に震災復旧のための廃棄物処理プラントを設置

し、年度当初から計画を大きく上回る期間内処理量をこなすペースで災害廃棄物処理再資源化事業を進捗

させました。一方で、東北現地での処理事業に直接的に関わるだけでなく、都内の㈱リサイクル・ピア（1

00％子会社）において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、

平成23年３月11日の東日本大震災で発生した災害廃棄物の処理再資源化に対応しました。 

また、山梨県の中央自動車道・笹子トンネル天井板落下事故の復旧対策工事においては、トンネル東側

出口では㈱タケエイを中心に、西側出口では100％子会社である諏訪重機運輸㈱及び橋本建材興業㈲を中心

に、大量排出された廃棄物の処理再資源化にグループ総力を挙げて対応し、年末年始の帰省シーズン直

前・直後という僅かな期間内に終了させ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24,231百万円（前連結会計年度比38.8％増）、営業利益は3,686百

万円（前連結会計年度比75.5％増）、経常利益は3,496百万円（前連結会計年度比87.5％増）、当期純利益

は2,072百万円（前連結会計年度比138.1％増）となりました。 

 

グループ会社の状況につきましては次のとおりです。 

■ ㈱タケエイ：東北地域（岩手県大槌町、宮城県亘理町）で取り組んでいる災害廃棄物処理再資源化事業

が順調に進捗し、当初計画を上回る処理量をこなしました。特に亘理処理区においては、県内の他エリ

アからの受け入れを行った上、受託期間（平成25年12月31日まで）内に余裕をもって終了できる見込み

となりました。また、首都圏における既存事業も堅調で、諸経費の低減に努めたことも奏功し、増収増

益となりました。 

■ ㈱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積極的に取り

組み、受入体制を強化して対応しました。 

■ ㈱北陸環境サービス：スポット案件等が寄与し、前連結会計年度並の収益を確保しました。 

■ ㈱ギプロ：当初計画を上回るペースで推移しました。 

■ ㈱池田商店：ほぼ計画どおりに推移しました。 

■ 環境保全㈱：仙台支店・東京支店がそれぞれ伸長し、前連結会計年度より大幅な増収増益となりまし

た。 

■ 諏訪重機運輸㈱：長野県松本市の㈲野口木材起業を平成24年７月に合併し、加えて、平成24年10月には

長野県安曇野市の橋本建材興業㈲を子会社化しました。こうした積極的な事業拡大策は笹子トンネル復

旧対策工事においても効果を発揮し、前連結会計年度より大幅な増収となりました。 

■ ㈱金山商店：平成25年１月の民事再生手続の終結決定をもって子会社化した同社については、第４四半

期のみの計上でしたが黒字を確保しました。現在、同社の持つ金属リサイクル技術をグループ全体とし

ての付加価値向上に繋げるべく、多様な観点から検討を進めています。 

 

② 次期の見通し 

東日本大震災で発生した災害廃棄物処理につきましては、国が目標とする平成26年３月の処理完了に向

け、一日も早い復興を期して引き続き尽力していく所存です。昨年度より受注している東北現地での案件

につきましては、当初の計画を大幅に上回る進捗により期中に終了を迎えることが想定されますが、災害

廃棄物処理の具体的な動きが出てきた福島県沿岸地域での処理など、これから本格的になる地域において

も、除染に関連する事業も含めて、引き続き積極的に係わっていきたいと考えております。 

しかしながら、岩手県・宮城県・福島県ともに、インフラ復旧対策事業も含め、行政として今後の方向

性が定まっていないものもあり、次期において新たに受注できる震災関連事業については、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。したがいまして、平成26年３月期につきましても、平成25

年３月期と同様に、本年４月より作業を開始した福島県内の一部地域における災害廃棄物処理再資源化事

業等、現時点でほぼ収益寄与できるものについて計画に見込んでおります。 

 

一方、首都圏における社会インフラは、笹子トンネルの天井板落下事故や、経年劣化が進む首都高速道

路の大規模更新にむけた提言等を受けて、国土強靭化計画の名の下、老朽化対策の問題に大きな関心が寄

せられております。こうした中、昨年末に発足した新政権は老朽インフラ対策を緊急経済対策のひとつの
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要に掲げており、具体的な対応策は今後明らかになっていくものと思われます。タケエイグループは首都

圏を主な市場としておりますが、インフラ整備は経済活動や安全な暮らしに欠かせないものであり、広域

的にグループ総力を挙げて安全で安心できる国土づくりに貢献してまいりたいと考えております。 

しかしながら、こうしたインフラ復旧対策事業につきましても、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、現時点で収益寄与できるものについてのみ計画に見込んでおります。 

既存の主力建設廃棄物処理事業につきましては、他社との協業の取り組みをより一層強化し、かつグル

ープ力を 大限活用することにより、取引先の拡大と深掘りを図ります。 

 

あわせて、発電事業をはじめとする新規事業に関しましても、千葉県成田市での太陽光発電事業につい

ては平成26年５月、青森県津軽地方でのバイオマス発電事業については平成27年度の売電開始を目指し、

手続きを進めてまいります。 

さらには、これまで推進してまいりましたＭ＆Ａ戦略につきましても、よりスピード感をもち、よりダ

イナミックに、機能と地域の拡充を図り、従前より進めてまいりました『統合型事業モデルの構築』を目

指します。 

こうした一連の取り組みを含む今後の中長期的な事業戦略につきましては、災害廃棄物処理再資源化事

業の帰趨が明確になり次第、改めて発表させていただきたいと存じます。 

 

今後の状況につきましては、以上のことから、災害廃棄物処理事業及びインフラ復旧対策事業の動向等、

様々な要因から業績が変動する可能性がありますので、進捗状況を勘案した上で、必要に応じて速やかに

開示してまいります。 

 

(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34,808百万円となり3,716百万円増加しました。流動資産は11,383百

万円となり、前連結会計年度末に比べ1,404百万円増加しました。これは受取手形及び売掛金が1,312百万

円、繰延税金資産が55百万円増加したことなどによります。固定資産は23,050百万円となり、前連結会計

年度末に比べ2,297百万円増加しました。これは土地が1,726百万円増加したことなどによります。 

負債合計は19,526百万円となり前連結会計年度末に比べ1,431百万円増加しました。流動負債は11,152百

万円となり、前連結会計年度末に比べ3,351百万円増加しました。これは短期借入金が646百万円、1年内償

還予定の社債が610百万円、リース債務が731百万円並びに未払法人税等が472百万円増加したことなどによ

ります。固定負債は8,374百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,919百万円減少しました。これは社債

が700百万円、長期借入金が959百万円減少したことなどによります。 

純資産は15,281百万円となり前連結会計年度末に比べ2,284百万円増加しました。これは利益剰余金が

1,948百万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、5,148百万円（前連結会計年度比30百万円の増加）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、東北地域（岩手県大槌町、宮城県亘理町）で取り組んでいる災

害廃棄物処理再資源化事業が当初計画を上回る処理量をこなしたことによる業績貢献もあり、税金等調整

前当期純利益が3,585百万円と前年同期と比べ1,748百万円の増益となるとともに減価償却費2,443百万円等

もあり4,039百万円の収入（前連結会計年度比57.6％増）となりました。 

(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、有形固定資産の取得による支出が前年同期に比べて増加したた

め2,982百万円の支出（前連結会計年度比409.4％増）となりました。 

(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、短期借入れによる収入があったものの、その他のうちリース債

務の返済による支出が前年同期と比べ増加したため1,026百万円の支出（前連結会計年度比45.5％増）とな

りました。 
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（参考）キャッシュ･フロー関連指標の推移 

 平成21年３月期 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

自己資本比率（％） 33.0 34.6 40.7 40.6 42.6

時価ベースの自己資本比率（％） 16.9 24.0 29.6 41.5 59.8

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 13.9 6.5 8.2 5.6 3.7

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 3.2 6.8 5.9 10.0 16.7

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。 

 

(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10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、普通配当15円と、平成24年7月31日に東京証券取引所市場第一部に指定されたことに関し、株

主の皆様に感謝の意を表し、記念配当として5円、あわせて１株当たり20円とし、第37期定時株主総会にご

提案申し上げる予定です。 

また、次期の１株当たりの配当金は、記念配当分を普通配当に切り替え、年間配当金については当期（30

円）と同額とする予定でございますが、本日（平成25年５月15日）付『株式分割及び定款の一部変更に関す

るお知らせ』のとおり、当社は平成25年７月１日付で１株につき３株の割合をもって株式分割を行いますの

で、これを考慮し、年間10円（第２四半期末５円、期末５円）といたします。 
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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）１．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は㈱タケエイエナジー＆パークに吸収合併されました。 

  ２．平成25年4月1日付で事業準備会社の㈱津軽バイオマスエナジー（バイオマス発電事業）を設立しました。 

  ３．平成25年4月1日付で㈱アースアプレイザルを連結子会社化（出資比率67.4％）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(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24年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成25年３月31日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 5,581  5,614

  受取手形及び売掛金 3,510  4,823

  商品及び製品 4  10

  仕掛品 36  39

  原材料及び貯蔵品 268  257

  繰延税金資産 224  280

  未収入金 162  176

  その他 200  196

  貸倒引当金 △10  △15

  流動資産合計 9,979  11,383

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物 10,072  10,769

    減価償却累計額 △4,131  △4,808

    建物及び構築物（純額） 5,941  5,961

   機械装置及び運搬具 7,557  8,574

    減価償却累計額 △5,071  △6,251

    機械装置及び運搬具（純額） 2,485  2,323

   工具、器具及び備品 832  922

    減価償却累計額 △702  △759

    工具、器具及び備品（純額） 129  162

   終処分場 5,187  5,315

    減価償却累計額 △3,137  △3,587

    終処分場（純額） 2,049  1,727

   土地 7,615  9,341

   リース資産 888  2,334

    減価償却累計額 △356  △1,253

    リース資産（純額） 532  1,081

   建設仮勘定 94  98

   有形固定資産合計 18,849  20,697

  無形固定資産  

   のれん 826  731

   その他 48  75

   無形固定資産合計 875  806

  投資その他の資産  

   投資有価証券 223  196

   繰延税金資産 53  243

   差入保証金 313  319

   その他 475  818

   貸倒引当金 △37  △31

   投資その他の資産合計 1,028  1,546

  固定資産合計 20,753  23,050

 繰延資産  
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  (単位：百万円)

 
前連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成25年３月31日) 

  開業費 359  374

  繰延資産合計 359  374

 資産合計 31,091  34,808

負債の部  

 流動負債  

  買掛金 588  853

  短期借入金 1,305  1,952

  1年内返済予定の長期借入金 3,480  3,802

  1年内償還予定の社債 90  700

  リース債務 238  970

  未払金 708  928

  未払費用 430  422

  未払法人税等 737  1,209

  和解費用引当金 －  41

  その他 220  272

  流動負債合計 7,800  11,152

 固定負債  

  社債 850  150

  長期借入金 7,660  6,700

  リース債務 324  181

  繰延税金負債 324  293

  退職給付引当金 145  171

  資産除去債務 405  416

  その他 584  461

  固定負債合計 10,294  8,374

 負債合計 18,095  19,526

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 4,139  4,189

  資本剰余金 4,303  4,434

  利益剰余金 4,441  6,390

  自己株式 △307  △207

  株主資本合計 12,576  14,807

 その他の包括利益累計額  

  その他有価証券評価差額金 53  34

  その他の包括利益累計額合計 53  34

 少数株主持分 366  439

 純資産合計 12,996  15,281

負債純資産合計 31,091  34,808
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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23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

売上高 17,456  24,231

売上原価 12,633  17,601

売上総利益 4,823  6,629

販売費及び一般管理費  

 役員報酬 325  332

 給料及び手当 1,070  1,166

 退職給付費用 △4  17

 貸倒引当金繰入額 0  15

 のれん償却額 215  200

 その他 1,114  1,210

 販売費及び一般管理費合計 2,722  2,942

営業利益 2,100  3,686

営業外収益  

 受取利息 1  1

 受取配当金 1  1

 受取賃貸料 16  18

 受取保険金 6  6

 債務取崩益 9  6

 助成金収入 10  －

 持分法による投資利益 －  49

 雑収入 31  34

 営業外収益合計 77  117

営業外費用  

 支払利息 257  241

 支払手数料 3  13

 雑損失 52  53

 営業外費用合計 313  308

経常利益 1,864  3,496

特別利益  

 固定資産売却益 12  96

 負ののれん発生益 6  68

 保険解約返戻金 31  －

 債務免除益 8  －

 特別利益合計 58  165

特別損失  

 固定資産売却損 0  23

 投資有価証券売却損 0  －

 投資有価証券評価損 4  －

 関係会社清算損 46  －

 減損損失 24  1

 災害義援金 10  10

 和解費用引当金繰入額 －  41

 特別損失合計 86  76

税金等調整前当期純利益 1,836  3,585

法人税、住民税及び事業税 996  1,680
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  (単位：百万円)

 

前連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

法人税等調整額 △88  △258

法人税等合計 908  1,421

少数株主損益調整前当期純利益 927  2,163

少数株主利益 57  90

当期純利益 870  2,072
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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23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 927  2,163

その他の包括利益  

 その他有価証券評価差額金 18  △20

 持分法適用会社に対する持分相当額 －  2

 その他の包括利益合計 18  △18

包括利益 945  2,144

（内訳）  

 親会社株主に係る包括利益 888  2,053

 少数株主に係る包括利益 57  90
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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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本  

 資本金  

  当期首残高 4,134  4,139

  当期変動額  

   新株の発行 5  49

   当期変動額合計 5  49

  当期末残高 4,139  4,189

 資本剰余金  

  当期首残高 4,297  4,303

  当期変動額  

   新株の発行 5  49

   自己株式の処分 －  82

   当期変動額合計 5  131

  当期末残高 4,303  4,434

 利益剰余金  

  当期首残高 3,651  4,441

  当期変動額  

   剰余金の配当 △79  △124

   当期純利益 870  2,072

   当期変動額合計 790  1,948

  当期末残高 4,441  6,390

 自己株式  

  当期首残高 △307  △307

  当期変動額  

   自己株式の取得 －  △0

   自己株式の処分 －  100

   当期変動額合計 －  100

  当期末残高 △307  △207

 株主資本合計  

  当期首残高 11,775  12,576

  当期変動額  

   新株の発行 10  99

   剰余金の配当 △79  △124

   当期純利益 870  2,072

   自己株式の取得 －  △0

   自己株式の処分 －  183

   当期変動額合計 801  2,230

  当期末残高 12,576  14,807

その他の包括利益累計額  

 その他有価証券評価差額金  

  当期首残高 35  53

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 18  △18

   当期変動額合計 18  △18

  当期末残高 53  34

 その他の包括利益累計額合計  
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  (単位：百万円)

 
前連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

  当期首残高 35  53

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 18  △18

   当期変動額合計 18  △18

  当期末残高 53  34

少数株主持分  

 当期首残高 341  366

 当期変動額  

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 24  73

  当期変動額合計 24  73

 当期末残高 366  439

純資産合計  

 当期首残高 12,152  12,996

 当期変動額  

  新株の発行 10  99

  剰余金の配当 △79  △124

  当期純利益 870  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） 42  54

  当期変動額合計 843  2,284

 当期末残高 12,996  15,281
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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23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成25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 1,836  3,585

 減価償却費 1,682  2,443

 のれん償却額 215  200

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △23  △1

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △102  26

 受取利息及び受取配当金 △3  △3

 支払利息 257  241

 支払手数料 3  13

 投資有価証券売却損益（△は益） 0  －

 投資有価証券評価損益（△は益） 4  －

 固定資産売却損益（△は益） △11  △72

 売上債権の増減額（△は増加） △410  △1,269

 たな卸資産の増減額（△は増加） △13  12

 仕入債務の増減額（△は減少） 116  239

 繰延資産の増減額（△は増加） △72  △14

 未払金の増減額（△は減少） 139  140

 未払消費税等の増減額（△は減少） 44  89

 その他 △318  △128

 小計 3,347  5,502

 利息及び配当金の受取額 2  3

 利息の支払額 △267  △249

 法人税等の支払額 △519  △1,215

 営業活動によるキャッシュ・フロー 2,563  4,039

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 △12  △468

 短期貸付金の回収による収入 6  68

 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 36  11

 投資有価証券の取得による支出 △4  △4

 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 △589  △2,890

 有形固定資産の売却による収入 17  552

 子会社株式の取得による支出 △3  17

 その他 △28  △261

 投資活動によるキャッシュ・フロー △585  △2,982

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） 387  646

 長期借入れによる収入 2,726  2,961

 長期借入金の返済による支出 △3,331  △3,613

 長期未払金の返済による支出 △93  △110

 社債の発行による収入 147  －

 社債の償還による支出 △190  △90

 株式の発行による収入 10  99

 自己株式の売却による収入 －  183

 自己株式の取得による支出 －  △0
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  (単位：百万円)

 

前連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

 配当金の支払額 △80  △123

 少数株主への配当金の支払額 △14  △17

 その他 △267  △961

 財務活動によるキャッシュ・フロー △705  △1,026

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,272  30

現金及び現金同等物の期首残高 3,845  5,118

現金及び現金同等物の期末残高 5,118  5,148
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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。 

 

（会計方針の変更） 

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更 

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成24年４月１日以後に取得した有

形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。これにより、従来の

方法に比べて、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益は、それぞれ23百万円増加

しております。 

 

（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 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、連結財務諸表を作成するために採用した会計処理の原

則及び手続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23年４月１日  至  平成24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 11,145 3,070 1,064 471 676 16,428 1,028 17,456

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

239 5 25 271 8 551 338 890

計 11,385 3,075 1,090 743 685 16,979 1,367 18,347

セグメント利益 966 364 432 235 269 2,267 67 2,334

セグメント資産 22,738 6,012 2,110 669 675 32,205 2,796 35,001

セグメント負債 11,572 4,515 1,095 182 229 17,594 1,863 19,458

その他の項目    

  減価償却費 1,044 267 185 50 22 1,571 72 1,644

  持分法適用会社への 
  投資額 

81 － － － － 81 － 81

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額 

845 82 60 41 9 1,040 77 1,117

(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、㈱グリーンアローズ関東、諏訪重機運輸㈱及び㈲

野口木材起業を含んでいます。 

 

当連結会計年度（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 

 
㈱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 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
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エナジー＆パークに社名を変更しております。 

 

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 16,979 23,094

「その他」の区分の売上高 1,367 2,172

セグメント間取引消去 △890 △1,035

連結財務諸表の売上高 17,456 24,231

 

（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 2,267 3,730

「その他」の区分の利益 67 161

セグメント間取引消去 23 31

のれんの償却額 △215 △200

その他の調整額 △41 △35

連結財務諸表の営業利益 2,100 3,686

 

（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 32,205 35,541

「その他」の区分の資産 2,796 3,704

セグメント間取引消去 △4,291 △4,515

連結時の評価替額 417 106

その他の調整額 △35 △28

連結財務諸表の資産合計 31,091 34,808

 

（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 17,594 18,741

「その他」の区分の負債 1,863 2,455

セグメント間取引消去 △1,493 △1,666

連結時の評価替額 129 5

その他の調整額 1 △10

連結財務諸表の負債合計 18,095 19,526
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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 1,571 2,306 72 104 38 31 1,682 2,443

持分法適用会社への 
投資額 

81 290 － － △3 48 77 338

有形固定資産及び 
無形固定資産の増加額 

1,040 4,373 77 125 △0 － 1,116 4,499
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【関連情報】 

前連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24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 11,570 3,272 2,614 17,456

 

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。 

 

当連結会計年度（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 
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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23年４月１日  至  平成24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 全社・消去 合計 

減損損失 15 9 － － － 24 － － 24

 

当連結会計年度（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 
 

㈱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 全社・消去 合計 

減損損失 1 － － － － 1 － － 1

 

【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23年４月１日  至  平成24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 33 － 215

当期末残
高 

－ 133 180 － 492 806 20 － 826

(注) 「その他」の区分は、環境保全㈱、㈱門前クリーンパーク、諏訪重機運輸㈱及び㈲野口木材起業に係るもの

であります。 

 

当連結会計年度（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 
 

㈱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 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。 

 

【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23年４月１日  至  平成24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 全社・消去 合計 

負ののれ
ん発生益 

－ － － 6 － 6 － － 6

負ののれん発生益を認識する要因となった事象の概要 

㈱ギプロ：当社が、平成24年１月１日をみなし取得日として同社の株式を追加取得したことにより認識いたし

ました。 
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当連結会計年度（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 
 

㈱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 全社・消去 合計 

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。 
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（１株当たり情報） 

 

 
前連結会計年度 

(自  平成23年４月１日 
  至  平成24年３月31日) 

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

１株当たり純資産額 2,057円63銭 2,337円10銭 

１株当たり当期純利益金額 141円90銭 331円71銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 138円87銭 322円29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23年４月１日 
  至  平成24年３月31日) 

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

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益(百万円) 870 2,072 

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) 870 2,072 

普通株式の期中平均株式数(株) 6,134,155 6,247,892 

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

普通株式増加数(株) 133,944 182,576 

第１回新株予約権(株) (68,078) (62,884)

第２回新株予約権(株) (65,866) (119,692)

 

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24年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成25年３月31日) 

純資産の部の合計額(百万円) 12,996 15,281 

純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) 366 439 

(うち少数株主持分)(百万円) (366) (439)

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 12,630 14,842 

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) 

6,138,309 6,350,647 
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（重要な後発事象） 

取得による企業結合 

 当社の持分法適用関連会社である株式会社アースアプレイザルの株式を追加取得し、平成25年４月１日付で連結

子会社といたしました。その概要は以下のとおりです。 

１．企業結合の概要 

 (1)被取得企業の名称及びその事業の内容 

    被取得企業の名称    株式会社アースアプレイザル 

    事業の内容          不動産の評価鑑定・調査・分析 

 (2)企業結合を行う主な理由 

 両社の一層の関係強化を図り、川上分野である｢評価・鑑定・調査・分析｣から、川下分野である｢処理・措

置・対策」まで一貫して行う『ワンストップ・ソリューションサービス』の全国展開を可能とし、当社グル

ープの機能・情報・人材等の経営資源を一体化して強固な事業基盤を構築するためであります。 

 (3)企業結合日                      平成25年４月１日 

 (4)企業結合の法的形式              現金による株式の取得 

 (5)結合後企業の名称                株式会社アースアプレイザル 

 (6)取得する議決権比率 

    企業結合直前に所有していた議決権比率  20.0％ 

    企業結合日に追加取得した議決権比率   47.4％ 

    取得後の議決権比率           67.4％ 

 (7)取得企業を決定するに至る主な根拠 

    当社が現金を対価として、株式を取得するためであります。 

２．被取得企業の取得原価及びその内訳 

   取得の対価 

    企業結合直前に保有していたアースアプレイザル株式の企業結合日における時価   7百万円 

    企業結合日において取得するアースアプレイザル株式の時価            17百万円 

    アドバイザリー費用等                             0百万円  

    取得原価                                   25百万円 

３．段階取得による損益 

   段階取得に係る差損が12百万円発生する見込みとなっております。 

４．発生するのれんの金額、発生原因 

   取得価額が企業結合時の時価純資産を上回る見込みであるため、のれんが17百万円発生する見込みでありま 

   す。 

５．企業結合日に受け入れる資産及び引き受ける負債の額並びにその主な内訳 

流動資産 301 百万円 

固定資産 40 百万円 

資産合計 342 百万円 

流動負債 196 百万円 

固定負債 134 百万円 

負債合計 330 百万円 

 

 

会社の設立 

 当社は、青森県津軽地方における森林の間伐材等を原料とする木質バイオマス発電事業への参入を目的とした新

会社を設立いたしました。 

１．会社設立の目的 

 当社グループは、廃棄物処理・リサイクル事業とともに、再生資源エネルギー事業分野についても積極的に推

進していくことを経営の柱として検討してまいりました。 
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 また、当社の子会社で青森県平川市に本社を置く環境保全株式会社は、青森県津軽地方を中心とする自治体及

び農林業に携わる多くの事業者と津軽地方の森林から発生する大量の間伐材やりんごの栽培過程において発生す

る剪定枝を有効活用し、かつ地域の活性化につながるような新規事業について「津軽新エネルギー事業研究会」

を立ち上げバイオマス発電事業化の可能性について調査してまいりました。 

 そうした中、昨年、再生可能エネルギーの固定価格買取制度が始まったことを受け、新たな事業領域へ進出す

るため設立いたしました。 

２．新会社の概要 

 (1)名称     株式会社津軽バイオマスエナジー 

 (2)所在地    青森県平川市松崎西田41-10 

 (3)代表者    大山清悦(環境保全株式会社 代表取締役社長) 

 (4)事業内容   木質バイオマス発電事業 

 (5)資本金    1百万円 

(今後、当社及び子会社の環境保全株式会社両社で80％、平川市、津軽バイオチップ株式会社を

含むパートナー企業等が出資し、３億円とする予定) 

 (6)設立年月日  平成25年４月１日 

 (7)決算期    ３月31日 

 (8)総事業費   20億円～30億円 

３．今後の見通し 

  本事業は平成27年度の稼動を予定しており、開業２年目には年間13億円程度の売上を見込んでおります。 

 

 

株式の分割 

 当社は、平成25年５月15日開催の取締役会において、下記のとおり、株式分割の実施及び定款の一部変更につい

て決議いたしました。 

１．株式分割の目的 

 当社株式の１投資単位あたりの投資金額を引き下げることにより、投資しやすい環境を整えるとともに、株式

の流動性を高め、投資家層の拡大を図ることを目的とします。 

２．株式分割の概要 

 (1)分割の方法 

 平成25年６月30日(日)（ただし、当日およびその前日は株主名簿管理人の休業日につき実質的には平成25年

６月28日(金)）を基準日として、同日 終の株主名簿に記載又は記録された株主が所有する普通株式を、１株

につき３株の割合をもって分割いたします。 

 (2)分割により増加する株式数（平成25年４月30日現在） 

①分割前の発行済株式総数              6,600,800株 

②今回の分割により増加する株式数          13,201,600株 

③分割後の発行済株式総数              19,802,400株 

④分割後の発行可能株式総数             44,640,000株 

(注)上記の発行済株式総数は、新株予約権の行使により、株式分割の基準日までの間に増加する可能性があり 

 ます。 

 (3)分割の日程 

①基準日公告日            平成25年６月15日(土) 

②基準日               平成25年６月30日(日) 

③効力発生日             平成25年７月１日(月) 

 (4)１株当たり情報に及ぼす影響 

 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た場合における１株当たり情報の各数値はそれぞ

れ次のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

(自  平成23年４月１日 
  至  平成24年３月31日) 

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

１株当たり純資産額 685円88銭 779円03銭 

１株当たり当期純利益金額 47円30銭 110円57銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 46円29銭 107円43銭 
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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24年３月31日) 

当事業年度 

(平成25年３月31日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 4,079  4,212

  受取手形 28  20

  売掛金 2,439  3,604

  仕掛品 15  12

  原材料及び貯蔵品 154  133

  前渡金 0  0

  前払費用 126  126

  短期貸付金 815  769

  未収入金 116  105

  繰延税金資産 115  137

  その他 11  2

  貸倒引当金 △11  △11

  流動資産合計 7,890  9,114

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物 4,711  4,857

    減価償却累計額 △1,678  △1,825

    建物（純額） 3,033  3,032

   構築物 1,132  1,103

    減価償却累計額 △871  △871

    構築物（純額） 260  232

   機械及び装置 2,644  2,718

    減価償却累計額 △1,580  △1,736

    機械及び装置（純額） 1,063  982

   車両運搬具 454  512

    減価償却累計額 △359  △408

    車両運搬具（純額） 95  103

   工具、器具及び備品 641  695

    減価償却累計額 △556  △576

    工具、器具及び備品（純額） 85  119

   終処分場 3,113  3,177

    減価償却累計額 △1,967  △2,283

    終処分場（純額） 1,145  894

   土地 4,340  5,877

   リース資産 730  2,129

    減価償却累計額 △267  △1,093

    リース資産（純額） 462  1,035

   建設仮勘定 32  15

   有形固定資産合計 10,520  12,292

  無形固定資産  

   ソフトウエア 22  25

   その他 19  18
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  (単位：百万円)

 
前事業年度 

(平成24年３月31日) 

当事業年度 

(平成25年３月31日) 

   無形固定資産合計 42  43

  投資その他の資産  

   投資有価証券 220  192

   関係会社株式 3,697  3,916

   出資金 2  2

   関係会社長期貸付金 30  －

   破産更生債権等 26  20

   長期前払費用 18  8

   繰延税金資産 51  240

   その他 265  349

   貸倒引当金 △26  △20

   投資その他の資産合計 4,285  4,711

  固定資産合計 14,847  17,047

 資産合計 22,738  26,161

負債の部  

 流動負債  

  買掛金 424  554

  短期借入金 100  450

  1年内返済予定の長期借入金 2,469  2,729

  1年内償還予定の社債 40  700

  リース債務 204  939

  未払金 479  693

  未払費用 319  325

  未払法人税等 379  802

  未払消費税等 59  99

  前受金 50  47

  預り金 18  21

  和解費用引当金 －  41

  資産除去債務 11  －

  流動負債合計 4,556  7,404

 固定負債  

  社債 700  －

  長期借入金 5,535  5,649

  リース債務 281  163

  長期未払金 321  209

  退職給付引当金 41  52

  資産除去債務 136  138

  固定負債合計 7,015  6,212

 負債合計 11,572  13,617

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 4,139  4,189

  資本剰余金  

   資本準備金 4,083  4,132

   その他資本剰余金 1  84

   資本剰余金合計 4,084  4,216

  利益剰余金  

   利益準備金 1  1
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  (単位：百万円)

 
前事業年度 

(平成24年３月31日) 

当事業年度 

(平成25年３月31日) 

   その他利益剰余金  

    特定災害防止準備金 42  52

    別途積立金 500  500

    繰越利益剰余金 2,652  3,759

    その他利益剰余金合計 3,194  4,311

   利益剰余金合計 3,195  4,312

  自己株式 △307  △207

  株主資本合計 11,112  12,511

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 53  32

  評価・換算差額等合計 53  32

 純資産合計 11,166  12,544

負債純資産合計 22,738  26,161
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(2) 損益計算書 

  (単位：百万円)

 

前事業年度 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

売上高 11,385  16,380

売上原価 8,625  12,398

売上総利益 2,759  3,981

販売費及び一般管理費  

 役員報酬 201  210

 給料及び手当 807  843

 福利厚生費 162  184

 退職給付費用 △11  5

 交際費 15  22

 旅費及び交通費 83  88

 地代家賃 157  165

 支払リース料 16  3

 支払手数料 18  24

 業務委託費 15  11

 租税公課 57  68

 減価償却費 50  36

 貸倒引当金繰入額 4  8

 その他 215  227

 販売費及び一般管理費合計 1,793  1,901

営業利益 966  2,079

営業外収益  

 受取利息 10  7

 受取配当金 132  143

 受取賃貸料 4  3

 業務受託料 25  25

 受取保険金 4  1

 債務取崩益 9  6

 雑収入 21  17

 営業外収益合計 208  206

営業外費用  

 支払利息 162  164

 社債利息 8  7

 支払手数料 1  11

 株式公開費用 8  27

 雑損失 11  11

 営業外費用合計 192  222

経常利益 982  2,063

特別利益  

 固定資産売却益 9  40

 特別利益合計 9  40

特別損失  

 固定資産売却損 0  13

 投資有価証券評価損 4  －

 関係会社清算損 67  －

 減損損失 15  1

 災害義援金 10  10
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  (単位：百万円)

 

前事業年度 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

 和解費用引当金繰入額 －  41

 特別損失合計 98  66

税引前当期純利益 893  2,037

法人税、住民税及び事業税 425  995

法人税等調整額 △37  △199

法人税等合計 387  796

当期純利益 505  1,241
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売上原価明細書 

 

  
前事業年度 

(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成24年４月１日 
 至 平成25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  3,206 37.1 2,791 22.5

Ⅱ 経費 ※１ 6,187 71.7 10,301 83.1

Ⅲ 有価物控除額  △761 △8.8 △693 △5.6

   当期総処理費用  8,632 100.0 12,399 100.0

   期首仕掛品たな卸高  9 15 

合計  8,642 12,415 

   期末仕掛品たな卸高  15 12 

   他勘定振替高 ※２ 2 3 

   当期売上原価  8,625 12,398 

 

 

（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 3,035 4,873

支払リース料 206 292

減価償却費 994 1,783

燃料費 402 876

地代家賃 136 140

修繕費 288 550

旅費交通費 321 357

消耗品費 258 472

電力費 153 162

 

 ※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 3

 

（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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本  

 資本金  

  当期首残高 4,134  4,139

  当期変動額  

   新株の発行 5  49

   当期変動額合計 5  49

  当期末残高 4,139  4,189

 資本剰余金  

  資本準備金  

   当期首残高 4,077  4,083

   当期変動額  

    新株の発行 5  49

    当期変動額合計 5  49

   当期末残高 4,083  4,132

  その他資本剰余金  

   当期首残高 1  1

   当期変動額  

    自己株式の処分 －  82

    当期変動額合計 －  82

   当期末残高 1  84

  資本剰余金合計  

   当期首残高 4,079  4,084

   当期変動額  

    新株の発行 5  49

    自己株式の処分 －  82

    当期変動額合計 5  131

   当期末残高 4,084  4,216

 利益剰余金  

  利益準備金  

   当期首残高 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  

    当期首残高 26  42

    当期変動額  

     特定災害防止準備金の積立 15  10

     当期変動額合計 15  10

    当期末残高 42  52

   別途積立金  

    当期首残高 500  500

    当期末残高 500  500

   繰越利益剰余金  

    当期首残高 2,241  2,652

    当期変動額  

     剰余金の配当 △79  △124

     当期純利益 505  1,241
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  (単位：百万円)

 
前事業年度 

(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

     特定災害防止準備金の積立 △15  △10

     当期変動額合計 410  1,106

    当期末残高 2,652  3,759

  利益剰余金合計  

   当期首残高 2,769  3,195

   当期変動額  

    剰余金の配当 △79  △124

    当期純利益 505  1,241

    特定災害防止準備金の積立 －  －

    当期変動額合計 426  1,117

   当期末残高 3,195  4,312

 自己株式  

  当期首残高 △307  △307

  当期変動額  

   自己株式の取得 －  △0

   自己株式の処分 －  100

   当期変動額合計 －  100

  当期末残高 △307  △207

 株主資本合計  

  当期首残高 10,675  11,112

  当期変動額  

   新株の発行 10  99

   剰余金の配当 △79  △124

   当期純利益 505  1,241

   自己株式の取得 －  △0

   自己株式の処分 －  183

   当期変動額合計 436  1,399

  当期末残高 11,112  12,511

評価・換算差額等  

 その他有価証券評価差額金  

  当期首残高 35  53

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 18  △21

   当期変動額合計 18  △21

  当期末残高 53  32

 評価・換算差額等合計  

  当期首残高 35  53

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 18  △21

   当期変動額合計 18  △21

  当期末残高 53  32

純資産合計  

 当期首残高 10,711  11,166

 当期変動額  

  新株の発行 10  99

  剰余金の配当 △79  △124

  当期純利益 505  1,241
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  (単位：百万円)

 
前事業年度 

(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

  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  △21

  当期変動額合計 454  1,378

 当期末残高 11,166  12,544
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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、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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