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１．平成19年６月中間期の連結業績（平成18年７月１日～平成18年12月31日）

(1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年12月中間期 862 △4.9 11 △91.5 △40 －

17年12月中間期 906 △0.8 139 △34.9 108 △30.2

18年６月期 1,760 161 96

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年12月中間期 △35 － △363 86 － －

17年12月中間期 61 △25.9 629 43 546 41

18年６月期 49 509 72 442 98

（注）①持分法投資損益 18年12月中間期 －百万円 17年12月中間期 －百万円 18年６月期 －百万円
②期中平均株式数 (連結) 18年12月中間期 97,500株 17年12月中間期 97,500株 18年６月期 97,500株
③会計処理の方法の変更 無
④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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

18年12月中間期 3,309 983 29.7 10,079 48

17年12月中間期 3,104 1,038 33.4 10,651 07

18年６月期 3,117 1,028 33.0 10,535 35

（注）期末発行済株式数（連結） 18年12月中間期 97,500株 17年12月中間期 97,500株 18年６月期 97,500株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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

18年12月中間期 159 △316 244 280

17年12月中間期 95 △16 △230 164

18年６月期 221 △203 △139 193

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 ２社 持分法適用非連結子会社数 　－社 持分法適用関連会社数 －社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況
連結（新規） －社　 （除外） －社 持分法（新規） －社　 （除外） －社

２．平成19年６月期の連結業績予想（平成18年７月１日～平成19年６月30日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 1,680 △94 △99

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　△1,015円38銭
※　上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定

を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及
び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきましては、添付資料をご参照ください。
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１．企業集団の状況
　連結財務諸表提出会社（以下「当社」という）及び当社関係会社（あわせて以下「当社グループ」という）は、建設

系リサイクル事業、食品系リサイクル事業、遊技機リサイクル事業を主な事業内容としております。

　事業の内容と当社グループの当該事業における位置付けは次のとおりであります。なお、以下の４事業は、事業の種

類別セグメント情報の区分と同一であります。

(1）当社とグループ各社の事業における位置付け

事業の種類別セグメント 内容 会社名

建設系リサイクル事業

　首都圏近郊の廃棄物処理会社、ハウスメーカー、工務店等か

らの委託を受け、木くず、紙くず、廃プラスチック類、がれき

類等の産業廃棄物を当社が保有する施設において焼却、破砕、

リサイクル処理を主として行っております。あわせて住宅等の

解体工事において発生する建設系廃棄物を発生場所から処理施

設まで運搬する収集運搬業務を行っております。

当社

食品系リサイクル事業

　食品工場、スーパー、デパート、ショッピングセンター、ホ

テル等からの委託を受け、食品廃棄物のうち、リサイクルが可

能な食品循環資源である産業廃棄物及び一般廃棄物を原料とし

て受入れ、当社が保有する施設において、発酵分解による堆肥

化、メタン発酵による発電、乾燥による飼料化処理を行ってお

ります。

　再生堆肥の品質向上を目的として、農作物の栽培試験等を㈲

白井遊楽ファームにて行っております。

当社

㈲白井遊楽ファーム

遊技機リサイクル事業

　遊技機の製造メーカー、パチンコホール等からの委託による

遊技機（パチンコ台、スロット台等）及び関連機器、同付属品

の分解・選別（分別）等により、構成部品をパーツ、マテリア

ル資源として利活用可能な状態にリサイクルを行う事業を行っ

ております。

　遊技機等のリサイクルに関する企画・営業、運送・保管管理

業、リサイクルパーツの企画販売等の営業活動を㈱フジコー

ユーギにて行っております。

当社

㈱フジコーユーギ

その他事業

　ハウスメーカー、工務店等からの依頼により住宅、アパート

等の新築工事施工時に建物の解体工事の見積調査及び施工並び

に白蟻予防工事を主として行っております。あわせて、リフォー

ム会社からの依頼により、既存住宅の白蟻防除工事、家屋害虫

の駆除工事、住み替え住宅の白蟻防除システムの施工等を行っ

ております。

　東京都下、神奈川方面における白蟻工事等の施工を㈱フジ

コー相模原にて行っております。

当社

㈱フジコー相模原
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(2）事業系統図

 建設関連事業者 
・ハウスメーカー 
・工務店等 
・廃棄物処分業者  等 

建設関連事業者 
・ハウスメーカー 
・工務店等 
・廃棄物処分業者  等 

㈲白井遊楽ファーム 

食品関連事業者 
・スーパー 
・レストラン 
・食品加工工場  等 

遊技機関連事業者 
・遊技機メーカー 
・パチンコホール 
・遊技機販売業者  等 

㈱フジコーユーギ ㈱フジコー相模原 

建設系リサイクル事業 食品系リサイクル事業 遊技機リサイクル事業 その他事業 

株式会社フジコー 

廃
棄
物
の
受
入 

廃
棄
物
の
受
入 

試
験
委
託 

遊
技
機
の
受
入 

営
業
委
託 

解
体
工
事 

白
蟻
工
事 

工
事
委
託 

 

　注１．㈱フジコー相模原及び㈱フジコーユーギは連結子会社であり、㈲白井遊楽ファームは非連結子会社であります。

　注２．当社は、平成18年12月12日開催の当社取締役会において、平成19年１月14日をもって株式会社フジコー相模原を

吸収合併することを決議しております。

　注３．前連結会計年度まで、事業区分を「建設系リサイクル事業」、「食品系リサイクル事業」、「環境事業」の３セ

グメントとしておりましたが、当中間連結会計期間より「建設系リサイクル事業」「食品系リサイクル事業」「遊

技機リサイクル事業」「その他事業」の４セグメントに事業区分を変更することといたしました。
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２．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

当社グループは、「住まいと環境を守る」という経営理念に基づき、白蟻防除工事からスタートし、現在の主力事

業であります廃棄物処理・再生事業に到るまで社会的に意義のある分野において、事業活動を進めてまいりました。

建設系廃棄物処理事業でのノウハウを活かし、食品循環資源のリサイクルという新しい事業分野を開拓、さらに廃棄

物のエネルギー利用、未利用資源の活用を事業化することにより循環型経済社会の構築に貢献してまいりたいと考え

ております。

(2）会社の利益分配に関する基本方針

当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題として認識しておりますが、今後の成長に向けた設備投資を機

動的に行い、事業拡大および経営基盤の安定に向けた設備投資等の資金需要を勘案し、長期的な事業展望に備えて内

部留保を優先する方針であります。このような基本方針に基づき、成長に応じた株主の皆様への利益還元が重要課題

の一つであると認識しておりますが、現状は早期の事業拡大に向けた設備投資に注力したいと考えております。

なお、内部留保資金につきましては財務体質の安定に留意しつつ、リサイクル施設の設備投資等に活用することに

より、企業価値の向上に努めてまいります。

(3）投資単位引き下げに関する考え方及び方針等

　当社グループは、投資単位の引下げが投資家層の拡大ならびに株式の流動性を高めるための有用な施策であると考

えております。投資単位の引下げにつきましては、業績の推移、株価の状況および市場の動向等を勘案し、慎重に検

討してまいりたいと考えております。

(4）目標とする経営指標

　当社グループは、収益構造の強化と持続的な成長が重要な経営課題と認識しております。現状は、長期的な事業拡

大を目指して積極的な設備投資を行なっており、結果として借入金の増加による財務基盤の脆弱と自己資本比率が低

下しております。今後も収益構造の強化と持続的な成長に向けた設備投資が必要となりますので、当社グループとし

ては営業キャッシュフローを重要な経営指標として経営を行ない、借入金とのバランスを考慮しながら設備投資を行

なうことにより、中長期的に営業キャッシュフローの拡大と営業利益率の向上を目指しております。

(5）中長期的な会社の経営戦略

　中長期的な当社グループの戦略として、平成14年12月に閣議決定された「バイオマスニッポン総合戦略」に基づく

リサイクル事業の拡大を目指しており、食品系リサイクル事業の拡大と廃棄物のエネルギー活用に経営資源を投入す

る方針であります。国の施策におきましてもバイオマス（※）の資源化および廃棄物のエネルギー活用が望まれてお

ります。このような事業環境を当社グループの成長拡大のチャンスであると考え、積極的な設備投資により事業規模

の拡大を目指しております。

　また外部環境の変化に左右されない事業基盤の確立と廃棄物である未利用資源の利活用推進を目指し、新規事業と

して廃遊技機、廃事務機器等のリサイクル事業への取り組みを進めております。遊技機械・事務機器等の分解・分別

を行うことにより各種プラスチック原料、金属原料等マテリアル資源へのリサイクルを行う事業であります。中期的

には、パーツとしての再利用販売を目指しております。現在、中国では加速度的な経済発展によりマテリアル資源が

不足しているため世界各国から輸入しており、輸入数量は年々増加しております。また新興諸国の経済成長により、

恒常的な原油高の結果、素材価格が高騰しておりますので、事業拡大への外部環境も良好な状態が継続するものと考

えております。

　さらには同業他社との事業提携を行うことにより、事業拡大の期間短縮が可能であると考え、相互に相乗効果が発

揮できる業務提携を模索しております。中長期的な成長戦略において取り組むべき課題であると考えております。

食品循環資源のリサイクル施設は、循環型経済社会への移行という社会背景とともに食品リサイクル法が完全施行さ

れ、今後のリサイクル率向上に向けた取り組みが法制面でも進められております。このような事業環境において、同

業他社の新規施設が首都圏各地において開業されて、新規参入者が増加しております。当社グループでは、食品リサ

イクル市場は草創期から成長期への発展過程であると考えており、食品リサイクル事業のパイオニアとして、新規の

技術開発を進めております。今後の成長戦略の中核事業としてリサイクル手法の技術革新を行うとともに首都圏各地

への施設展開を目指しております。
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 建設系廃棄物処理においては、新たなリサイクル方法の確立に向け、木くず、紙くず等の木質系廃棄物をバイオマ

ス資源として活用する「バイオマスガス化発電施設」の営業運転を早期に開始し、廃棄物の適正処理と資源のエネル

ギー活用を計画しております。廃棄物をバイオマス資源として活用することにより、従来の廃棄物処理の売上に加え

て売電売上が見込まれますのでより利益率の高いリサイクル事業の実現が可能と考えております。

※バイオマスとは、生物資源(バイオ/bio)の量(マス/mass)をあらわし、エネルギー源として再利用できる動植物か

ら生まれた有機性の資源のことです。また、石油や石炭などの化石資源と対比して、「生きた燃料」ともいわれて

います。バイオマスの種類はいろいろありますが、大きく分けると廃棄物系バイオマスと栽培作物系バイオマスに

分かれます。（独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の資料より抜粋）

(6）会社の対処すべき課題

将来の企業成長に向けた取り組みを強化する方策として、安定的な成長と雇用の拡大を進める事が重要であると認

識しております。外部環境の変化に対応可能な事業体系を確立するとともに人材育成への取り組みを強化することに

より、企業基盤の確立が可能であると考えておりますので、廃棄物のリサイクルという枠組みの中で可能な限り事業

機会を創出し、企業価値の向上を図ることが重要であると認識しております。

建設系リサイクル事業におきましては、「バイオマスガス化発電施設」の建設工事を進めると供に、バイオマス資

源の利活用促進に向けた事業展開の検討を行うことにより、新市場の開拓と循環資源のリサイクルシステムの構築が

可能であると考えております。

　食品系リサイクル事業におきましては、将来の主要事業への成長を目指すとともに、食品リサイクル市場の拡大の

中でリサイクル方法の多様化を目指し、食品循環資源のエタノール化等エネルギー活用を目的とした新技術の応用に

も取り組む必要があると認識しております。

　当社グループは、新規の施設設置に関する設備投資、新規事業の開始等による投資資金を現在は金融機関からの借

入金等により調達しております。この結果、総資産に対する有利子負債は平成18年12月末において69.8％となってお

ります。当社は財務の健全性に留意しつつ、今後も積極的な設備投資を行うとともに資本業務提携等を推進する方針

でありますので、財務体質の改善は当社の重要課題と認識しております。

　当社グループが早急に対処すべき課題は、収益及び営業キャッシュ・フローの改善を実現するために業務の見直し、

原価意識の浸透及び顧客の拡大であると考えております。

　業務の見直しにつきましては、効率的な人員配置と機械設備の稼動方法の改善を行うとともに、細部において作業

手順の見直しを行っております。

　原価意識の浸透につきましては、稼動目標の徹底、日々の作業効率、メンテナンス維持管理費用の削減等、設備毎

の責任者に原価意識の浸透を図ることにより、各グループ内での改善及び効率化を推進するとともに各社員のマネジ

メント能力の向上を目指しております。

　顧客の拡大につきましては、遊技機リサイクル事業において東海、関東、東北地方を中心に積極的な営業活動を行

い、昨年後半より遊技機台の運送業務を受注するとともに廃遊技機台の受注確保に努めております。ホール各社の保

管業務を受注することにより運送・保管・リサイクルまでの一貫したサービス体制の構築を目指しております。

(7）親会社に関する事項

当社は親会社を有していないため、該当事項はございません。

(8）その他、会社の経営上の重要な事項

該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績

　当中間連結会計期間（自平成18年７月１日至平成18年12月31日）における当社グループを取り巻く事業環境は、バ

イオマスを中心とした廃棄物の利活用促進が高まる中、各地において新規施設の営業が拡大されるとともに国におい

てもバイオマスのエネルギー活用としてエタノール化等の施策が推進されております。中でも地球温暖化防止活動の

推進が世界的に高まり、テレビ、新聞等においても温暖化現象を取り上げる機会が増加しております。各種産業の事

業活動においても原単位当りの二酸化炭素排出量を削減することが求められております。

　このような事業環境において当社グループは、「バイオマスニッポン総合戦略」に基づくバイオマス利活用の一環

として、農林水産省の「バイオマス変換施設整備事業」として交付金の認定を受けた「バイオマスガス化発電施設」

の建設工事を着工し、循環型経済社会の構築に向けた取り組みを行ってまいりました。また、食品リサイクル事業に

おいても経済産業省から「平成18年度新連携対策補助金」の交付を受け、設備の効率化と低コスト運営に向けた、新

技術の開発を製造メーカーとともに進めております。さらに、新規事業として、「廃遊技機等のリサイクル事業」へ

の取り組みにおいて、茨城県に設置しましたリサイクル施設において廃棄物処分業の許可を取得し、事業の拡大に注

力してまいりました。今後も中長期的な事業規模の拡大を目指した取り組みを進めることにより、将来の事業基盤の

確立と企業収益の向上を目指しております。しかしながら工事部門の減少により、連結売上高は862百万円（前年同期

比4.9％減）となりました。バイオマスガス化発電施設の稼動に向けた人件費の増加及び廃遊技機リサイクル事業の先

行投資、再資源化センター前処理設備の改修費用の増加等、バイオマスガス化発電施設の着工遅延にともなうコミッ

トメントライン延長費用等により、連結経常損失は40百万円（前年同期は連結経常利益108百万円）、連結中間純損失

は35百万円（前年同期は中間純利益61百万円）となりました。

　事業の種類別セグメントの業績は以下の通りであります。

事業別売上高

事業部門 売上高 構成比 前年比

建設系リサイクル事業 577,708千円 67.0％ 95.8％

食品系リサイクル事業 124,559千円 14.4％ 92.5％

遊技機リサイクル事業 26,616千円 3.1％ ―　　　

その他事業 133,645千円 15.5％ 79.0％

合計 862,530千円 100.0％ 95.1％

①　建設系リサイクル事業

建設系リサイクル事業は、安定的な廃棄物処理の需要により、期首の見通しに沿った受入数量で推移しておりま

したが、破砕設備の一部不具合により11月および12月に受入制限を行った結果、売上高が計画に対して下回る結果

となりました。不具合部分につきましては、製造メーカーと協議の上、部品の交換を行うとともに改善を実施しま

したが、当社施設はフル稼働の状態で営業を行っておりますので、受入制限を行った減少分をカバーすることが出

来ず、修繕費の増加とともに利益の減少という結果となりました。建設系リサイクル事業の売上高は、577,708千円

（前年同期比4.2％減）となり、熱分解施設の人件費、減価償却費の増加等により、営業利益は145,960千円（前年

同期比38.3％減）となりました。早期にバイオマスガス化発電施設の営業運転を開始することにより受入能力の増

加を図るとともに日常の維持管理体制を徹底することにより処理能力の確保に努めてまいります。

②　食品系リサイクル事業

食品系リサイクル事業は、飼料化施設の受入数量は概ね計画通り推移し、再生飼料の販売先も増加しており、能

力向上に向けた改修を検討しております。一方、堆肥化・メタン発電施設は、メタン発電装置の発電機部分に損傷

が発生したため、昨年９月まで受入数量が計画を下回る結果となりました。また、食品リサイクル事業全般の収益

構造の改善に向け、昨年の11月に受入価格の改定を行った影響により、受入数量が減少しております。新規取引先

及び既存取引先の受入数量増加により売上高の確保を図っておりますが、中間期累計で前年を下回る結果となりま

した。原価においては、機械設備の消耗により維持管理費用が増加したため営業損失となりました。食品系リサイ

クル事業の売上高は124,559千円（前年同期比7.4％減）となり、修繕費用、消耗品費の増加等により、営業損失は

18,727千円（前年同期11,142千円の営業損失）となりました。人員配置を大幅に見直し、コストの低減と業務の効

率化を推進し、早期の黒字化に努めてまいります。
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③　遊技機リサイクル事業

遊技機リサイクル事業は、新設しました茨城工場の産業廃棄物処分業の許可を平成18年11月10日付けで取得し、

子会社である㈱フジコーユーギが積極的な営業活動に努めております。東海、首都圏、東北地区の各ホール、販売

商社、メーカー等に当社グループ独自のサービス体制を説明し、認知度の向上を図るとともに受注拡大を目指して

おります。東北地区において、輸送取次ぎを受注するとともに保管業務を開始するため倉庫の確保および管理体制

の構築に努め、早期の黒字化を目指しております。遊技機リサイクル事業の売上高は26,616千円となり、原価は概

ね計画通りでありましたが、配送業務の取扱い数量が少ないため運送費用が増加し、29,800千円の営業損失となり

ました。

④　その他事業

白アリ防除工事は、主要取引先の仕様変更により11月から新築工事件数が減少しております。薬剤メーカーから

の紹介による新規取引先の受注確保とともに既存工件数の受注は前期比で増加しておりますが、主要取引先の減少

分を補うことが出来ず売上高は133,645千円（前年同期比20.9％減）となり、営業利益は21,329千円（前年同期比

12.7％減）となりました。

(2）財政状態

キャッシュ・フローの概況

当中間連結会計期間における現金および現金同等物は、前連結会計年度末に比べ86,732千円増加し、280,374千円

となりました。主な要因としましては、社債の発行による収入391,415千円、有形固定資産の取得よる支出340,188

千円等によるものであります。

　当中間連結会計期間における各活動のキャッシュ・フローの状況と主な要因は次の通りであります。

（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、159,396千円となりました。主な要因は、減価償却費の計上140,408千円等によ

るものであります。

（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、316,843千円となりました。主な要因は、定期預金の払い戻しによる収入と建設

系リサイクル事業におけるバイオマスガス化発電施設建設工事等による有形固定資産の取得に伴う支出によるもの

であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は、244,179千円となりました。主な要因は、長期借入金の返済による支出111,862

千円、割賦代金の支払による支出61,266千円、ファイナンスリース債務返済による支出17,857千円、平成18年９月

に実施した第33期の配当実施による支出9,750千円等の資金減少によるものであります。

　なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは次の通りであります。

 
第32期

平成17年６月30日
第33期

平成18年６月30日
第33期中間期

平成17年12月31日
第34期中間期

平成18年12月31日

自己資本比率 31.6％ 33.0％ 33.4％ 29.7％

時価ベースの自己資本比率 89.6％ 58.8％ 83.2％ 35.4％

債務償還年数 3.8年 8.3年 9.1年 7.3年

インタレスト・ガバレッジ・レシオ 8.1 3.7 3.3 5.1

　注１．各指標の算出方法は次の通りであります。

①　自己資本比率：自己資本／総資産

②　時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

③　債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

　　（中間期については、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しております。）

④　インタレスト・ガバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

２．各指標は、いずれも連結ベースの財務諸表により算出しております。

３．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。
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４．営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の「営業活動によるキャッシュ・フロー」を使用し

ております。

５．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にしておりま

す。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の「利息の支払額」を使用しております。

(3）通期の見通し（平成18年７月１日～平成19年６月30日）

　通期につきましては、「バイオマスガス化発電施設」の建設工事を計画通り進めることにより、早期の営業運転開

始を行うとともに、遊技機リサイクル事業の早期黒字化に向けた取り組みを進めてまいります。また、バイオマス資

源の利活用推進に関する事業拡大につきましても引き続き取り組んでまいります。さらに廃棄物の多様なエネルギー

化を目指して、食品循環資源のエタノール化につきましても事業化の検討を進めてまいります。

　現状の収益構造は前期より大幅に悪化しておりますが、既存施設につきましては、概ね計画通りの売上及び原価計

上で推移しております。大幅な損失計上の要因は熱分解施設の稼動にともなう減価償却費の負担増、遊技機リサイク

ル事業の先行投資によるものであります。現在、食品リサイクル事業と合わせた熱分解施設の効率稼動と人員配置の

見直しによる早期の黒字化を図っております。また遊技機リサイクル事業におきましても保管業務の開始により廃遊

技機の確保と運送業務の受注拡大を図ることにより、早期の黒字化を目指しております。各設備の効率的な稼動と維

持管理費の低減に努めるとともに、顧客サービスの向上を実施することにより、収益構造の改善に努めてまいります。

　なお、通期の業績見通しにつきましては、下表のとおり見込んでおります。

平成19年６月期の連結業績予想（平成18年７月１日～平成19年６月30日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 1,680 △94 △99

業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、潜在的なリスクや不確実

性が含まれております。そのため、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合があります。
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４．事業等のリスク
　以下において、当社グループの事業展開上その他に関してリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記

載しております。なお当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の

対応に努める方針であります。また、以下の記載は本株式への投資に関連するリスクをすべて網羅するものではありま

せんので、この点ご留意ください。

(1）事業内容に関する事項について

①　廃棄物処理施設について

　当社グループの再資源化センターは平成12年から、焼却施設は平成14年から設備投資を順次行ってまいりました。

施設の設計時から公害等の発生原因の軽減と効率的な稼動を考慮した設計を行い、最新の設備を導入しております。

各設備の日常点検・維持管理・整備を徹底するとともに、火災等の事故発生防止に対してもマニュアルによる社内

管理体制を徹底し、24時間の管理体制を整えております。さらに営業管理棟を含め、各施設の建物につきましては、

震災等の自然災害に備えスラブ構造の基礎を採用する事等による対策を講じておりますが、偶発的な火災、爆発事

故の発生及び想定を超えた地震・暴風雨等天災の影響により施設が損傷・倒壊・破壊した場合、事業活動の一部ま

たは大部分が停止状態となります。このような事態が発生した場合は、当社グループの事業運営及び経営成績に多

大な影響が及ぶ可能性があります。

　万一、こうした事故を含め、排出基準を上回る環境汚染物質を排出してしまった場合は操業停止が命じられる事

があります。また当社グループ処理施設の周辺地域に甚大な影響が生じ、当社グループに対して多大な損害賠償請

求が発生する可能性があります。

②　当社グループの事業所用地について

　当社グループの処理施設は千葉県白井市にありますが、施設用地及び道路用地の一部を賃借しております。この

うち白井再資源化センター用地は平成20年９月30日まで、焼却施設用地は平成23年６月30日までの賃借となってお

り、その後は貸主、借主からの解約の申し出がない場合は、いずれも１年毎の自動更新となっております。

　現時点において、用地の貸主と当社グループの関係は良好で、賃貸条件の変更や更新拒絶がなされる可能性は低

いものと考えておりますが、貸主の事情により、当該用地が第三者に売却された場合等においては、賃借料の値上

げ等の条件変更がなされるケース、期間満了後に契約更新されないケースが発生する恐れは否定できません。契約

の更新がなされない場合、解除その他の理由により当社グループの処理施設の事業所用地に関する賃貸借契約が終

了した場合には、代替の事業所用地を確保することは困難を伴うことが予想され、当社グループの事業継続が困難

となる可能性があります。当社グループとしては、上述の通り賃貸借契約が継続しない可能性もあります。また、

新しい事業所用地の確保には各種許可や自治体との事前協議等が必要であり、万一移転等の必要性が発生した場合、

移転先での操業開始には長期の手続き期間が発生いたします。今後、長期間の賃借契約の締結等、安定的な事業基

盤の形成に努める方針でありますが、現時点ではかかる安定的な事業所用地の確保が保証されるものではありませ

ん。

(2）リサイクル事業に関する法的規制について

　当社グループの建設系リサイクル事業および食品系リサイクル事業は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以

下廃棄物処理法という。）「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」（以下食品リサイクル法という。）の

許認可に基づく事業展開を行っております。当社グループが取得しております許可および登録は廃棄物処理法に基づ

くものが大部分でありますが、当該許可および登録に関しては多くの規制がございます。当社グループの事業活動を

取り巻く法的規制は次のとおりであります。
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①　許可の新規取得と更新について

　産業廃棄物収集運搬業・処分業および一般廃棄物処分業許可の新規取得及び更新時において、一般廃棄物処分業

においては廃棄物処理法第７条第５項、産業廃棄物収集運搬業・処分業においては廃棄物処理法第14条第５項に記

載されている基準に当社グループが適合していると認められない場合、許可の新規取得の申請が却下されたり、更

新がされない可能性があります。

　また、産業廃棄物収集運搬業・処分業許可の新規取得及び更新時ならびに一般廃棄物および産業廃棄物処理施設

の設置許可申請を行う際に提出する申請書類には、一定の持株比率を有する株主の住民票の写し、登記事項証明書

もしくは登記簿の謄本等特殊な書類の提出義務があります。かかる書類・手続き等が不備である場合、許可の新規

取得の申請が却下されたり、更新がされない可能性があります。

　現在、当社グループは当該基準に適合しておりますので、平成18年の産業廃棄物収集運搬業及び処分業、一般廃

棄物処分業の更新許可および遊技機りサイクル事業での新規処分業の許可を取得しており、許可の新規取得の申請

が却下されたり、更新がされない事由はございません。万一、当該基準に当社グループが適合しなくなった場合は

許可の新規取得の申請が却下されたり、更新がされないため、当社グループの事業活動は事実上停止状態となりま

す。

②　当社グループの事業活動の停止および取消し要件について

　廃棄物処理法には収集運搬業および処分業許可についての停止要件ならびに取消し要件が定められております。

これらの要件に当社グループが該当する可能性がある場合、当社グループに対し、指導、改善命令、措置命令、営

業停止等の行政処分がなされることになり、改善が認められない場合等、許可の取消し処分が下される恐れがあり

ます。また当社グループが今後、リサイクル事業を拡大する際にも廃棄物処理法における許認可の取得が前提とな

り、当社グループが廃棄物処理業許可の停止ならびに取消し要件に該当した場合、新規の許可取得は不可能となり

ます。このような事態が発生した場合、リサイクル事業からの撤退を含めた経営判断を迫られ、当社グループの事

業展開は大きく影響を受けることになる可能性があります。

　現在、当社グループは当該基準に抵触して許可の停止および取り消し要件に該当する事由はございません。万一、

当該基準に当社グループが該当した場合は許可の停止および取り消し処分となり、当社グループの事業活動は事実

上停止状態となります。

③　その他配慮すべき法令について

　その他、当社グループが事業を行う上で配慮すべき環境に関連する主な諸法令には以下のものがあります。

１）大気汚染防止法およびダイオキシン類対策特別措置法

　当社グループが設置する、焼却炉およびボイラー等の設置、維持管理について、同法により規制されておりま

す。これらの施設を設置する際は、設置届（施設の概要、排出ガスの量、組成等の予想値を記載）および排出ガ

スの定期的な測定と測定結果の保存が義務付けられております。

２）水質汚濁防止法

　当社グループの設置する施設から排出する雨水等の水質基準について、同法により規制されております。

３）悪臭防止法

　当社グループの設置する施設から発生する臭気等の基準について、同法により規制されております。

４）騒音規制法・振動規制法

　当社グループが設置する、送風機、破砕機等から発生する騒音、振動について同法および同法に基づく「白井

市公害防止条例」により規制されております。設置機器から発生する騒音および振動を基準値以内にするため、

防音および防振対策を講じる必要があります。

５）食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律

　食品循環資源の再生利用並びに発生の抑制及び減量を促進することを目的としています。具体的には食品加工

事業者、国、地方自治体等の責務を明確にし、運用方法と目標を定められています。

６）建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

　建設工事（建物の新築および解体工事）から発生する「木材」「コンクリート片」「アスファルト片」を再資

源化することが規定されております。当社グループで受注しております解体工事において、工事着工前の届出お

よび分別解体の施工・発生材の再資源化施設への搬入等が義務付けられております。
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④　産業廃棄物処理に関する法的規制に対する行政の変化について

　現在のところ、これらの法律および規制が当社グループの事業展開の障害になるようなケースはありません。し

かしながら、社会的な環境意識の高まりにより上記諸法令の規制が一段と強化される可能性があります。また、当

社グループが全ての法律および規制の解釈を含め、完全に掌握していない可能性もあります。さらに解釈に関して、

当社グループと行政側に相違があるケースも存在する可能性があります。当社グループは、法令遵守を徹底する上

でも、その解釈について疑義がある場合は、その疑義が解消されるまで、努力していく方針であります。

　今後、当社グループの事業が新たな何らかの法的規制を受けた場合には、当社グループの事業展開が中断もしく

は延期、規制への対処のためのコスト発生などによって、業績に影響が及ぶ可能性があります。

(3）財政状況、経営成績について

①　建設系リサイクル事業への依存度について

　当社グループは、現時点で、建設系リサイクル事業に対する売上高、利益額の比重が高くなっております。現在、

産業廃棄物処理施設、特に焼却施設につきましては、法的規制強化等の影響から施設の絶対数が不足しており、需

要超過の状況にあります。当社グループ処理施設におきましても新規施設の完成後、多数の委託契約申込があり、

現在フル稼働の状態が続いておりますので、建設系リサイクル事業においては新たに新規施設が完成するまで受入

数量の大幅な増加は見込めません。都市部近郊における焼却施設の新設は現在の環境下においては難しく、今後も

現在の状況が続くものと当社グループでは考えておりますが、今後、首都圏近郊において廃棄物処理施設が増加し

た場合または画期的な処理技術の開発により処理価格が著しく下落した場合ならびに受入数量が減少した場合には、

当社グループの事業成績に影響を与える可能性が高いものと考えられます。

当社グループとしては、食品系リサイクル事業においても需要の拡大に対応するため、計画を含め積極的な設備

投資を行っております。また新規契約先の開拓により、受入数量の増加が見込めるため、当社グループの業績への

影響を軽減できるものと考えておりますが、その確証はありません。

②　借入金の依存度が高いことについて

当社グループの主要業務である廃棄物処理事業は、設備投資に多額の資金が必要であり、現在保有しております

諸設備の資金調達は大部分が金融機関からの借入等に依存しております。このため、平成18年12月末現在の連結総

資産に占める借入金および設備購入にともなう割賦未払金等の割合は69.8％と高くなっております。従って、金利

の変動により支払利息の負担が増加し、さらに返済額が営業キャッシュフローで補えない事態が発生し、新規の資

金調達が必要な場面において調達が出来ない可能性があります。このような事態が発生した場合、当社グループの

経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

現在計画中の設備投資においても、資金の借入、リース等による資金調達を行う必要が生じるものと予想されま

す。そのため、今後も総資産に占める有利子負債の割合は高水準で推移する見通しであり、金利変動が当社グルー

プの経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(4）当社の組織体制について

小規模組織であることについて

　当社は、平成18年12月末現在、役員７名、従業員83名（使用人兼務役員を除く）と組織が小さく、内部管理体制

も当該組織規模に応じたものとなっております。今後、食品系リサイクル事業の積極的な展開を目指していく上で、

事業推進に適応した優秀な人材の確保が重要であると認識しております。あわせて、管理体制の強化、適切かつ十

分な組織的対応を行うためにも人材の拡充ならびに組織体制の強化が必要であることも認識しております。当社グ

ループはこのような認識のもと、積極的に優秀な人材を採用していく方針であります。

しかしながら、当社グループの求める人材が適時に確保できない場合、組織的対応および管理体制の強化が順調

に進まない場合は、事業遂行および拡大に悪影響を及ぼす可能性があります。
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(5）今後の経営方針について

①　廃棄物のリサイクルおよび処理施設の新設等について

　当社グループは、木くず・紙くず等の廃棄物をバイオマス資源として活用する「バイオマスガス化発電施設」の

建設工事を進めており、平成19年10月の完成を目指しております。しかしながら、当社グループの計画通りに施設

が稼動しない場合ならびに受託契約が伸びず、廃棄物の受入数量が増加しない場合や受入単価が下落した場合には、

減価償却費等の負担増および借入金による支払利息の増加等により、当社グループの経営成績に多大な影響を及ぼ

す可能性があります。

　また、食品リサイクル施設の拡充を含め、今後の設備投資計画は、当社グループの企業規模と比較して、多額の

資金調達を必要とするため、調達が不調に終わる恐れもあります。その場合、当社グループは中期的戦略を変更せ

ざるを得なくなります。

②　処理施設の建設許可について

　廃棄物処理業においては、処理施設の設置許可（廃棄物処理法第15条）が必要となりますが、その許可申請に当

たっては、建築基準法第51条に基づく位置指定許可を得る必要があります。その他、都市計画法第29条開発行為許

可（市街化調整区域に建設する場合）、大気汚染防止法等の環境規制法令に基づく届出、自治体との事前協議等も

必要となる場合があります。廃棄物処理施設の設置許可基準は廃棄物処理法第15条の２に定められております。

　また、近年は環境保全の観点から、廃棄物処理施設の構造基準・維持管理基準の規制が強化されておりますので、

今後は、実質的に廃棄物処理施設の設置許可が取得し難い状況が想定されます。

　当社グループはこのような事業環境においても、既に稼動中の処理施設の設置許可を順次取得し、現在に至って

おります。今後計画しております施設の増設（拡張工事）に関する建設許可の手続きにつきましても順次進めてお

り「バイオマスガス化発電施設」の許認可についても許可を取得し、現状におきましては今後の事業展開に支障を

きたす事実はございませんが、処理施設の建設に関し、必要な許認可等が何らかの理由で取り消しになった場合、

新しく申請した許認可等が何らかの理由で取得できなかった場合には、当社グループの事業活動が制約され、今後

の経営成績に影響が及ぶ可能性があります。

③　食品系リサイクル事業の将来性について

１）食品リサイクル事業について

　当社グループは、現在、食品系リサイクル事業において食品循環資源の堆肥化・飼料化を中心に進めておりま

す。現時点において、当社グループの営業活動範囲である首都圏近郊において、食品循環資源の大型処理施設が

少ないこともあり、競争力を有した事業展開が可能になっております。しかしながら、平成18年３月より食品リ

サイクル法が完全施行された事により、食品循環資源のリサイクル市場へ数多くの企業の参入し、大型のリサイ

クル施設を設置されております。当社グループは、食品循環資源の堆肥化・飼料化・バイオガス発電を組み合わ

せたリサイクルシステムの構築により、競争力を確保するための活動を進めておりますが、競争環境が急変する

可能性があります。また、今後、画期的な新技術や他のリサイクル方法により、当社グループ方式が陳腐化その

他で受け入れられなくなった場合ならびに食品工場等のリサイクル技術の革新等により、食品廃棄物の発生が著

しく減少した場合には、当社グループの事業が抑制され、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があり

ます。

２）飼料化リサイクル事業について

　当社グループは、食品循環資源の飼料化リサイクル事業の展開を進めております。食品循環資源の飼料化は、

再生飼料の安全性、品質、保存方法等の課題はありますが、現状輸入飼料に依存している畜産経営のコスト削減

を目的とした再生飼料の需要は高まるものと見込んでおります。しかしながら、供給ルートの確保ができない場

合は、飼料化リサイクル事業として十分な競争力を確立できないため、投下した施設建設費、機械購入費等を回

収できる確証はありません。

３）白井事業所以外での展開について

　当社グループは、食品系リサイクル事業においては、中期的な展望として白井事業所以外での再資源化センター

の新設を検討しておりますが、その場合、当社グループの実績がなく、知名度が低い地域において施設設置に関

する許認可手続きを進める必要が生じます。当社グループの計画通りに施設設置の手続きが円滑に進行しない可

能性があります。その場合、当社グループは中期的戦略を変更せざるを得なくなります。
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④　遊技機系リサイクル事業の将来性について

　当社グループは、環境保全と循環型社会の構築に向けた取り組みとして、建設系リサイクル事業ならびに食品

系リサイクル事業を行っておりますが、新たに廃遊技機、廃事務器等リサイクルの事業化への取り組みを開始し

ております。現時点における遊技機リサイクルに関する業界動向は「資源の有効利用の促進に関する法律」の「指

定再利用促進製品」に指定されたことにより、遊技機メーカー、パチンコホール、流通、運送会社、その他の関

連する事業者が協力し、遊技機のリサイクルモデルを構築するための取り組みを展開しております。今後も遊技

機のリサイクル需要が高まるものと予想され、運送・保管業務との相乗効果もあり、営業活動においても良好な

反応を得ております。しかしながら、既存のリサイクル事業者も多数存在するため、競争環境が急変した場合、

当社グループが新規参入業者であるため、当社グループの計画していた廃遊技機の受入確保が出来ない場合は、

当社グループの経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(6）株式価値の希薄化について

　当社は、平成12年６月５日開催の臨時株主総会における特別決議により、当社取締役２名に対し、旧商法第280条ノ

19の規定に基づき新株引受権（ストックオプション）を付与しております。加えて、平成12年６月20日に商法等改正

整備法第19条第２項の規定により新株予約権付社債とみなされる第１回新株引受権付社債を発行しております。

　これらが行使された場合、保有株主の株式価値を希薄化させる可能性があります。また、当社株式の株価次第では

短期的な需要バランスの変動が発生し、株価への影響を及ぼす可能性があります。

　概況は以下の通りであります。

①　旧商法第280条ノ19の規定に基づく特別決議による新株引受権の状況

（平成12年６月５日　臨時株主総会　特別決議）

 
最近事業年度末現在
（平成18年６月30日）

平成19年２月９日時点

新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 4,000 4,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 2,000 2,000

新株予約権の行使期間
自　平成14年８月１日

至　平成22年５月31日

自　平成14年８月１日

至　平成22年５月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　　　 2,000

資本組入額　　　　　 1,000

発行価格　　　　　　 2,000

資本組入額　　　　　 1,000

新株予約権の行使の条件 （注）２ （注）２

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）２ （注）２

　（注）１．時価を下回る価額で新株式を発行（新株引受権等の権利行使による場合を除く）する時には、次の算式によ

り発行価額を調整し調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものとします。

  
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額  

 
調整後発行価額 ＝ 調整前発行価額 ×

新規発行前の株価  

 既発行株式数 ＋ 新規発行による増加株式数  

また、株式の分割又は併合を伴う場合、発行価額は当該分割又は併合の比率に応じ比例的に調整されるもの

とし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものとします。

２．主な新株引受権の行使条件及び譲渡に関する事項は次の通りであります。

①　対象者が死亡した場合は、死亡後２年内に限りその相続人が新株引受権を行使することができる。

②　対象者が取締役または使用人で無くなった場合は、当該新株引受権は喪失するものとする。

③　新株引受権の譲渡、またはこれに担保権を設定することは認められないものとする。

④　その他の条件については、当社と付与対象者との間で締結する新株引受権付与契約書に定めるところによ

る。
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②　商法等改正整備法第19条第２項の規定により新株予約権付社債とみなされる新株引受権の状況

第１回新株引受権付社債の新株引受権（平成12年６月20日発行）

 
最近事業年度末現在
（平成18年６月30日）

平成19年２月９日時点

新株引受権の残高（千円） 24,000 24,000

新株引受権の権利行使により発行する株式の行使

価格（円）
2,000 2,000

資本組入額（円） 1,000 1,000

(7）減損会計について

　当社グループは平成18年6月期連結会計年度より「固定資産の減損に係る会計基準」及び「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」を適用しております。当社グループの固定資産・リース資産について、稼働率の低下及び利

益率の低下等により、施設毎の損益または営業キャッシュ・フローの継続的なマイナスにより減損処理が必要とな

り減損損失を計上する必要が生じた場合、業績に影響を与える可能性があります。

(8）Ｍ＆Ａについて

　当社グループでは、今後の事業規模の拡大を図る手段として廃棄物処理施設の設置許可取得期間を短縮するため、

Ｍ＆Ａを重要な手法として位置づけております。Ｍ＆Ａを行う際は、その対象企業の財務内容や契約関係等につい

て詳細なデューデリジェンスを行うことによって極力リスクの低減に努める所存でありますが、Ｍ＆Ａを行った後

に、偶発債務や未認識債務が発生する場合等が考えられます。また、Ｍ＆Ａの対象会社が外部環境の変化等各種の

要因により、当社の当初の期待どおりの、成果をあげられない可能性もあります。これらの場合には、当社グルー

プの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。
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５．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末

（平成17年12月31日）

当中間連結会計期間末

（平成18年12月31日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金 ※２  233,934   321,945    259,273  

２．受取手形及び売掛金   239,783   222,343    237,309  

３．たな卸資産   1,076   693    1,556  

４．その他   78,752   49,345    71,945  

貸倒引当金   △102   △126    △99  

流動資産合計   553,444 17.8  594,201 18.0 40,757  569,984 18.3

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産 ※１           

(1）建物及び構築物 ※2,3 951,732   1,048,273    1,007,753   

(2）機械装置及び運搬
具

※2,3 912,982   1,007,231    1,058,670   

(3）土地 ※２ 182,535   301,941    183,887   

(4) 建設仮勘定  329,341   211,184    130,776   

(5) その他  10,291 2,386,885  15,860 2,584,490  197,605 16,541 2,397,631  

２．無形固定資産   5,177   5,436    6,060  

３．投資その他の資産            

(1）投資有価証券  11,545   14,477    12,606   

(2）長期前払費用  129,585   93,852    111,380   

(3）その他  18,065 159,197  17,049 125,378  △33,818 20,110 144,097  

固定資産合計   2,551,259 82.2  2,715,305 82.0 164,046  2,547,789 81.7

資産合計   3,104,703 100.0  3,309,507 100.0 204,803  3,117,773 100.0
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前中間連結会計期間末

（平成17年12月31日）

当中間連結会計期間末

（平成18年12月31日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．支払手形及び買掛金   73,181   92,064    94,865  

２．短期借入金   －   100,000    10,000  

３．一年以内返済予定長
期借入金

※２  244,199   192,458    206,422  

４. 一年以内償還社債   15,000   165,000    85,000  

５．未払金 ※２  298,243   353,769    236,041  

６．未払法人税等   50,992   2,362    －  

７．その他   47,427   44,389    51,696  

流動負債合計   729,044 23.5  950,043 28.7 220,998  684,025 21.9

Ⅱ　固定負債            

１．社債   112,500   512,500    235,000  

２．長期借入金 ※２  480,866   425,852    513,750  

３．長期未払金 ※２  665,631   404,018    586,968  

４．役員退職慰労引当金   31,934   －    35,675  

５．その他   46,247   33,833    33,467  

固定負債合計   1,337,180 43.1  1,376,204 41.6 39,024  1,404,862 45.1

負債合計   2,066,225 66.6  2,326,247 70.3 260,022  2,088,887 67.0

            

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   178,375 5.7  － － △178,375  － －

Ⅱ　資本剰余金   299,235 9.6  － － △299,235  － －

Ⅲ　利益剰余金   558,755 18.0  － － △558,755  － －

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

  2,113 0.1  － － △2,113  － －

資本合計   1,038,478 33.4  － － △1,038,478  － －

負債及び資本合計   3,104,703 100.0  － － △3,104,703  － －

            

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１．資本金   － －  178,375 5.4 178,375  178,375 5.7

２．資本剰余金   － －  299,235 9.0 299,235  299,235 9.6

３．利益剰余金   － －  501,858 15.2 501,858  547,083 17.6

株主資本合計   － －  979,468 29.6 979,468  1,024,693 32.9

Ⅱ　評価・換算差額等            

その他有価証券評価差額
金

  － －  3,281  3,281  2,503  

評価・換算差額等合計   － －  3,281 0.1 3,281  2,503 0.1

Ⅲ　新株予約権   － －  240 0.0 240  240 0.0

Ⅳ　少数株主持分   － －  270 0.0 270  1,449 0.0

純資産合計   － －  983,259 29.7 983,259  1,028,886 33.0

負債純資産合計   － －  3,309,507 100.0 3,309,507  3,117,773 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

  

前中間連結会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   906,590 100.0  862,530 100.0 △44,060  1,760,960 100.0

Ⅱ　売上原価   646,975 71.4  721,548 83.7 74,573  1,324,621 75.2

売上総利益   259,615 28.6  140,981 16.3 △118,633  436,339 24.8

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

※１  119,851 13.2  129,064 14.9 9,212  274,463 15.6

営業利益   139,763 15.4  11,917 1.4 △127,846  161,875 9.2

Ⅳ　営業外収益            

１．受取利息  90   3    160   

２．受取配当金  70   74    159   

３．雇用等助成金
収入

 －   463    385   

４. 金利スワップ
評価益

 4,493   203    9,277   

５．連結調整勘定
償却額

 623   －    1,246   

６．還付加算金  －   629    －   

７．その他  332 5,609 0.6 689 2,064 0.2 △3,545 946 12,176 0.7

Ⅴ　営業外費用            

１．支払利息  29,123   32,469    61,061   

２．社債発行費  －   8,584    2,800   

３．支払手数料  7,837   10,068    13,991   

４．貸倒引当金繰
入

 －   2,494    －   

５．その他  0 36,960 4.0 450 54,066 6.2 17,105 192 78,045 4.4

経常利益又は
経常損失
（△）

  108,413 12.0  △40,084 △4.6 △148,497  96,006 5.5

Ⅵ　特別利益            

１．固定資産売却
益

※２ －   190    2,781   

２．役員退職慰労
引当戻入益

 4,860   8,683    4,860   

３．その他  － 4,860 0.5 － 8,873 1.0 4,013 23,046 30,687 1.7

Ⅶ　特別損失            

１．固定資産売却
損

※３ 172   －    340   

２．固定資産除却
損

※４ －   4,481    29,608   

３．土地寄付額  2,300   －    －   

４．その他 ※５ 187 2,659 0.3 － 4,481 0.5 1,821 9,913 39,862 2.3

税金等調整前
中間（当期）
純利益又は純
損失（△）

  110,613 12.2  △35,692 △4.1 △146,305  86,831 4.9

－ 17 －



  

前中間連結会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

法人税、住民
税及び事業税

※６ 49,074   1,913    36,388   

法人税等調整
額

※６ 169 49,243 5.4 △951 962 △0.1 △48,281 1,795 38,183 2.2

少数株主損失   － －  1,179 0.1 1,179  1,050 0.1

中間（当期）
純利益又は純
損失（△）

  61,369 6.8  △35,475 △4.1 △96,845  49,697 2.8
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(3) 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

中間連結剰余金計算書

  

前中間連結会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

（資本剰余金の部）    

Ⅰ　資本剰余金期首残高   299,235

Ⅱ　資本剰余金増加高    

　　公募増資による新株の発行  － －

Ⅲ　資本剰余金中間期末残高   299,235

（利益剰余金の部）    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   512,011

Ⅱ　利益剰余金増加高    

中間純利益  61,369 61,369

Ⅲ　利益剰余金減少高    

配当金  14,625 14,625

Ⅳ　利益剰余金中間期末残高   558,755

    

中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年12月31日）

株主資本
評価・換算差
額等 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金  株主資本合計 
その他有価証
券評価差額金

平成18年６月30日残高

（千円）
178,375 299,235 547,083 1,024,693 2,503 240 1,449 1,028,886

中間連結会計期間中の変

動額

剰余金の配当   △9,750 △9,750    △9,750

中間（当期）純損失   △35,475 △35,475    △35,475

株主資本以外の項目の

中間連結会計期間中の

変動額（純額）

   － 778 － △1,179 △400

中間連結会計期間中の変

動額合計（千円）
－ － △45,225 △45,225 778 － △1,179 △45,626

平成18年12月31日残高 178,375 299,235 501,858 979,468 3,281 240 270 983,259

－ 19 －



前連結会計年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

株主資本
評価・換算差
額等 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金  株主資本合計 
その他有価証
券評価差額金

平成17年６月30日残高

（千円）
178,375 299,235 512,011 989,621 453 240 － 990,314

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当   △14,625 △14,625    △14,625

当期純利益   49,697 49,697    49,697

株主資本以外の項目の

連結会計年度中の変動

額（純額）

   － 2,049 － 1,449 3,499

連結会計年度中の変動額

合計（千円）
－ － 35,072 35,072 2,049 － 1,449 38,571

平成18年６月30日残高 178,375 299,235 547,083 1,024,693 2,503 240 1,449 1,028,886
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  

前中間連結会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

対前中間期比

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

     

税金等調整前中間
（当期）純利益（△
純損失）

 110,613 △35,692  86,831

減価償却費  120,523 140,408  260,764

連結調整勘定償却額  △623 －  △1,246

貸倒引当金の増加額  11 26  9

役員退職慰労引当金
の増減額（△減少
額）

 △2,385 △8,683  1,355

受取利息及び受取配
当金

 △160 △78  △320

支払利息  29,123 32,469  61,061

有形固定資産売却損
益（△売却益）

 172 △190  △1,183

有形固定資産除却損  － 4,481  23,091

土地寄付額  2,300 －  2,300

売上債権の増減額
（△増加額）

 △25,147 14,966  △22,674

たな卸資産の増減額
（△増加額）

 △68 862  △547

仕入債務の増減額
（△減少額）

 13,087 △2,801  33,287

未払金の増減額（△
減少額）

 △24,843 142,228  △38,155

未払消費税等の増減
額（△減少額）

 △18,659 2,946  △14,626

その他  △4,144 △119,157  5,189

小計  199,799 171,786 △28,012 395,136

利息及び配当金の受
取額

 99 104  296

利息の支払額  △28,706 △31,082  △59,708

受取補償金  － －  16,966

法人税等の還付額  － 21,995  －

法人税等の支払額  △75,322 △3,407  △131,299

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 95,869 159,396 63,526 221,391

－ 21 －



  

前中間連結会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

対前中間期比

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

     

定期預金等の預入に
よる支出

 △22,009 △15,000  △43,018

定期預金の払戻によ
る収入

 144,036 39,060  169,321

有形固定資産の取得
による支出

 △240,585 △340,188  △430,732

無形固定資産の取得
による支出

 △3,800 △315  △4,936

有形固定資産の売却
による収入

 28 190  2,089

有形固定資産のリー
ス化による回収

 109,000 －  109,000

投資有価証券の取得
による支出

 △370 △374  △742

関係会社出資金の払
込による支出

 － △200  －

貸付による支出  △3,000 △280  △5,300

貸付の回収による収
入

 － 314  278

その他  335 △50  235

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △16,365 △316,843 △300,478 △203,806

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

     

短期借入の純増減額  － 90,000  10,000

長期借入れによる収
入

 － 10,000  150,000

長期借入金の返済に
よる支出

 △134,751 △111,862  △289,644

社債の発行による収
入

 － 391,415  197,200

社債の償還による支
出

 △7,500 △42,500  △15,000

割賦代金の支払によ
る支出

 △63,120 △61,266  △151,896

ファイナンスリース
債務の返済による支
出

 △7,807 △17,857  △23,965

特定融資枠設定にと
もなう支出

 △3,000 △4,000  △4,000

配当による支出  △14,625 △9,750  △14,625

その他  － －  2,500

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △230,803 244,179 474,983 △139,431

－ 22 －



  

前中間連結会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

対前中間期比

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

 △119 － 119 －

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増減額（△減少額）

 △151,419 86,732 238,152 △121,845

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 315,487 193,641 △121,845 315,487

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

※ 164,067 280,374 116,306 193,641

      

－ 23 －



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数　　１社

連結子会社の名称

㈱フジコー相模原

(1）連結子会社の数　　２社

連結子会社の名称

㈱フジコー相模原

㈱フジコーユーギ

(1）連結子会社の数　　２社

連結子会社の名称

㈱フジコー相模原

㈱フジコーユーギ

上記のうち、㈱フジコーユーギ

については、当連結会計年度に

おいて新たに設立したため、連

結の範囲に含めております。

 (2）非連結子会社の数　　１社

非連結子会社の名称

㈲白井遊楽ファーム

(2）非連結子会社の数　　２社

非連結子会社の名称

㈲白井遊楽ファーム

他１社

(2）非連結子会社の数　　１社

非連結子会社の名称

　　　　同左

 （連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、小規模であ

り、総資産、売上高、中間純損

益（持分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）等は、

いずれも中間連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていないため

であります。

（連結の範囲から除いた理由）

　　　　同左

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、小規模であ

り、総資産、売上高、当期純損

益（持分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）等は、

いずれも連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしていないためであ

ります。

２．持分法の適用に関する事

項

(1）持分法適用の関連会社数

該当事項はありません。

(1）持分法適用の関連会社数

　　　　同左

(1）持分法適用の関連会社数

　　　　同左

 (2）持分法を適用していない非連結

子会社

非連結子会社

　㈲白井遊楽ファーム

(2）持分法を適用していない非連結

子会社

非連結子会社

　㈲白井遊楽ファーム

　他１社

(2）持分法を適用していない非連結

子会社

非連結子会社

　㈲白井遊楽ファーム

 （持分法の適用範囲から除いた理

由）

　持分法非適用会社（非連結子

会社㈲白井遊楽ファーム）は、

中間純損益（持分に見合う額）

及び利益剰余金（持分に見合う

額）等に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ、全体としても重要性

がないため持分法の適用範囲か

ら除いております。

　また、㈲天惠農舎は、当中間

連結会計期間において資本関係

を解消したため関連会社には該

当いたしません。

（持分法の適用範囲から除いた理

由）

　持分法非適用会社（非連結子

会社㈲白井遊楽ファーム他１

社）は、中間純損益（持分に見

合う額）及び利益剰余金（持分

に見合う額）等に及ぼす影響が

軽微であり、かつ、全体として

も重要性がないため持分法の適

用範囲から除いております。

（持分法の適用範囲から除いた理

由）

　持分法非適用会社（非連結子

会社㈲白井遊楽ファーム及び関

連会社㈲天惠農舎）は、当期純

損益（持分に見合う額）及び利

益剰余金（持分に見合う額）等

に及ぼす影響が軽微であり、か

つ、全体としても重要性がない

ため持分法の適用範囲から除い

ております。　

 また、㈲天惠農舎は、当連

結会計年度において資本関係

を解消したため関連会社には

該当いたしません。

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

　連結子会社の中間決算日は、中間

連結決算日と一致しております。

　　　　　　同左 　連結子会社の事業年度の末日は、

連結決算日と一致しております。

４．会計処理基準に関する事

項

   

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券

①　有価証券

その他有価証券

①　有価証券

その他有価証券

 時価のあるもの

中間連結決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全部

資本直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定し

ております。）

時価のあるもの

中間連結決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算定

しております。）

時価のあるもの

連結決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定して

おります。）

 時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

　　同左

時価のないもの

　　同左

 ②　デリバティブ

時価法

②　デリバティブ

　　　　同左

②　デリバティブ

　　　　同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

 ③　たな卸資産

(イ）原材料

総平均法に基づく原価法

③　たな卸資産

(イ）原材料

　　　同左

③　たな卸資産

(イ）原材料

　　　同左

 (ロ）貯蔵品

最終仕入原価法による原価法

(ロ）貯蔵品

　　　同左

(ロ）貯蔵品

　　　同左

(2）重要な減価償却資産の減

価償却の方法

①　有形固定資産

定率法

ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（附属設備を除

く）は定額法によっております。

なお主な耐用年数は次のとおり

であります。

①　有形固定資産

　　　　同左

①　有形固定資産

　　　　同左

 建物及び構築物 15～38年

機械装置及び運

搬具
４～15年

  

 ②　無形固定資産

定額法

なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用

可能期間（５年）による定額法

によっております。

②　無形固定資産

　　　　同左

 

②　無形固定資産

　　　　同左

 

(3）重要な引当金の計上基準 ①　貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失

に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については

個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しておりま

す。

①　貸倒引当金

　　　　同左

①　貸倒引当金

　　　　同左

 ②　役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づく中間期末

要支給額を計上しております。

②　　　　──────

 

 

 

（追加情報）

役員退職慰労引当金につい

ては、役員の退職慰労金の支給

に備えるため、内規に基づく要

支給額が残高となるように計上

しておりましたが、平成18年９

月22日開催の定時株主総会終結

の時をもって役員退職慰労金制

度を廃止し、同株主総会におい

て役員退職慰労金の打ち切り支

給が承認されました。打ち切り

支給に関する支払時期は各役員

の退任時であるため、役員退職

慰労引当金残高26,992千円を

全額取崩し、固定負債の「長期

未払金」に計上しております。

②　役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づく期末要支

給額を計上しております。

(4）重要なリース取引の処理

方法

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。

　　　　　　同左 　　　　　　同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

(5）重要なヘッジ会計の方法 ①　ヘッジ会計の方法

金利スワップについて、特例処

理の条件を充たしている場合に

は特例処理を採用しております。

①　ヘッジ会計の方法

　　　　同左

①　ヘッジ会計の方法

　　　　同左

 ②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段……金利スワップ

ヘッジ対象……借入金利息

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段……同左

ヘッジ対象……同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段……同左

ヘッジ対象……同左

 ③　ヘッジ方針

金利変動リスクの回避及び金融

収支改善のため、ヘッジ取引を

行っております。

③　ヘッジ方針

　　　　同左

③　ヘッジ方針

　　　　同左

 ④　ヘッジ有効性評価の方法

特例処理の要件を満たしている

場合は、有効性の評価を省略し

ております。

④　ヘッジ有効性評価の方法

　　　　同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

　　　　同左

(6）その他中間連結財務諸表

（連結財務諸表）作成の

ための基本となる重要な

事項

①　消費税等の処理方法

税抜方式によっております。

①　消費税等の処理方法

　　　　同左

①　消費税等の処理方法

　　　　同左

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。

　　　　　　同左 　　　　　　同左
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当中間連結会計期間より、固定資産の減損

に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会

計基準の設定に関する意見書」（企業会計審

議会 平成14年８月９日））及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第６号　平成15年10月31日）を

適用しております。これによる損益に与える

影響はありません。

 ─――――― （固定資産の減損に係る会計基準）

　当連結会計年度より、固定資産の減損に係

る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基

準の設定に関する意見書」（企業会計審議

会 平成14年８月９日））及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第６号　平成15年10月31日）を

適用しております。これは、同会計基準及び

同適用指針が当連結会計年度より適用される

ことによるものであります。

これにより税金等調整前当期純利益は

2,185千円減少しております。

なお、減損損失累計額については、改正

後の連結財務諸表規則に基づき各資産の金額

から直接控除しております。

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）

　当連結会計年度より、「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号　平成17年12月９日）及び「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号　平成17年12月９日）に基づいて貸借対照

表を作成しております。これは、同会計基準

及び同適用指針が当連結会計年度より適用さ

れることによるものであります。

なお、従来の資本の部の合計に相当する

金額は1,027,196千円であります。

なお、連結財務諸表規則の改正により、

当連結会計年度における連結貸借対照表の純

資産の部については、改正後の連結財務諸表

規則により作成しております。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成17年12月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年12月31日）

前連結会計年度
（平成18年６月30日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

980,578千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

1,069,854千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

934,707千円

※２　担保に供している資産 ※２　担保に供している資産 ※２　担保に供している資産

現金及び預金 55,050千円

建物及び構築物 598,269

機械装置及び運搬具 96,612

土地  70,497

計 820,429

建物及び構築物    668,270千円

機械装置及び運搬具  75,649

土地  93,541

計 837,461

現金及び預金    30,057千円

建物及び構築物 623,623

機械装置及び運搬具 84,695

土地 108,029

計 856,406

上記に対応する債務 上記に対応する債務 上記に対応する債務

一年以内返済予定長期

借入金
124,796千円

未払金 21,042

長期借入金 433,468

長期未払金 17,535

計 596,841

一年以内返済予定長期

借入金
138,800千円

未払金 17,535

長期借入金 400,820

計 557,155

一年以内返済予定長期

借入金
154,796千円

未払金 21,042

長期借入金 483,570

長期未払金 7,014

計 666,422

※３　国庫補助金等に係る圧縮記帳額を各資

　産の取得価額から控除しております。

※３　国庫補助金等に係る圧縮記帳額を各資

　産の取得価額から控除しております。

※３　国庫補助金等に係る圧縮記帳額を各資

　産の取得価額から控除しております。

建物及び構築物 39,440千円

機械装置及び運搬具 28,560

計 68,000

建物及び構築物 39,440千円

機械装置及び運搬具 28,560

計 68,000

建物及び構築物 39,440千円

機械装置及び運搬具 28,560

計 68,000

　４　取引銀行との特定融資枠契約

　当社は、設備資金の迅速かつ効率的

な調達を行うため、取引銀行と特定融

資枠契約（シンジケーション方式によ

るコミットメントライン）を締結して

おります。この契約に基づく当中間連

結会計期間末の借入未実行残高は次の

とおりであります。

特定融資枠契約の総額 1,000,000千円

借入実行残高 －

差引額 1,000,000

　４　取引銀行との特定融資枠契約

同左

 

 

 

 

 

 

特定融資枠契約の総額 1,000,000千円

借入実行残高  100,000

差引額 900,000

　４　取引銀行との特定融資枠契約

　当社は、設備資金の迅速かつ効率的

な調達を行うため、取引銀行と特定融

資枠契約（シンジケーション方式によ

るコミットメントライン）を締結して

おります。この契約に基づく当連結会

計年度末の借入未実行残高は次のとお

りであります。

特定融資枠契約の総額 1,000,000千円

借入実行残高 －

差引額 1,000,000
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。

役員退職慰労引当金繰

入額
4,139千円

役員報酬 23,295

給与手当 19,576

支払手数料  16,510

貸倒引当金繰入額 26千円

役員報酬 23,290

給与手当 25,501

支払手数料 15,836

役員退職慰労引当金繰

入額
7,880千円

貸倒引当金繰入額 9

役員報酬 46,295

給与手当 44,388

支払手数料 29,518

※２　　　　　 ─――――― ※２　固定資産売却益の内訳は、次のとおり

であります。

※２　固定資産売却益の内訳は、次のとおり

であります。

機械装置及び運搬具 190千円 機械装置及び運搬具 2,781千円

※３　固定資産売却損の内訳は、次のとおり

であります。

※３　　　　　 ─――――― ※３　固定資産売却損の内訳は、次のとおり

であります

機械装置及び運搬具 172千円 機械装置及び運搬具 340千円

※４　　　　　 ─――――― ※４　固定資産除却損の内訳は、次のとおり

であります。

※４　固定資産除却損の内訳は、次のとおり

であります。

機械装置及び運搬具 4,481千円 建物及び構築物 3,977千円

機械装置及び運搬具 9,577

土地寄付額 2,300

資産処分費用他 13,752

計 29,608

※５　　　　　 ─――――― ※５　　　　　 ─――――― ※５　事業用資産については、管理会計上の

区分を基礎としてグルーピングを行ってお

ります。遊休資産については、個別の資産

単位毎に把握しております。

その結果、遊休資産については、正味

売却価額まで減額し、当該減少額を減損

損失（2,185千円）として特別損失に計上

しました。

減損損失の内訳は、次のとおりであり

ます。

機械装置及び運搬具　　　2,185千円

なお、正味売却価額については、第三

者による買取見積価格を基に算定しており

ます。

※６　当中間連結会計期間に係る納付税額及

び法人税等調整額は、当事業年度におい

て予定している利益処分による特別償却

準備金の取崩しを前提として、当中間連

結会計期間に係る金額を計算しておりま

す。

※６　　　　　 ─――――― ※６　　　　　 ─―――――
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（千株）

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間
減少株式数（千株）

当中間連結会計期間
末株式数（千株）

発行済株式

普通株式 97 － － 97

合計 97 － － 97

自己株式

普通株式 － － － －

合計 － － － －

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（千株） 
当中間連結
会計期間末
残高
（千円）

前連結会計
年度末

当中間連結
会計期間増
加

当中間連結
会計期間減
少

当中間連結
会計期間末

提出会社

（親会社）

ストック・オプションとして

の新株予約権
－ － － － － 240

連結子会社 － － － － － － －

合計 － － － － － 240

３．配当に関する事項

（１）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年９月22日

定時株主総会
普通株式 9,750 100 平成18年６月30日 平成18年９月25日

（２）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

該当事項はありません。 
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前連結会計年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（千株）

当連結会計年度増加
株式数（千株）

当連結会計年度減少
株式数（千株）

当連結会計年度末株
式数（千株）

発行済株式

普通株式 97 － － 97

合計 97 － － 97

自己株式

普通株式 － － － －

合計 － － － －

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（千株） 
当連結会計
年度末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

（親会社）

ストック・オプションとして

の新株予約権
－ － － － － 240

連結子会社 － － － － － － －

合計 － － － － － 240

３．配当に関する事項

（１）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成17年９月27日

定時株主総会
普通株式 14,625 150  平成17年６月30日 平成17年９月28日

（２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）
配当の原資 

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成18年９月22日

定時株主総会
普通株式 9,750 利益剰余金 100  平成18年６月30日  平成18年９月25日
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

※現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係

※現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係

※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関

係

（平成17年12月31日現在） （平成18年12月31日現在） （平成18年６月30日現在）

現金及び預金勘定 233,934千円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金等
△69,866

現金及び現金同等物 164,067

現金及び預金勘定 321,945千円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金等
△41,571

現金及び現金同等物 280,374

現金及び預金勘定 259,273千円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△65,631

現金及び現金同等物 193,641

   

（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

（借主側）

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

（借主側）

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

（借主側）

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額、減損損失累計額相当額及び中間

期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額、減損損失累計額相当額及び期末

残高相当額

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

機械装置及び運
搬具

147,498 68,402 79,095

有形固定資産そ
の他

11,586 10,098 1,487

合計 159,084 78,500 80,583

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

機械装置及び運
搬具

149,814 88,134 61,679

有形固定資産そ
の他

10,578 10,422 156

合計 160,392 98,556 61,835

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

期末残
高相当
額
(千円)

機械装置及び運
搬具

148,110 78,938 69,172

有形固定資産そ
の他

11,586 11,156 429

合計 159,696 90,094 69,601

（注）　取得価額相当額は未経過リース料

中間期末残高が有形固定資産の中

間期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算定

しております。

同左 （注）　取得価額相当額は未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残

高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定しており

ます。

２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額

２．未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 25,439千円

１年超 55,143千円

合計 80,583千円

１年内 23,976千円

１年超 37,859千円

合計 61,835千円

１年内 24,436千円

１年超 45,165千円

合計 69,601千円

（注）　未経過リース料中間期末残高相当

額は、未経過リース料中間期末残

高が有形固定資産の中間期末残高

等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しておりま

す。

同左 （注）　未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高が有形固

定資産の期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法によ

り算定しております。 

３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失

支払リース料 13,591千円

減価償却費相当額 13,591千円

支払リース料 12,800千円

減価償却費相当額 12,800千円

支払リース料 27,431千円

減価償却費相当額 27,431千円

４．減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

 

 

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありま

せん。

（減損損失について）

同左

－ 32 －



（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成17年12月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

その他有価証券    

株式 8,023 11,545 3,522

当中間連結会計期間末（平成18年12月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

その他有価証券    

株式 8,773 14,242 5,468

前連結会計年度末（平成18年６月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

その他有価証券    

株式 8,399 12,571 4,171
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（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間末（平成17年12月31日現在）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円）

金利 スワップ取引 250,000 △10,023 △10,023

合計 250,000 △10,023 △10,023

（注）ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

当中間連結会計期間末（平成18年12月31日現在）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円）

金利 スワップ取引 250,000 △5,035 △5,035

合計 250,000 △5,035 △5,035

（注）ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

前連結会計年度末（平成18年６月30日現在）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円）

金利 スワップ取引 250,000 △5,238 △5,238

合計 250,000 △5,238 △5,238

（注）ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成17年７月１日　至　平成17年12月31日）

 
建設系リサ
イクル事業
（千円）

食品系リサ
イクル事業
（千円）

環境事業
（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 711,045 134,552 60,992 906,590 － 906,590

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － －

計 711,045 134,552 60,992 906,590 － 906,590

営業費用 460,077 145,695 51,011 656,785 110,041 766,827

営業利益 250,967 △11,142 9,980 249,805 (110,041) 139,763

　（注）１．事業区分の方法

事業は、市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な事業内容

 主要な事業内容

建設系リサイクル事業 産業廃棄物の焼却・破砕・再生処理、住宅の解体工事

食品系リサイクル事業 食品循環資源の堆肥・飼料化

環境事業 白蟻の予防・駆除工事

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は110,041千円であり、主な内容は当社

の管理部門に係る費用であります。

－ 35 －



当中間連結会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年12月31日）

 
建設系リサ
イクル事業
（千円）

食品系リサ
イクル事業
（千円）

遊技機リサ
イクル事業
（千円）

その他事業
（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 577,708 124,559 26,616 133,645 862,530 － 862,530

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － － － － － －

計 577,708 124,559 26,616 133,645 862,530 － 862,530

営業費用 431,748 143,286 56,416 112,316 743,768 106,844 850,612

営業利益又は営業損失（△） 145,960 △18,727 △29,800 21,329 118,762 (106,844) 11,917

　（注）１．事業区分の方法

事業は、市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な事業内容

 主要な事業内容

建設系リサイクル事業 産業廃棄物の焼却・破砕・再生処理

食品系リサイクル事業 食品循環資源の堆肥・飼料化・乾式メタン発電

遊技機リサイクル事業
廃遊技機、廃事務什器、廃家電（家電リサイクル法に該当し

ないもの）のリサイクル

その他事業 白蟻の予防・駆除工事、住宅の解体工事

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は106,844千円であり、主な内容は当社

の管理部門に係る費用であります。
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４．事業区分の変更

　前連結会計年度まで、事業区分を「建設系リサイクル事業」、「食品系リサイクル事業」、「環境事業」

の３セグメントとしておりましたが、当中間連結会計期間より「建設系リサイクル事業」「食品系リサイク

ル事業」「遊技機リサイクル事業」「その他事業」の４セグメントに事業区分を変更することといたしまし

た。　　

　この変更は、住宅の解体工事（建設系リサイクル事業）および白蟻防除工事（環境事業）の金額的な重要

性の低下とコア事業である廃棄物リサイクル事業を中心とした経営実態をより明瞭に開示するため、建設系

リサイクル事業から遊技機リサイクル事業を区分表示し、工事部門を「その他事業」に統合いたしました。

　なお、前中間連結会計期間及び前連結会計年度において、当中間連結会計期間の事業区分によった場合の

事業の種類別セグメント情報は次のとおりであります。

前中間連結会計期間（自　平成17年７月１日　至　平成17年12月31日）

 
建設系リサ
イクル事業
（千円）

食品系リサ
イクル事業
（千円）

遊技機リサ
イクル事業
（千円）

その他事業
（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 603,028 134,552 － 169,009 906,590 － 906,590

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － － － － － －

計 603,028 134,552 － 169,009 906,590 － 906,590

営業費用 366,498 145,695 － 144,590 656,785 110,041 766,827

営業利益又は損失（△） 236,529 △11,142 － 24,419 249,805 (110,041) 139,763

前連結会計年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

 
建設系リサ
イクル事業
（千円）

食品系リサ
イクル事業
（千円）

遊技機リサ
イクル事業
（千円）

その他事業
（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 1,178,469 261,676 8,482 312,331 1,760,960 － 1,760,960

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － － － － － －

計 1,178,469 261,676 8,482 312,331 1,760,960 － 1,760,960

営業費用 778,224 302,442 35,416 264,357 1,380,441 218,643 1,599,085

営業利益又は損失（△） 400,245 △40,765 △26,933 47,973 380,519 (218,643) 161,875
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前連結会計年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

 
建設系リサ
イクル事業
（千円）

食品系リサ
イクル事業
（千円）

環境事業
（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 1,379,356 261,676 119,927 1,760,960 － 1,760,960

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － －

計 1,379,356 261,676 119,927 1,760,960 － 1,760,960

営業費用 977,060 302,442 100,938 1,380,441 218,643 1,599,085

営業利益又は営業損失（△） 402,295 △40,765 18,989 380,519 (218,643) 161,875

　（注）１．事業区分の方法

事業は、市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な事業内容

 主要な事業内容

建設系リサイクル事業
産業廃棄物の焼却・破砕・再生処理、住宅の解体工事、廃遊

技機の分解・選別（分別）

食品系リサイクル事業 食品循環資源の堆肥・飼料化・乾式メタン発電

環境事業 白蟻の予防・駆除工事

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は218,643千円であり、主な内容は当社

の管理部門に係る費用であります。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前中間連結会計期間（自　平成17年７月１日　至　平成17年12月31日）、当中間連結会計期間（自　平

成18年７月１日　至　平成18年12月31日）及び前連結会計年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６

月30日）において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はあ

りません。

ｃ．海外売上高

　前中間連結会計期間（自　平成17年７月１日　至　平成17年12月31日）、当中間連結会計期間（自　平成18年

７月１日　至　平成18年12月31日）及び前連結会計年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）にお

いて、海外売上高がないため該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１株当たり純資産額 10,651円07銭

１株当たり中間純利益 629円43銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益
546円41銭

１株当たり純資産額 10,079円48銭

１株当たり中間純損失 363円86銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、潜在株式は存

在するものの１株当たり中間純損失

であるため記載しておりません。

１株当たり純資産額 10,535円35銭

１株当たり当期純利益 509円72銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益
442円98銭

（注）１株当たり中間（当期）純利益金額又は純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（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。

 
前中間連結会計期間

(自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日)

前連結会計年度
(自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日)

１株当たり中間（当期）純利益金額又は

純損失金額
   

中間（当期）純利益又は純損失（△）

（千円）
61,369 △35,475 49,697

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益又

は純損失（△）（千円）
61,369 △35,475 49,697

期中平均株式数（千株） 97 97 97

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額
   

中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（千株） 14 － 14

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概要

─――― 新株引受権１種類（新

株予約権の目的となる

株式の数　普通株式

4,000株）並びに第１回

新株引受権付社債（新

株引受権の残高24,000

千円）。

─―――

（重要な後発事象）

 該当事項はありません。
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６．生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績

　当社および連結子会社の生産実績の内容は、販売実績と一致しているため、「(3）販売実績」を参照してください。

(2）受注状況

　当社および連結子会社は、受注と役務の提供がほぼ同時であるため、受注管理は行っておりません。

(3）販売実績

　当中間連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称

前中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日
至　平成18年６月30日）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

建設系リサイクル事業 603,028 66.5 577,708 67.0 1,178,469 66.9

食品系リサイクル事業 134,552 14.9 124,559 14.4 261,676 14.9

遊技機リサイクル事業 － － 26,616 3.1 8,482 0.5

その他事業 169,009 18.6 133,645 15.5 312,331 17.7

合計 906,590 100.0 862,530 100.0 1,760,960 100.0

　（注）　本表の金額には、消費税等は含まれておりません。なお、セグメント間の取引は、ありません。
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