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（単位：百万円） （単位：百万円）売上高 営業利益

24,890

12,670

第38期
（2013年度）

26,360

11,886

第39期
（2014年度）

28,560

13,591

第40期
（2015年度）

27,973

12,664

第41期
（2016年度）

（予想）
31,000

14,700

第42期
（2017年度）

3,239

1,608
1,937

785

2,185

845

2,400

654

（予想）
2,700

1,084

第38期
（2013年度）

第39期
（2014年度）

第40期
（2015年度）

第41期
（2016年度）

第42期
（2017年度）

連結業績ハイライト

■中間期　■通期 ■中間期　■通期

　株主の皆様には、平素より、格別のご支援を賜り厚く

御礼申し上げます。

　当社グループの第42期中間決算（2017年４月１日から

2017年９月30日まで）につきましてご報告申し上げます。

　当社グループは、企業ビジョンに掲げる「総合環境企業」

としての成長を促進すべく取組んでまいりました。

　主力である廃棄物処理・リサイクル関連事業では、都市

再開発事業等の民間投資、インフラ整備等の公共投資を背

景として、受入量は高水準を継続しました。また、新たな

収益の柱として事業化を推進している再生可能エネルギー

事業では、前期までに商業運転を開始した２施設が、安定

的な収益貢献を見せております。

　この結果、売上高は14,700百万円（前年同期比16.1％

増）、営業利益は1,084百万円（同65.7％増）、経常利益は

自然との調和、地域住民との共生を基調として、
環境負荷の低減を前提とした資源の循環的活用の

社会システム形成に貢献するために、 
顧客ニーズに対応した

リサイクル技術の確立と施設の充実を推進する。

資源循環型社会への
貢献を目指す	

経営理念

1 Only One Earth
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（単位：百万円） （単位：百万円）親会社株主に帰属する当期純利益 総資産／純資産

1,601

799

3,385

2,732

1,290

603

1,245

257

（予想）
1,520

530

第38期
（2013年度）

第39期
（2014年度）

第40期
（2015年度）

第41期
（2016年度）

第42期
（2017年度）

21,458

36,879
25,298

46,933

26,276

50,970

26,917

61,248

27,379

64,709

第38期
（2013年度）

第39期
（2014年度）

第40期
（2015年度）

第41期
（2016年度）

第42期中間期
（2017年度）

■中間期　■通期 ■総資産　■純資産

代表取締役社長

山口　仁司
代表取締役会長

三本　　守

1,000百万円（同72.7％増）、親会社株主に帰属する中間純

利益は530百万円（同105.9％増）となりました。

　なお、売上高、営業利益、経常利益については、直近３

事業年度の同期間比で最高水準となりました。

　今後さらに、廃棄物処理における総合的なソリューショ

ンサービスの提供や、地産地消型の木質バイオマス発電事

業などを通じて、社会的課題の解決に取り組むことで企業

価値の向上を目指してまいります。

　株主の皆様におかれましては、なにとぞ今後とも一層の

ご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

2017年12月

2TAKEEI CORPORATION
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当社によるバイオマス発電１か所目として２０１５年１２月に青森県平川市で、２０１７年２月には岩手県花巻市で２か所目が稼働
しております。その他３か所のバイオマス発電プロジェクトが進行中です。

再生可能エネルギー事業により、地域への貢献と二酸化炭素排出削減に貢献
秋田県大仙市にて秋田グリーン電力㈱バイオマス発電設備の建設工事を開始

TOPICS

秋田県大仙市において立地協定を締結（本年９月）

津軽バイオマスエナジーの
排熱を利用し
高糖度トマトの栽培を開始

㈱田村バイオマスエナジー
2019年～稼働開始予定

秋田グリーン電力㈱
2019年～稼働開始予定

㈱津軽バイオマスエナジー
2015年12月～稼働開始

㈱横須賀バイオマスエナジー
2019年～稼働開始予定

㈱花巻バイオマスエナジー
2017年2月～稼働開始

3 Only One Earth
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将来的に、資源リサイクル施設、発電設備など東北にお
ける生産拠点とする計画です。

TOPICS

２０１９年８月の竣工を目指して管理型処分場を建設中です。

TOPICS
㈱北陸環境サービス（石川県金沢市）
の管理型処分場工事が進行中

本年６月、福島県相馬市の中核工業
団地に８万５千坪の用地を取得

横須賀市における都市型バイオマス発電設備の建設工事
を開始し、2019年春の稼働を目指します。

本年7月、㈱横須賀バイオマスエナ
ジーで地鎮祭

TOPICS

富士車輌㈱で開発した特殊車輌ＣＵＴＩＣは、車輌後部に
取り付けた破砕機を用いて間伐材や竹を原料としてバイ
オマス発電用のチップの製造を行うことが出来ます。

“ＣＵＴＩＣ（キュティック）”を製造・
販売

TOPICS

4TAKEEI CORPORATION
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建設廃棄物処理·リサイクル事業を出発点として、
再生可能エネルギー事業など幅広い関連事業を展開しています。

（各事業カテゴリー別の売上高及び営業利益は、グループ会社間の取引高消去前の数値）

マテリアル·ランドフィル事業 売上高 3,666百万円 営業利益 592百万円

6,595
7,208

第41期
（2016年度）

第42期
（2017年度）

379
347

第41期
（2016年度）

第42期
（2017年度）

（単位：百万円）売上高 （単位：百万円）営業利益

3,257
3,666

第41期
（2016年度）

第42期
（2017年度）

379

592

第41期
（2016年度）

第42期
（2017年度）

（単位：百万円）売上高 （単位：百万円）営業利益

㈱タケエイ 売上高 7,208百万円 営業利益 347百万円

㈱タケエイ（建設廃棄物処理·リサイクル）
　建設廃棄物関連の受注が堅調に推移し、増収基調が継続しております。
　取扱量も、前年同期比で増加しております。
　しかし、設備負荷の大きい重量系、可燃系廃棄物の受入増加により、工場操業度の
低下、外注費用の一時的増加を招き、原価が嵩む結果となったため、営業利益は前年
同期比で減益となりました。
　以上の結果、売上高は７２億８百万円（前年同期比９．３％増）、営業利益は３４７百万円
（前年同期比８．４％減）となりました。

㈱北陸環境サービス（管理型最終処分場運営）
　前年より新規処分場建設に着手しており、2019年８月の完成を目指しております。
既存処分場の受入残存容量が限られているため、計画的に受入量を抑制しましたが、
高単価案件の受注により、営業利益は前年同期比並みを確保しました。
㈱ギプロ（廃石膏ボード·再資源化）
　本年８月の記録的な連続降雨の影響で受入量は一時的に減少しましたが、前年同期比
では20％以上増加しました。効率的な工場運営を図る中で高い営業利益率を維持しました。
イコールゼロ㈱（廃液中間処理·再資源化）
　主要顧客からの廃液受入は好調でしたが、原価率が若干上昇したため、営業利益は
前年同期比並みとなりました。廃液処理、有害廃棄物処理の付加価値化を目指した技
術開発、収運許可の追加等を推進しております。
㈱池田商店（がれき類、鉱さいの処理、各種再生砕石の生産·販売）
　取扱量は若干減少しましたが、売上構成の見直し等により平均単価が上昇し、工場
の安定操業を維持し、増収増益となりました。
　以上の結果、売上高は３６億６６百万円（前年同期比１２．６％増）、営業利益は５９２百万
円(前年同期比５６．２％増）となりました。

46%
売上高構成比

23%
売上高構成比

5 Only One Earth
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再生可能エネルギー事業 売上高 2,235百万円 営業利益 143百万円

1,205

2,235

第41期
（2016年度）

第42期
（2017年度）

5

143

第41期
（2016年度）

第42期
（2017年度）

（単位：百万円）売上高 （単位：百万円）営業利益

1,685
1,961

第41期
（2016年度）

第42期
（2017年度）

△90
△23

第41期
（2016年度）

第42期
（2017年度）

（単位：百万円）売上高 （単位：百万円）営業利益

511
577

第41期
（2016年度）

第42期
（2017年度）

48

88

第41期
（2016年度）

第42期
（2017年度）

（単位：百万円）売上高 （単位：百万円）営業利益

㈱津軽バイオマスエナジー（木質バイオマス発電）
　貯木量の拡充、木質チップ含水率管理の徹底を継続し、発電量及び原価はほぼ計画
通りに推移しました。
㈱花巻バイオマスエナジー（木質バイオマス発電）
　木質チップ含水率及び樹種配合割合のきめ細かな管理により、燃焼効率の維持向上
が実現できており、本年２月の売電開始以降、安定的に利益を確保しています。
その他
　秋田県大仙市、神奈川県横須賀市の各バイオマス発電所の建設工事は、順調に進
捗しております。
　以上の結果、売上高は２２億３５百万円（前年同期比８５．５％増）、営業利益は１４３百万
円(前年同期比２,７６０．０％増）となりました。

環境エンジニアリング事業 売上高 1,961百万円 営業損失 23百万円

富士車輌㈱（環境装置·環境プラント·特装車両の開発·製造·販売）
　受注活動は引き続き堅調に推移しており、前年同期比で、売上、利益共に改善傾向
にあります。また、新製品の開発及び販売にも積極的に取組んでおります。
　以上の結果、売上高は１９億６１百万円（前年同期比１６．４％増）、営業損失は２３百万
円となりました。

環境コンサルティング事業 売上高 577百万円 営業利益 88百万円

　環境コンサルティング事業を行う㈱アースアプレイザル、環境保全
㈱は、売上、利益共に堅調に推移しました。
　以上の結果、売上高は５億７７百万円（前年同期比１２．９％増）、営業
利益は８８百万円(前年同期比８３．３％増）となりました。

14%
売上高構成比

13%
売上高構成比

4%
売上高構成比
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科　目 第41期末
（2017年3月31日現在）

第42期
中間期末

(2017年9月30日現在)

資産の部

流動資産

　現金及び預金 11,634 13,110

　受取手形及び売掛金 5,310 4,840

　その他 2,894 3,185

　流動資産合計 19,840 21,136

固定資産

　有形固定資産 37,512 39,583

　無形固定資産 937 776

　投資その他の資産 2,205 2,385

　固定資産合計 40,656 42,744

繰延資産 751 828

資産合計 61,248 64,709

科　目 第41期末
（2017年3月31日現在）

第42期
中間期末

（2017年9月30日現在）

負債の部

流動負債

　買掛金 1,354 1,095

　短期借入金 1,365 762

　1年内返済予定の長期借入金 5,132 5,676

　その他 2,772 2,808

　流動負債合計 10,624 10,342

固定負債

　長期借入金 21,613 24,799

　その他 2,092 2,188

　固定負債合計 23,706 26,987

負債合計 34,330 37,330

純資産の部

株主資本

　資本金 6,640 6,640

　資本剰余金 7,256 7,262

　利益剰余金 12,919 13,210

　自己株式 △636 △729

　株主資本合計 26,179 26,383

その他の包括利益累計額 117 153

非支配株主持分 620 841

純資産合計 26,917 27,379

負債純資産合計 61,248 64,709

連結貸借対照表
（単位：百万円） （単位：百万円）

7 Only One Earth
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科　目
第41期
中間期

（2016年４月１日から
　2016年９月30日まで）

第42期
中間期

（2017年４月１日から
　2017年９月30日まで）

売上高 12,664 14,700

売上原価 9,610 11,056

売上総利益 3,054 3,643

販売費及び一般管理費 2,400 2,558

営業利益 654 1,084

営業外収益 39 49

営業外費用 114 133

経常利益 579 1,000

特別利益 381 18

特別損失 359 —

税金等調整前中間純利益 601 1,018

法人税、住民税及び事業税 369 397

法人税等調整額 △62 29

法人税等合計 307 426

中間純利益 293 592

非支配株主に帰属する中間純利益 36 62

親会社株主に帰属する中間純利益 257 530

科　目
第41期
中間期

（2016年４月１日から
　2016年９月30日まで）

第42期
中間期

（2017年４月１日から
　2017年９月30日まで）

営業活動による
キャッシュ·フロー 2,019 1,931

投資活動による
キャッシュ·フロー △5,805 △3,209

財務活動による
キャッシュ·フロー 2,693 2,751

現金及び現金同等物に
係る換算差額 — 0

現金及び現金同等物の
増減額（△は減少） △1,092 1,472

現金及び現金同等物の
期首残高 9,769 11,128

現金及び現金同等物の
中間期末残高 8,677 12,601

中間連結損益計算書 中間連結キャッシュ・フロー計算書
（単位：百万円） （単位：百万円）
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会社概要 株 式 の 状 況

会 社 名 株式会社タケエイ

本 社 〒105-0011
東京都港区芝公園2-4-1	A-10階
電話：03-6361-6830（代表）
FAX：03-6361-6835

設 立 昭和52年（1977年）3月7日

従 業 員 数 618名(連結:1,259名)

資 本 金 6,640百万円

発行可能株式総数 44,640,000株

発行済株式の総数 24,552,000株
(自己株式733,047株を含む)

株 主 数 6,492名

大株主の状況
株主名 持株数

（千株）
持株比率
（％）

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 2,288	 9.6
三本　守 1,721	 7.2
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,557	 6.5
BNP	PARIBAS	SECURITIES	SERVICES	LUXEMBOURG/
JASDEC/FIM/LUXEMBOURG	FUNDS/UCITS	ASSETS 1,180	 5.0

GOVERNMENT	OF	NORWAY 653	 2.7
橋本　泰造 552	 2.3
藤本　武志 500	 2.1
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９） 498	 2.1
ヴェオリア・ジャパン株式会社 478	 2.0
THE	BANK	OF	NEW	YORK	MELLON	
(INTERNATIONAL)	LIMITED	131800 409	 1.7

役 員

代表取締役会長 三　本　　　守

代表取締役社長 山　口　仁　司

取 締 役 輿　石　　　浩	

取 締 役 小　池　陽　二

取 締 役 徳　山　重　男

取 締 役 吉　富　英　郎

取 締 役 柳　澤　　　茂

社 外 取 締 役 横　井　直　人

社 外 取 締 役 梅　田　明　彦

監 査 役 金　井　　　昭

社 外 監 査 役 浅　川　清　志

社 外 監 査 役 石　井　友　二

（注）	1．	持株数は千株未満を切捨て、持株比率は小数第２位以下を四捨五入
して表示しております。

	 2．	当社は自己株式を733,047株保有しておりますが、上記大株主から
は除外しております。

	 3．	持株比率は自己株式を控除して計算しております。

金融機関		6,547千株		27.49%

個人その他		8,935千株		37.51%
その他法人		1,566千株		6.58%

外国法人等		6,281千株		26.37%
金融商品取引業者		487千株		2.05%

所有者別株式分布状況

（注）		当社は自己株式を733,047株保有しておりますが、上記分布状況から
は除外しております。

9 Only One Earth
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関西

タケエイ
及び連結子会社

24社
東北

中部

㈱タケエイ
㈱タケエイ 本社（東京都港区）

東北支店（宮城県岩沼市）

東京リサイクルセンター 混合廃棄物のリサイクル工場（東京都大田区）

川崎リサイクルセンター 混合廃棄物のリサイクル工場（神奈川県川崎市）

塩浜リサイクルセンター 積替保管施設（神奈川県川崎市）

四街道リサイクルセンター 混合廃棄物のリサイクル工場（千葉県四街道市）

大木戸最終処分場 安定型最終処分場（千葉県千葉市）

成田最終処分場 安定型最終処分場（千葉県成田市）

連結子会社
環境保全㈱ 計量証明事業、環境影響調査等

本社（青森県平川市）
支店（宮城県仙台市、東京都港区）

㈱津軽バイオマスエナジー バイオマス発電事業（青森県平川市）

㈱津軽あっぷるパワー 小売電気事業（青森県平川市）

㈱花巻バイオマスエナジー バイオマス発電事業（岩手県花巻市）

花巻バイオチップ㈱ バイオマス燃料製造事業（岩手県花巻市）

㈱花巻銀河パワー 小売電気事業（岩手県花巻市）

秋田グリーン電力㈱ バイオマス発電事業（秋田県大仙市）

㈱グリーンアローズ東北 廃石膏ボードのリサイクル工場（宮城県岩沼市）

東北交易㈱ 汚泥・燃えがら・ばいじん・鉱さい等のリサイ
クル工場（福島県福島市）

㈱田村バイオマスエナジー バイオマス発電事業（福島県田村市）

㈱ギプロ 廃石膏ボードのリサイクル工場（埼玉県八潮市）

㈱タケエイエナジー&パーク 太陽光発電事業（千葉県成田市）
パークゴルフ場運営（千葉県千葉市）

㈱アースアプレイザル 環境調査、エンジニアリングレポート、不動
産鑑定業（東京都千代田区）

㈱T・Vエナジーホールディングス 再生可能エネルギー事業への投融資・運営　
（東京都港区）

㈱池田商店 廃コンクリート・鉱さい等のリサイクル工場　
（神奈川県横浜市）

㈱グリーンアローズ関東 廃石膏ボードのリサイクル工場（神奈川県横須
賀市）

㈱横須賀バイオマスエナジー バイオマス発電事業（神奈川県横須賀市）

㈱門前クリーンパーク 管理型最終処分場（石川県輪島市）

㈱北陸環境サービス 管理型最終処分場（石川県金沢市）
廃プラスチックのリサイクル工場（石川県金沢
市）

イコールゼロ㈱ 廃酸・廃アルカリ等のリサイクル工場（長野県
長野市）

㈱信州タケエイ 混合廃棄物のリサイクル工場（長野県諏訪市）
廃コンクリート等のリサイクル工場（長野県安
曇野市）
解体工事（長野県松本市）
安定型最終処分場（長野県塩尻市）

㈱タケエイグリーンリサイクル 剪定枝のリサイクル工場、堆肥(有機)製造・
販売（山梨県富士吉田市、南都留郡）

㈱タケエイメタル 鉄・非鉄スクラップ等のリサイクル工場（静岡
県静岡市）

富士車輌㈱ 環境装置・環境プラント・特殊車両の開発製
造・販売
本社工場（滋賀県守山市）
支店（東京都港区、大阪府大阪市）

関東
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〒105-0011　東京都港区芝公園2-4-1 A-10階
電話03-6361-6830（代表）　FAX：03-6361-6835

ユニバーサルデザイン
（UD）の考えに基づいた
見やすいデザインの文字
を採用しています。

IR カレンダー

●決算発表

●招集通知ご送付

●第１四半期決算発表
●定時株主総会

第１四半期 第 2四半期
4 月 5月 6月 7月 8月 9月

●第2四半期決算発表 ●第3四半期決算発表

●中間報告書ご送付

第 3四半期 第 4四半期
10 月 11月 12月 1月 2月 3月

WEBサイトのご案内

トップページ

タケエイ 検索

http://www.takeei.co.jp/

最新ニュースを参照できる
ほか、当社の事業内容につ
いてご紹介しています。ま
た、決算短信などIR関連情
報も掲載しておりますので、
ぜひご覧ください。

IR・投資家情報

株主メモ
証券コード 2151
事業年度 毎年４月１日から翌年３月31日まで
定時株主総会 毎事業年度終了後３ヵ月以内に招集
基準日 定時株主総会	 ３月31日

中間配当金	 ９月30日
期末配当金	 ３月31日

単元株式数 100株
株主名簿管理人
特別口座の口座管理機関 三菱UFJ信託銀行株式会社

同事務取扱場所 東京都千代田区丸の内１－４－５
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部

同事務連絡先 〒183－0044　東京都府中市日鋼町１－１
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
電話0120－232－711（通話料無料）

上場証券取引所 東京証券取引所
公告の方法 当会社の公告は、電子公告により行います。

ただし、事故その他やむを得ない事由によって
電子公告によることができない場合は、日本経
済新聞に掲載する方法により行います。
なお、電子公告は当会社のホームページに掲
載しており、そのアドレスは、次のとおりです。
http://www.takeei.co.jp/

1.	株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設さ
れている口座管理機関（証券会社等）で承ることとなっております。口座を開設されている
証券会社等にお問合せください。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）ではお取り扱いで
きませんのでご注意ください。

2.	未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。

株式会社タケエイ
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