
  

 

- 1 - 

平成20年３月期 中間決算短信       

平成19年11月13日 
 

 
（百万円未満切捨て） 

１．19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日） 
(1) 連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
19年９月中間期 7,035 1.6 642 △1.8 357 △0.6 386 349.5
18年９月中間期 6,922 － 654 － 359 － 85 －
19年３月期 15,005 － 1,828 － 1,250 － 617 －
 

 
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

 円 銭 円 銭
19年９月中間期 179 30 159 21
18年９月中間期 92 46 －
19年３月期 332 11 －

（参考） 持分法投資損益    19年９月中間期 △0百万円 18年９月中間期 －百万円 19年３月期 －百万円 

 (注)当社は平成18年10月19日付で普通株式１株に対し、普通株式２株の割合で株式分割を行っております。 

 

(2) 連結財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭
19年９月中間期 24,947 6,964 27.6 3,017 86
18年９月中間期 25,114 3,463 13.6 3,659 24
19年３月期 24,564 4,011 16.0 2,115 29

（参考） 自己資本    19年９月中間期 6,881百万円 18年９月中間期 3,403百万円 19年３月期 3,934百万円 

 (注)当社は平成18年10月19日付で普通株式１株に対し、普通株式２株の割合で株式分割を行っております。 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

 
営業活動による 
キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 に よ る
キャッシュ・フロー

財 務 活 動 に よ る 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期 末 残 高

 百万円 百万円 百万円 百万円
19年９月中間期 1,167 △404 281 2,917
18年９月中間期 1,253 △2,332 4 2,477
19年３月期 2,146 △2,891 △934 1,872
 
 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 
(基準日) 中間期末 期末 年間 

 円 銭 円 銭 円 銭
19年３月期 － 33 00 33 00
20年３月期 15 00 

27 50
20年３月期（予想）  12 50

 (注)当社は平成19年10月1日に株式分割を行っておりますが、20年3月期期末の配当金は、分割後の基準で算出しております。 

 

３．20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 
（％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 
１株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭
通     期 15,581 3.8 2,103 15.0 1,513 21.0 873 41.3 386 62

 

上 場 会 社 名 株式会社 タケエイ 上場取引所 東証マザーズ 

コ ー ド 番 号 2151 ＵＲＬ http://www.takeei.co.jp./
代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 （氏名）三本 守  
問合せ先責任者 (役職名) 取締役経営企画本部長 （氏名）輿石 浩 ＴＥＬ (03)3869-2230
半期報告書提出予定日 平成19年12月10日 配当支払開始予定日 平成19年12月10日
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４．その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 無  
 新規 － 社（社名  ） 除外 － 社（社名  ）
 (注)詳細は、12ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 
  
(2) 中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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に記載されるもの） 
 ① 会計基準等の改正に伴う変更 有  
 ② ①以外の変更 有  
 (注)詳細は、30ページ「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」をご覧ください。 
  
(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） 19年９月中間期 2,280,400株 18年９月中間期 930,000株  19年３月期 1,860,000株

 ②期末自己株式数 19年９月中間期 －株 18年９月中間期 －株 19年３月期 －株

 (注)１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、43ページ「１株当たり情報」
をご覧ください。 

 
 
（参考）個別業績の概要 
 
1.19年９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日） 
 (1) 個別経営成績 (％表示は対前年中間期増減率) 

 売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
19年９月中間期 5,374 3.4 429 11.4 266 13.6 176 －
18年９月中間期 5,199 － 385 － 234 － △23 －
19年３月期 11,346 － 1,220 － 906 － 323 －
 

 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

 円 銭 
19年９月中間期 81 67 
18年９月中間期 △25 64 
19年３月期 173 76 

 (注)当社は平成18年10月19日付で普通株式１株に対し、普通株式２株の割合で株式分割を行っております。 

 

(2) 個別財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭
19年９月中間期 18,060 6,284 34.8 2,755 72
18年９月中間期 17,676 3,200 18.1 3,441 36
19年３月期 17,442 3,547 20.3 1,907 06

（参考） 自己資本    19年９月中間期 6,284百万円 18年９月中間期 3,200百万円 19年３月期 3,547百万円 

 (注)当社は平成18年10月19日付で普通株式１株に対し、普通株式２株の割合で株式分割を行っております。 

 

２．20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 
（％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 
１株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭
通     期 11,819 4.2 1,455 19.2 1,111 22.6 533 64.9 236 09

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

1.  当社の主要な顧客が属する建設業界における季節的変動として上期に比べ下期に受注や売上が増加する傾向があり、処理工場の損

益分岐点の関係等から月次売上が増加する下期の利益が上期に比べて伸びる傾向にあります。 

2.  業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因に

よって予想数値と異なる場合があります。 
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１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

当中間連結会計期間のわが国経済は、堅調な企業収益を背景として積極的な設備投資や雇用

情勢等の好転がみられ着実に回復してまいりました。しかし、いわゆるサブプライム問題に端

を発した米国経済の先行き不透明感や原油価格の高騰など、慎重に対処していくべき要素も含

んだ状態で推移しました。 
このような経済状況下において、企業の社会的責任（ＣＳＲ）の意識向上により、廃棄物の

高次処理に関するニーズが一段と強まっているものの、廃棄物処理業界の一部では、耐震偽装

問題対策として平成19年６月に施行された建築基準法の改正に伴い、建築確認審査が厳格とな

り、住宅着工戸数の大幅な減少により、解体工事や新築工事から排出される廃棄物の処理委託

の減少など大きな影響を受けました。また重油等の国内燃料価格の高騰が一段と騰勢を強めて

おり、増加コストが収益を圧迫する要因ともなっております。 
そのような中、当社グループの事業は、前述した改正建築基準法の影響を一部受けておりま

したが、特に㈱タケエイにおいては、建設現場における分別支援サービス等きめ細かいサービ

スの提供や廃棄物の収集運搬・中間処理・ 終処分の一貫した処理体制による信頼確保により

既存顧客の維持と新規顧客の開拓等に努めた結果、売上高については前中間会計期間比3.4％増

を確保することができました。昨年８月に稼動した国内 大規模の中間処理施設である川崎リ

サイクルセンターは、設備稼働に関わる消耗品費や修繕費等の費用が計画を上回りましたが、

メンテナンス体制の整備等により、安定稼動を継続しております。しかしながら、連結子会社

の二社、解体混合廃棄物処理を特長とする㈱リサイクル･ピアや廃石膏ボード処理を行う㈱ギプ

ロにつきましては、上記の改正建築基準法の影響を受けて、売上は前中間会計期間を下回りま

した。 
なお、㈱リサイクル･ピアにおいては、今後の建設系混合廃棄物の受入状況と、設備の安定稼

動等の諸般の事情を慎重に考慮した結果、平成20年３月期中間決算において、繰延税金資産の

回収可能性が認められると判断できたために繰延税金資産を計上しております。 

この結果、当中間連結会計期間の売上高は7,035百万円（前中間連結会計期間比1.6％増）、営

業利益は642百万円（前中間連結会計期間比1.8％減）、経常利益は357百万円（前中間連結会計

期間比0.6％減）、中間純利益は386百万円（前中間連結会計期間比349.5％増）となりました。 

 

当期の見通しにつきましては、上期は建築基準法改正の影響を受けましたが、当社グループ

の９月後半からの受入量の増加傾向や平成19年10月30日に国土交通省から発表されました建築

確認審査に関する緩和措置（11月中旬から実施の予定）等から、今後予断は許さないものの、

下期の住宅着工は回復すると見込まれ、当初計画の売上を確保することは可能と思われます。 
原油価格高騰という懸念材料はなおも続きますが、川崎リサイクルセンター、㈱リサイクル･

ピア、㈱ギプロ等の再資源化システム等の進展により、コスト削減効果も見込まれ、連結売上

高 15,581百万円、連結経常利益 1,513 百万円、連結当期純利益 873百万円を見込んでおります。 

 

(2) 財政状態に関する分析 

①  資産、負債及び資本の状況に関する分析 
当中間連結会計期間末における資産の残高は、前連結会計年度末に比べ382百万円増加して

24,947百万円となりました。また当中間連結会計期間末における負債の残高は、前連結会計

年度末に比べ2,570百万円減少して17,982百万円となりました。これは主に、平成19年５月30

日に株式上場により調達した資金により長期借入金の返済を行ったことによります。 
さらに当中間連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ2,952百万円

増加し、6,964百万円となりました。これは主として株式上場時の新株式の発行により資本金、

資本剰余金が2,623百万円増加したことによるものであります。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、2,917 百万円（前中間連結会計期間比

17.7％増）となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

法人税の支払額216百万円や利息の支払額243百万円等の支出がありましたが、売上債権の

減少額505百万円や減価償却費639百万円等の収入により、営業活動によるキャッシュ・フロ
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ーは、1,167百万円の増加（前中間連結会計期間比86百万円の減少、前中間連結会計期間比

6.9％減）となりました。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

有形固定資産の取得による支出329百万円等の支出により、投資活動によるキャッシュ・

フローは、404百万円の減少（前中間連結会計期間比1,927百万円の増加)、となりました。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

長期借入金の返済による支出1,839百万円及び社債の償還による支出520百万円などの支

出がありましたが、新株式の発行による収入2,623百万円の収入により、財務活動によるキ

ャッシュ・フローは、281百万円の増加（前中間連結会計期間比276百万円の増加）となりま

した。 

 

    （参考）キャッシュ･フロー指標のトレンド 

 平成 19 年３月期 
平成 19 年９月 

中間期 

自己資本比率（％） 16.0 27.6

時価ベースの自己資本比率

（％） 
－ 113.5

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 7.8 6.3

インタレスト・カバレッジ・レシオ（％） 4.8 4.9

(注) 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 

(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。) 

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おります。 

（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･フローを使用しております。 

（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息を支払っている全て

の負債を対象としております。 

 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

当社は、株主の皆様への利益還元を 重視すべき経営課題の一つととらえ、安定的な配当を

行うことを基本としつつ、今後も続く施設整備等に対する投資を行うための財務基盤の強化等

を勘案した上で業績に対応した配当を行うこととしております。 

以上の基本方針を踏まえ、平成19年11月13日開催の取締役会において、平成20年３月期の中

間配当(剰余金の配当)は１株当たり15円を決議いたしました。また、平成20年３月期の期末配

当につきましても１株当たり12円50銭を予定しております。 
(注)当社は平成19年10月1日に株式分割を行っておりますが、20年3月期期末の配当金は、分割後の基

準で算出しております。 

 

(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のリスク要因となる可能性があると考えられる事

項を掲載しております。また、必ずしも事業上の重要なリスクとは考えていない事項について

も、当社グループの事業活動を理解する上で必要と思われる事項については、積極的な情報開

示の観点から記載しております。 
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うえで、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が、記載内容及び将来に関する事項は提出日（平成19年11

月13日）現在において、当社グループが判断したものであり、不確実性を内在しているため、

以下の記載内容は当社株式への投資に関連するリスク全てを網羅するものではありませんので、

ご留意下さい。 
 
 

① 法的規制について 
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当社グループの事業活動の前提となる事項に係る主要な法的規制及び行政指導は以下に記載

の通りであります。当社グループがこれらの規則に抵触することになった場合には、事業の停

止命令や許可の取消し等の行政処分を受ける可能性があります。 
また、下記一覧表記載以外にも収集運搬過程では道路運送車両法等、処分過程においては、

環境に関する諸法令による規制を受けております。 
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（主要な法的規制） 

対 象 法 令 等 名 監 督 官 庁 法 的 規 制 の 内 容 

収 集 運 搬 

（積替保管含む） 

廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 

に 関 す る 法 律 
環 境 省

産業廃棄物の収集運搬に関する許可

基準、運搬及び保管、委託契約、マニ

フェストに関する基準が定められて

おります 

自動車から排出される窒素

酸化物の特定地域における

総量の削減等に関する特別

措 置 法 

環 境 省

自動車による窒素酸化物及び粒子状

物質による汚染が著しい特定の地域

について、排出基準及び排出の抑制の

ための所要の措置等が定められてお

ります 

中 間 処 理 

廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 

に 関 す る 法 律 
環 境 省

産業廃棄物の中間処理に関する許可

基準、処理及び保管、委託契約、マニ

フェストに関する基準が定められて

おります 

労 働 安 全 衛 生 法 厚 生 労 働 省
従業員の作業環境の整備に関し一定

の基準が設けられております 

終 処 分 
廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 

に 関 す る 法 律 
環 境 省

産業廃棄物の 終処分に関する許可

基準、処理、委託契約、マニフェスト

に関する基準が定められております 

 
（主要な行政指導） 

対 象 監督官庁 行 政 指 導 行 政 指 導 の 概 要 

施設の設置及び

維 持 管 理 
各 自 治 体 

施設の設置及び維持管理

の 指 導 要 綱 

廃棄物処理施設の設置及び維持管理に

関する規準が定められております 

県外廃棄物規制 各 自 治 体 県外廃棄物の指導要綱 
県外からの廃棄物の流入規制に関す

る規準が定められております 

終 処 分 場 環 境 省 

一般廃棄物の 終処分場

及び産業廃棄物の 終処

分場に関わる技術上の基

準 を 定 め る 省 令 

終処分場の構造、維持管理の基準が

定められております 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（４ 事業等のリスクにおいて、以下「廃掃法」と記載）は、

平成９年と平成 12 年に大改正が行われましたが、その後も平成 15 年以降毎年のように改正され、廃棄物

排出事業者責任や処理委託基準、不適正処理に対する罰則などの規則が強化されております。一方、平成

12 年６月には「循環型社会形成推進基本法」が制定され、廃棄物を再生可能な有効資源として再利用す

べくリサイクル推進のための法律が施行されております。当社グループの事業に関係する「建設工事に係

る資材の再資源化等に関する法律」など各産業、素材別のリサイクル関係法令の整備により、廃棄物の再

生資源としての循環的利用、環境負荷の低減に対する社会的ニーズが高まっております。当社グループは、

法的規制の改正をむしろビジネスチャンスとして、積極的に廃棄物の処理及び再資源化事業に投資を行っ

ておりますが、今後の法的規制及び行政指導の変化によっては経営成績に影響を与える可能性があります。 
a. 廃棄物処理事業の許可一覧 

＜当社＞ 
（産業廃棄物処分業） 

業区分 都道府県・市名 許 可 番 号 許可の期限 

産業廃棄物処分業 
（中間処理） 

川 崎 市 第５７２０００３４５５号 平成 23 年 12 月 31 日

千 葉 県 第１２２０００３４５５号 平成 24 年３月５日

産業廃棄物処分業 
（ 終処分） 

千 葉 市 第５５３０００３４５５号 平成 20 年９月９日
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（産業廃棄物収集運搬業） 
業区分 都道府県・市名 許 可 番 号 許可の期限 

産業廃棄物収集運搬業 

東 京 都 第１３００００３４５５号 平成 23 年 10 月 24 日

千 葉 県 第１２００００３４５５号 平成 24 年３月５日

千 葉 市 第５５００００３４５５号 平成 24 年２月９日

船 橋 市 第１０４００００３４５５号 平成 24 年３月５日

埼  玉  県 第１１０７００３４５５号 平成 23 年 10 月３日

さ い た ま 市 第１０１００００３４５５号 平成 23 年 10 月３日

川 越 市 第１０３００００３４５５号 平成 23 年 10 月３日

神 奈 川 県 第１４０３００３４５５号 平成 23 年 11 月 30 日

横 浜 市 第５６００００３４５５号 平成 23 年７月 31 日

川 崎 市 第５７１０００３４５５号 平成 23 年 12 月 31 日

横 須 賀 市 第５８０１００３４５５号 平成 23 年 12 月 25 日

相 模 原 市 第０９８００００３４５５号 平成 23 年 11 月 30 日

茨 城 県 第０８０１００３４５５号 平成 24 年５月７日

静 岡 県 第２２０１００３４５５号 平成 20 年 12 月 20 日

静 岡 市 第６２０１００３４５５号 平成 22 年２月２日

浜 松 市 第２２０１００３４５５号 平成 20 年 12 月 20 日

栃 木 県 第０９００００３４５５号 平成 22 年 12 月 18 日

宇 都 宮 市 第８４００００３４５５号 平成 22 年 12 月 18 日

山 梨 県 第１９００００３４５５号 平成 23 年１月 31 日
 

（注） 廃掃法第十四条第３項及び８項において、「許可更新の申請中に有効期間が満了した場合、期間

満了日までにその申請に対する処分がなされない時は、従前の許可が効力を有する」旨規定されて

おります。 
業区分 都道府県・市名 許 可 番 号 許可の期限 

産業廃棄物収集運搬業 

長 野 県 第２００９００３４５５号 平成 23 年２月６日

長 野 市 第９５０３００３４５５号 平成 23 年２月６日

群 馬 県 第１０００００３４５５号 平成 23 年２月 26 日

福 島 県 第０７０７００３４５５号 平成 23 年３月５日

郡 山 市 第８７０３００３４５５号 平成 23 年３月５日

い わ き 市 第９４００００３４５５号 平成 23 年３月５日

宮 城 県 第０４００００３４５５号 平成 23 年７月 16 日

新 潟 県 第１５０９００３４５５号 平成 22 年 10 月 26 日

新 潟 市 第５９０２００３４５５号 平成 22 年 11 月 19 日

三 重 県 第２４００００３４５５号 平成 20 年９月７日

豊 田 市 第０９０００００３４５５号 平成 22 年 10 月 13 日

奈 良 県 第２９００００３４５５号 平成 23 年 10 月４日

（注） 浜松市は、現在みなし許可。 
みなし許可とは、政令指定都市・中核都市によっては、その市の許可がなくても期間を限定し

て、都道府県の許可で営業できる場合をいいます。 
（特別管理産業廃棄物収集運搬業） 

業 区 分 都道府県・市名 許 可 番 号 許可の期限 

特別管理産業廃棄物 
 収集運搬業 

 
 

東 京 都 第１３５４００３４５５号 平成 20 年８月５日

千 葉 県 第１２５０００３４５５号 平成 20 年７月 22 日

千 葉 市 第５５５０００３４５５号 平成 20 年６月 30 日

船 橋 市 第１０４５０００３４５５号 平成 20 年７月 22 日

埼 玉 県 第１１５７００３４５５号 平成 20 年６月 30 日

さ い た ま 市 第１０１５０００３４５５号 平成 20 年６月 30 日

川 越 市 第１０３５０００３４５５号 平成 20 年６月 30 日

神 奈 川 県 第１４５３００３４５５号 平成 20 年６月４日

横 浜 市 第５６５０００３４５５号 平成 20 年６月 30 日

川 崎 市 第５７５０００３４５５号 平成 20 年６月 30 日
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横 須 賀 市 第５８５１００３４５５号 平成 20 年５月 31 日

相 模 原 市 第９８５０００３４５５号 平成 20 年６月４日

茨 城 県 第０８５１００３４５５号 平成 24 年３月 22 日

愛 知 県 第０２３５０００３４５５号 平成 24 年３月 26 日

三 重 県 第２４５０００３４５５号 平成 23 年 12 月 24 日

奈 良 県 第２９５０００３４５５号 平成 23 年 10 月４日
 

 
 
（一般廃棄物処理業） 

業 区 分 都道府県・市名 許 可 番 号 許可の期限 

一般廃棄物処理業 
（中間処理） 

四 街 道 市 第２５号 平成 21 年 10 月 31 日

一般廃棄物 
収集運搬業 

四 街 道 市 第８号 平成 21 年５月 31 日

 
一般廃棄物 
収集運搬業 

東 京 ２ ３ 区 第１１９９号 平成 21 年７月 31 日

横 浜 市 第１０６８号 平成 20 年３月 31 日

川 崎 市 第０１１７号 平成 20 年９月 30 日

 千 葉 市 第１１６号 平成 21 年３月 31 日

 平 塚 市 第２－３５号 平成 21 年 10 月 11 日

 
＜株式会社リサイクル・ピア＞ 
（産業廃棄物処分業） 

業区分 都道府県・市名 許 可 番 号 許可の期限 

産業廃棄物処分業 
（中間処理） 

東 京 都 第１３２０１１５４６２号 平成 22 年１月 12 日

 

（産業廃棄物収集運搬業） 
業区分 都道府県・市名 許 可 番 号 許可の期限 

産業廃棄物 
収集運搬業 

東 京 都 第１３００１１５４６２号 平成 22 年１月 10 日

千 葉 県 第１２００１１５４６２号 平成 22 年２月 22 日

千 葉 市 第５５００１１５４６２号 平成 22 年１月 10 日

船 橋 市 第１０４００１１５４６２号 平成 22 年２月９日

埼  玉  県 第１１０１１１５４６２号 平成 22 年１月 20 日

さ い た ま 市 第１０１００１１５４６２号 平成 22 年１月 20 日

神 奈 川 県 第１４０１１１５４６２号 平成 22 年１月４日

横 浜 市 第５６００１１５４６２号 平成 21 年 12 月 31 日

川 崎 市 第５７００１１５４６２号 平成 21 年 12 月 31 日

横 須 賀 市 第５８０２１１５４６２号 平成 22 年１月３日

茨 城 県 第０８０１１１５４６２号 平成 22 年８月 22 日

静 岡 県 第２２０１１１５４６２号 平成 22 年７月 24 日

静 岡 市 第２２０１１１５４６２号 平成 22 年７月 24 日

群 馬 県 第１０００１１５４６２号 平成 22 年７月 25 日

栃 木 県 第０９００１１５４６２号 平成 22 年 10 月５日

長 野 県 第２００９１１５４６２号 平成 22 年７月 12 日
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＜株式会社ギプロ＞ 
（産業廃棄物処分業） 

業区分 都道府県・市名 許 可 番 号 許可の期限 

産業廃棄物処分業 
（中間処理） 

埼 玉 県 第１１２０１０５０５３号 平成 20 年８月 19 日

 
b. 許可の更新、範囲の変更及び新規取得について 

上記一覧の産業廃棄物に関する事業許可は有効期限が５年間（一般廃棄物に関する事業許可は２年間）

であり、事業継続には許可の更新が必要であります。また、事業範囲の変更、他の地域での事業展開、

新しい処理施設の建設等については、その都度事業範囲の変更の許可、新しい地域での許可、処理施設

の設置許可等を申請する必要があります。 
過去において当社グループにおける許可の更新及び新規取得ならびに処理施設の設置許可等の申請が

却下された事例はありませんが、万が一、当社グループのこれらに関する申請が廃掃法第十四条第５項

又は第 10 項（以下産業廃棄物処理業に関する廃掃法条項を記載、一般廃棄物処理業に関する廃掃法条項

を省略）の基準等に適合していると認められない場合は、申請が却下され、事業活動に重大な影響を及

ぼす可能性があります。 
 
c. 事業活動の停止及び取消し要件について 

廃掃法には事業の許可の停止要件（廃掃法第十四条の三）ならびに許可の取消し要件（廃掃法第十四の

三の二）が定められております。不法投棄、マニフェスト虚偽記載等の違反行ため、処理施設基準の違

反、申請者の欠格要件（廃掃法第十四条第５項第２号）等に関しては事業の停止命令あるいは許可の取

消しという厳しい行政処分が下される恐れがあります。 
当社グループでは、各種の講習会や研修会の実施、資格取得の推進、業務マニュアルの整備、設備の定

期的な点検・更新を続けるなど法令遵守を徹底させるとともに、ＩＳＯ監査、内部監査等を通じて定期

的にチェック、モニタリングを行い、停止要件や取消し要件に該当することがないよう努めております。

当社グループは、現在において当該基準に抵触するような事由は発生しておりませんが、万が一、当該

基準に抵触するようなことがあれば、事業活動に重大な影響を及ぼす可能性があります。 
 
 

② 廃棄物の 終処分場について 
a. 終処分場の環境管理について 

当社グループの大木戸 終処分場は、がれき類、ガラス及び陶磁器くずなどの埋立後に性状が変化しな

い安定型品目を埋立てる環境負荷の少ない安定型 終処分場であります。埋立処分の品質基準を守るた

めに主として自社グループの各中間処理工場で処理された廃棄物残渣だけを受け入れており、当社グル

ープ外からの搬入は行っておりません。また、受入搬入時の検査、施設点検、周縁部の定期的な水質検

査等により環境への影響を常時監視しております。 
 
b. 新しい 終処分場の開発について 

埋立処分容量に限界のある 終処分場の利用については事業計画に沿った利用計画を作成しておりま

すが、現在使用中の大木戸 終処分場は平成 20 年度中に埋立を終了する見通しであります。次の新たな

終処分場の開発は順調に進んでおりますが、予測できない何らかの事由で開発を中止せざるを得なく

なった場合は既支払額が毀損する可能性があります。また、開発計画が予定通り進まない場合にはコス

トの高い他社の 終処分場を利用することになり、経営成績に影響を与える可能性があります。 
  

③ 借入金への依存について 
環境ソリューション事業には、収集運搬車両、中間処理工場、 終処分場等への多額の投資が必要であ

り、大部分を金融機関からの借入金に依存してきました。当中間連結会計期間末で連結総資産に占める

有利子負債の割合は 58.6％、当中間連結会計期間の支払利息は 237 百万円となっております。金利変動

リスクを軽減する目的で社内規程に基づき金利スワップ取引を行っておりますが、今後の金利変動によ

っては支払利息の負担が増加して経営成績に影響を与える可能性があります。 
 

④ 売上原価控除としての有価物について 
地球温暖化対策等環境問題に対する関心の高まり、また重油等の国内燃料価格の高騰等により、木材チ
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ップ（バイオマスエネルギー）に代表される再資源化品のニーズが強くなっております。 
廃棄物の中間処理・再資源化により生じるスクラップ、木材チップなど「有価物」は再資源化品として、

外部に売却しております。当社グループでは再資源化品の販売という別のセグメントを設けずに、売上

原価の控除科目として会計処理を行っております。 
当中間連結会計期間ではその金額が 551 百万円に達し、原価改善の重要な要因であります。前述の再資

源化品のニーズが強まっていることや、今後も廃棄物の再資源化に注力し収益力を高める事業計画を推

進していくことを勘案すると、原価控除の有価物控除は増加する見込みであります。しかしながら、こ

れらの有価物の需給関係や市況変動によっては、経営成績に影響を与える可能性があります。 
 

⑤ 建設廃棄物への依存について 
当社グループの扱う廃棄物はほとんどが建設現場から排出される建設系の産業廃棄物に関するもので

あり、主要顧客も大手ゼネコン 30 社で売上高の約 60％（平成 19 年３月期連結実績）を占めております。

特定のゼネコンへの依存関係や特別な取引条件はありませんが、一般的に価格交渉力はゼネコンの方が廃

棄物処理業者より優位の関係にあります。そのため、建設業界や住宅建設業界の工事量の変動あるいは同

業との価格競争に巻き込まれた場合は、当社グループが差別化戦略として取組んでいる廃棄物の環境負荷

を低減する再資源化処理が評価されず、経営成績に影響を受ける可能性があります。 
 

⑥ 市場動向と競合について 
当社グループの事業分野には大きなシェアを持つ全国的な企業が存在せず、地域別に中堅企業が多数存

在し競合しております。当社は首都圏を基盤とする建設系廃棄物処理業者でありますが、同業者はそれぞ

れの得意分野・地域を持ち、価格、サービスを競っております。また、一般廃棄物や他の産業廃棄物の扱

いを基盤とする業者、あるいは特定廃棄物のリサイクル工場、焼却処理施設、 終処分場を核として当社

グループの分野へ進出してくる業者との競合関係もあります。 
今後は、法的規制を背景にした環境対応や廃棄物リサイクルへのニーズの高まりにより、より高度な廃

棄物処理と再資源化が求められていることから、大規模な設備投資が出来る体力、ノウハウ、あるいは廃

棄物の排出者から、その廃棄物から生まれるリサイクル品の利用企業までを巻き込んだ総合的な廃棄物の

循環処理サービスの体制を構築することが重要になってくると予測しております。当社グループはこの社

会的ニーズを取り込んだ事業展開をめざしておりますが、他産業からの新規参入や業界再編成といった事

業環境の変化によっては経営成績に影響を受ける可能性があります。 

 
⑦ その他 

a. 自然災害・火災・事故等への対応について 
当社グループは営業基盤、中間処理工場、 終処分場を首都圏に集中して展開しております。震災等の

自然災害や火災、事故等に対しては「災害・事故発生時の緊急体系」、「消防計画」、「自然災害手順書」

を定めて災害対応の備えを行うとともに、定期的に処理設備、防災設備の点検、メンテナンス、消防訓

練等を実施しておりますが、予期せぬ自然災害や火災、事故等により処理工場や 終処分場が被害を受

けた場合、経営成績に影響を受ける可能性があります。 
 

b. ベンチャーキャピタルの持株比率について 
当中間連結会計期間末現在におけるベンチャーキャピタルが所有している当社株式数は 481,800 株で

あり、その発行済株式総数に対する所有割合は 21.1％であります。この株式は平成 18 年２月 15 日の第

三者割当に伴う株式であり、株式会社東京証券取引所の定める規則等により、継続所有の期間が定めら

れております。その期限後には、キャピタルゲインを得るために売却することが予想され、その場合、

短期的に株式売買の需給バランスに変動を生じ、株価形成に影響を及ぼす可能性があります。 
 

c. 潜在株式について 
当社は、役員及び従業員へのインセンティブを目的として、新株予約権（以下ストックオプションと記

載）を付与しております。平成 19 年９月末現在における潜在株式数は 336,000 株であり、発行済株式総

数の 14.7％に相当致します。この新株予約権が行使された場合には、1 株あたりの株式価値が希薄化す

る可能性があります。また、株式市場で売却された場合は、需給バランスに変動を生じ、株価形成に影

響を及ぼす可能性があります。 
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d. その他留意すべき事項 
 廃掃法第十四条の二第３項及び法第七条の二第 3 項の規定を受け、「廃掃法に関する施行規則」第十条

の十では「発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当

する出資をしている者」の変更を廃棄物処理事業者の届出事項とし、都道府県知事への届出書様式、添

付書類を定めております。また、事業の許可の更新や新規取得等の申請を行う場合にも 5％以上の株式を

保有する株主について同様の添付書類を求めております。従いまして、当社株式の 5％以上を取得した株

主は住民票の写し、外国人登録証、登記事項証明書もしくは登記簿謄本等の特殊な書類の提出が必要と

なります。 
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２．企業集団の状況 

当社グループは、当社、子会社４社及び関連会社２社により構成されており、建設業を主とした顧客より

排出される廃棄物(※１)を極限まで再資源化(※２)する環境ソリューション事業を行っております。 

当社グループは、環境保全を考慮する顧客から委託を受けた廃棄物処理(※３)はもとより、廃棄物の排出

抑制支援及び再資源化に係わるトータルな課題解決策(※４)の提供を行っております。 

当社グループの事業は環境ソリューション事業という単一のセグメントであります。当社グループの売上

分類としては、（１）収集・運搬、（２）廃棄物処分、（３）その他の業務に区分されており、その内容は以

下の通りであります。 

 

（１） 収集・運搬業務 

当社グループが行っている収集・運搬業務は、主に首都圏における建設現場から排出される建設系産

業廃棄物を主要な扱い対象とし、その収集及び中間処理工場への運搬を行っております。 

当社は、平成19年９月末現在、279台の収集運搬の専用車両を有しており、その機動力を発揮し、年間

約100万ｍ3におよぶ物量を扱っております。また、豊富な車種や分別用容器を用意することで、排出場所

での分別排出をサポートし、ひいては顧客のニーズへの迅速かつ適切な対応を図っております。 

                                平成19年９月30日現在 

区  分 用  途 台 数 

ダンプコンテナ車 ダンプ車とコンテナ車の長所を活かし、積み卸ろしを効率化。 95台 

コンテナ車 
大量排出場所の分別容器に適する４～６ｍ3の脱着式容器の搬送に

活用。 
85台 

クレーン車 １ｍ3単位等の小型容器使用した小口分別巡回回収に活用。 49台 

ダンプ車 標準仕様としては、重量物回収、軽量仕様は戸建現場回収に活用。 24台 

パッカー車 事業系一般廃棄物、巡回回収用に活用。軽量物の圧縮に適する。 15台 

大型車 大量排出場所の短期集中排出に対応。 11台 

その他、当収集・運搬業務においては、先進的な物流サービスを目指しており、運行管理システムを

活用することにより、個々の乗務員の運行記録（ＧＰＳ機能付デジタルタコメーターからデータを収集）

を把握し、効率的配車や燃費の向上をはかるほか、運行軌跡データの提示も可能な体制をとっておりま

す。また、乗務員教育の充実にも力をいれており、乗務員ハンドブックを活用した研修等を通じて、法

令他十分な業務知識を身に付けた乗務員を収集・運搬業務に配しております。 

 

（２） 廃棄物処分業務 

産業廃棄物の排出者からの対価により、適正な処理を行っております。処理の工程としては、a.中間

処理・再資源化、b. 終処分となっております。各工程の内容については以下の通りとなっております。 

a. 中間処理・再資源化 

搬入した廃棄物を、品目毎に適切に精選別し、異物除去、破砕、圧縮等の処理を行い（中間処理）、

品質・ロットを整えた上で、可能な限り再資源化品として搬出しております。その再資源化品の内容は、

再生塩ビ管原料、土石建設資材原料、製鉄原料、石膏ボード原料等をマテリアルリサイクル用として、

木チップをバイオマス発電(※６)、プラスチック、紙等を廃棄物発電といったエネルギー化用(※５)

として、搬出しております。 

また、リサイクルが不可能な選別残渣については、厳格に選定した外部処理先に処理を委託し、廃棄

物処分サービスを完結しております。 
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当該処理における、主な連結子会社の役割及び特徴は以下の通りとなっております。 

連結子会社名称 役割及び特徴 

㈱リサイクル･ピア 一般的にリサイクル率が低いとされる建設混合廃棄物を、「東京エコタウン

工場」において処理し、85%以上という高いリサイクル率（目標は94%）を誇

っております。また、再資源化品として、製鉄副資材等を搬出しております。

㈱ギプロ 廃石膏ボードを専門に扱う処理施設を有しており、再資源化品として再生石

膏ボード原料、地盤改良材、製紙原料などを搬出しております。 

これらの連結子会社と、当社の各中間処理工場が密接に連携をはかる中で、顧客の求めるより高次な

再資源化ニーズに対応した高次処理(※７)を行っております。 

なお、再資源化品の搬出にともない、有価物(※８)として収入を得た金額については、当社グループ

の会計処理において、売上とはせず、有価物控除額として原価から控除しております。 

 

b. 終処分 

当社グループの中間処理にて発生した選別残渣については、厳しい品質管理基準と安全管理体制を敷

いた 終処分場で埋め立てることで、顧客に安心感と信頼感をお返しする処理サービスを提供しており

ます。 

 

（３） その他の業務 

産業廃棄物処理に付帯するサービスとして、一般廃棄物処理サービス等を提供しております。 
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なお、当社グループの事業系統図は以下の通りであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）上記系統図以外に、平成18年８月28日に設立した非連結子会社１社があります。 

           

 

［用語解説］ 

なお、これまでに（※）を付した、専門用語については、以下の通りであります。 

（※１）廃棄物 

人間の活動に伴って発生するもので，自分で利用したり他人に売却したりできないために不要となっ

た固形状又は液状のものを意味する。産業活動に伴って発生する「産業廃棄物」とそれ以外（生活ごみ

等）の「一般廃棄物」に区分される。 

（※２）再資源化 

平成12年制定の「循環型社会形成基本法」の中では、社会的な環境保全意識の高まりを受けて、廃棄

物などのうち有用なものは、有価・無価を問わず循環資源としてとらえ直されている。不要物として排

出された廃棄物を、選別、破砕、洗浄、溶融等の加工を行うことで、再資源化品として、製品製造の原

燃料や、エネルギー源として再利用すること。 

（※３）廃棄物処理 

廃棄物を排出者が自らか、若しくは他人に委託して、適正な措置を講じること。適正な基準としては、

『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』（昭和45年制定）に規定されている。廃棄物を回収、運搬する「収

　　　　当社
　　　　　　　㈱タケエイ

高次処理

　　連結子会社
　　　　㈱リサイクル・ピア

　　連結子会社
　　　　　　　㈱ギプロ

顧客（廃棄物排出者）

・廃棄物処理業務

（建設混合廃棄物主体）

の提供

・処理代金の受取 ・処理代金の受取

・廃棄物処理業務

（廃石膏ボード専業）の提

供

　　連結子会社

　　　　　　泰武興運㈱
・人材派遣

・不動産の賃貸

・収集・運搬業務

・廃棄物処分業務

　　（中間処理・最終処分）

・その他の業務　　の提供

・処理代金の受取

再資源化品等

リサイクル専門事業者・メーカー等

マテリアル

リサイクル
エネルギー化

廃石膏ボード等の再資源化を

推進する母体会社

　持分法適用会社

㈱ｸﾞﾘｰﾝｱﾛｰｽﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
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集・運搬」、減容化等する「中間処理」、埋立てる「 終処分」に区分される。 

（※４）トータルな課題解決策 

平成12年制定の「循環型社会形成推進基本法」の中で定められた廃棄物の①発生抑制（リデュース）、

②再使用（リユース）、③再生利用（リサイクル）、④熱回収、⑤適正処分といった優先順位を踏まえ、

顧客の状況に応じた 適な処理及び再資源化方法を提供すること。 

（※５）エネルギー化 

燃焼した廃棄物を熱源として、冷暖房に利用したり、一旦、固形燃料化、チップ化等した上で、発電

等のエネルギー資源として利用すること。熱回収、サーマルリカバリー、エネルギーリカバリーなどと

も呼ばれる。 

（※６）バイオマス発電 

バイオマスとは、生物由来の資源を意味する。その種類には、木質系《建築廃材など》、農業・畜産・

水産系、食品廃棄物、下水汚泥などがあげられる。バイオマス発電は、この生物由来の資源に含まれる

有機物をエネルギー源として、電気をおこすこと。温暖化を抑制するために、石化燃料発電の代替とし

て、近年、注目を集めている。 

（※７）高次処理 

社会的な環境保全意識の高まりを受け、廃棄物の厳格な適正処理及び徹底した再資源化のニーズに対

応する設備投資、各中間処理工場間の緊密な連携を元にした廃棄物処理を行うこと。 

（※８）有価物 

鉄、アルミ、カレット（ガラス片）、古紙類など、他人に有償で売却できるものを言う。市況や需給関

係の変動により、取引単価、対象物に影響を受ける。 
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３.経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社は、主に建設廃棄物を対象とし、収集運搬、中間処理及び 終処分について一貫した適正

処理体制で廃棄物処理業を行なってまいりました。さらに当社は、「資源循環型社会への貢献を目

指す」という経営理念の下にお客様との信頼関係を確立しつつ廃棄物処理業のみならず、再資源

化を追求する環境ソリューション事業への転換を図ってまいります。今後とも環境に配慮するお

客様の良きパートナーとして、施設整備、処理サービスメニューの拡充を目指し、より高次な再

資源化ニーズへの対応を図ってまいります。 
 

(2) 目標とする経営指標 

当社の目標とする経営指標は、売上高営業利益率です。 
“付加価値”を提供する営業力の強化によって売上高の拡大を図り、併せて廃棄物の再資源化

の推進による有価物控除高の増大や中間処理工場の集約等による効率化を推進することにより売

上高営業利益率の向上に努め、13％まで引き上げることを目標としております。 

 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、主に建設廃棄物を対象とし、収集運搬、中間処理及び 終処分について一貫

した適正処理体制で廃棄物処理業を行ってまいりましたが、今後は従来の廃棄物処理という枠組

みから一歩踏み出し、再生素材化や新エネルギー資源化という「廃棄物の再資源化」へ力点を移

す事業展開を図っております。 

現在の事業環境及び入手可能な情報に基づき 善の経営方針を立案し、企業価値を 大限に高

めるべく、再資源化の技術革新や多角的な協業化（連携強化）により、再資源化・新エネルギー

資源化事業の拡大戦略を進めてまいります。具体的には、「(4) 会社の対処すべき課題」に記載の

項目強化を重点的に推進していく所存です。 

 
(4) 会社の対処すべき課題 

① 廃棄物の再資源化の推進 
当社グループは、従来の単純な廃棄物処理という枠組みから一歩を踏み出し、再生素材化や

新エネルギー資源化という「廃棄物の再資源化」へ力点を移す事業展開を図っております。当

社グループはこれまで東京都スーパーエコタウン事業の一環として、㈱リサイクル･ピア東京エ

コタウン工場を本格稼動（平成 17 年４月）させ、その後、既存施設の統廃合による事業の効率

化を目的とした川崎リサイクルセンターを稼動させてまいりました（平成 18 年８月）。また、

今年度は、廃棄物発電によるサーマルリカバリーを目的とした㈱市原ニューエナジー（平成 19

年 10 月稼動）や、木材チップを主燃料とする国内 大規模のバイオマス発電を行う㈱市原グリ

ーン電力等への燃料供給事業を推進しております。今後これらの事業が相互に有機的連関（シ

ナジー）を発揮することで、リサイクル事業として十分なコスト削減し、収益拡大が可能とな

る経営体質の強化を図ってまいります。 
 
② 法規制強化を先取りした対応の推進 

当社グループは、年々規制強化される「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」をはじめとし

た環境関連の諸法令の遵守を 重要課題と位置付けております。これら業界関連法令等の規制

に対し、自らより厳しい基準を設定することにより、当社グループの強みとすべく規制強化を

先取りした施設整備等を進めてまいりました。当社グループは、今後も社会的な信頼を得るた

め、法令遵守に対するより一層の社内意識の向上と体制強化をはかるため、継続的な施策を採

り、また全社員に対する教育研修体制の整備に積極的に取組んでまいります。 
 
③ “付加価値”を提供する営業力の強化 

「お客様満足度」に応えるべく、建設現場における分別排出の支援サービスを充実させ、ゼ

ロエミッションへのサポート体制を拡充させることにより、他社との差別化を図ってまいりま

す。当社企業グループが保有する廃棄物の低減化に関するノウハウ提供により、大型建設現場

をはじめとする首都圏建設現場の営業を他社優位に進めてまいります。 
 

④ 新規事業の推進及びリサイクル技術の向上 
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リサイクルに対する社会的なニーズに応えるため、新規の技術開発に関しては、迅速かつ適

切な対応が求められております。当社企業グループは、「再生素材化企業」「新エネルギー化事

業の担い手」としての確たる地位を早急に獲得すべく、現在開発を行っている案件の早期事業

化を推進致します。「適正なる処理」はもとより、今後は廃棄物の製品化やエネルギー化を目的

とした新市場の創出を強く意識し、当社の処理コスト低減化のため、また 終的な環境負荷を

低減化させるため、更なるリサイクル技術の向上を積極的に図ってまいります。このことによ

り「社会的貢献」と「収益力の向上」の両立を、これまで以上に目指してまいります。 
 
⑤ 情報化投資の推進 

当社グループは、迅速かつ正確な情報把握による的確な経営の意思決定を推進するため、ま

た、迅速な情報開示体制の確立のため、全社的なレベルでの情報システムの構築に取組んでお

ります。今後においても、業務改革を併せて実行する情報システムの刷新を継続的に行うこと

で、企業運営上のコスト削減にも積極的に図ってまいります。それらには、重要情報の漏洩を

防止するための情報セキュリティの強化にも取り組んでまいります。 
 

(5) その他、会社の経営上重要な事項 

   該当事項はありません。 
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４．中間連結財務諸表 

① 中間連結貸借対照表 

  
前中間連結会計期間末 

（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記

番号 

金額 

（千円） 

構成比

（％）

金額 

（千円） 

構成比 

（％） 

金額 

（千円） 

構成比

（％）

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産     

 １ 現金及び預金 ※2  3,302,008 3,813,531   2,782,589

 ２ 受取手形及び売掛金 ※7  2,749,748 2,748,153   3,260,759

 ３ たな卸資産   113,636 173,220   105,519

 ４ 繰延税金資産   98,184 242,729   105,651

 ５ その他の流動資産   511,585 316,323   426,317

   貸倒引当金   △ 79,451 △73,731   △106,067

   流動資産合計   6,695,713 26.6 7,220,228 28.9  6,574,771 26.8

Ⅱ 固定資産     

 １ 有形固定資産     

  (1) 建物及び構築物 ※1、2  6,206,442 6,069,655   6,186,779

  (2) 機械装置及び運搬具 ※1  3,952,306 3,428,748   3,624,480

  (3) 土地 ※2  6,410,061 6,410,061   6,410,061

  (4) 終処分場 
※1、2

、8 
 369,228 165,519   276,872

  (5) その他の有形固定資産 ※1、2  560,978 745,858   634,689

   有形固定資産合計   17,499,018 69.7 16,819,842 67.4  17,132,883 69.7

 ２ 無形固定資産     

  (1) のれん   188,500 178,579   183,540

  (2) その他の無形固定資産   75,480 79,564   78,820

   無形固定資産合計   263,981 1.1 258,144 1.0  262,361 1.1

 ３ 投資その他の資産     

  (1) 投資有価証券   38,076 38,184   39,053

  (2) 繰延税金資産   93,920 81,771   84,569

  (3) その他の投資   553,044 586,572   528,873

   貸倒引当金   △197,349 △174,038   △198,279

   投資その他の資産合計   487,691 1.9 532,489 2.2  454,215 1.9

   固定資産合計   18,250,691 72.7 17,610,476 70.6  17,849,460 72.7

Ⅲ 繰延資産   167,912 0.7 116,369 0.5  140,606 0.5

   資産合計   25,114,317 100.0 24,947,074 100.0  24,564,837 100.0
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前中間連結会計期間末 

（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記

番号 

金額 

（千円） 

構成比

（％）

金額 

（千円） 

構成比 

（％） 

金額 

（千円） 

構成比

（％）

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

 １ 買掛金   649,819 427,659   609,057

 ２ 短期借入金 ※2  756,000 766,600   722,800

 ３ 一年以内返済予定の長期

借入金 
※2  3,031,475 3,105,158   3,138,012

 ４ 一年以内償還予定の社債   1,504,000 160,000   590,000

 ５ その他の流動負債 ※2  1,881,891 1,702,550   1,784,928

   流動負債合計   7,823,186 31.1 6,161,968 24.7  6,844,798 27.9

Ⅱ 固定負債     

 １ 社債   810,000 1,350,000   1,440,000

 ２ 長期借入金 ※2  11,527,066 9,230,206   10,909,309

 ３ 繰延税金負債   348,629 313,400   330,289

 ４ 処分場閉鎖引当金   106,256 85,869   108,357

 ５ その他の固定負債   1,035,802 841,055   920,309

   固定負債合計   13,827,754 55.1 11,820,531 47.4  13,708,264 55.8

   負債合計   21,650,941 86.2 17,982,499 72.1  20,553,063 83.7

        

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

 １ 資本金   923,191 3.7 2,235,146 9.0  923,191 3.8

 ２ 資本剰余金   1,086,580 4.3 2,398,515 9.6  1,086,580 4.4

 ３ 利益剰余金   1,391,990 5.6 2,248,880 9.0  1,923,732 7.8

   株主資本合計   3,401,762 13.6 6,882,542 27.6  3,933,504 16.0

Ⅱ 評価・換算差額等     

 １ その他有価証券評価差額

金 
  1,334 △ 626   953

   評価・換算差額等合計   1,334 0.0 △ 626 △0.0  953 0.0

Ⅲ 少数株主持分   60,278 0.2 82,657 0.3  77,316 0.3

   純資産合計   3,463,375 13.8 6,964,574 27.9  4,011,774 16.3

   負債純資産合計   25,114,317 100.0 24,947,074 100.0  24,564,837 100.0
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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18年４月１日  

 至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 

番号 

金額 

（千円） 

百分比

（％）
金額 

（千円） 

百分比 

（％） 
金額 

（千円） 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高   6,922,370 100.0 7,035,653 100.0  15,005,269 100.0

Ⅱ 売上原価   5,161,203 74.6 5,312,723 75.5  10,982,960 73.2

   売上総利益   1,761,167 25.4 1,722,930 24.5  4,022,309 26.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1  1,107,078 16.0 1,080,516 15.4  2,193,938 14.6

   営業利益   654,088 9.4 642,413 9.1  1,828,370 12.2

Ⅳ 営業外収益     

 １ 受取利息  407 2,253  1,217 

 ２ 受取家賃  2,571 －  5,142 

 ３ 保険金収入  1,491 －  8,683 

 ４ デリバティブ取引評価益  － 6,095  4,620 

 ５ 消費税還付加算金  － 3,415  － 

 ６ 共済会掛金解約金  － 3,200  － 

 ７ 債務取崩益  － 4,677  3,070 

 ８ 雑収入  6,932 11,402 0.2 9,437 29,079 0.4 11,717 34,453 0.2

Ⅴ 営業外費用     

 １ 支払利息  211,281 237,028  445,275 

 ２ 持分法による投資損失  － 42  － 

 ３ 雑損失  94,420 305,702 4.4 76,741 313,812 4.4 167,226 612,501 4.1

   経常利益   359,788 5.2 357,680 5.1  1,250,321 8.3

Ⅵ 特別利益     

 １ 固定資産売却益 ※2 2,187 6,957  5,104 

 ２ 投資有価証券売却益  999 －  999 

 ３ 貸倒引当金戻入益  － 26,086  － 

 ４ 保険解約返戻金  － 28,697  － 

 ５ 処分場閉鎖引当金取崩  － 22,934  － 

 ６ その他の特別利益  119 3,306 0.1 117 84,794 1.2 119 6,223 0.0

Ⅶ 特別損失     

 １ 固定資産売却損 ※3 2,385 1,568  2,992 

 ２ 固定資産除却損 ※4 830 200  11,966 

 ３ 事業所閉鎖費用 ※5 108,382 －  121,995 

 ４ 過年度処分場閉鎖引当金繰

入額 
 100,989 －  100,989 

 ５ 借入金期限前弁済手数料  － 2,400  － 

 ６ 金利スワップ解約精算金  － 212,588 3.1 1,500 5,668 0.1 － 237,943 1.5

   税金等調整前中間（当期）

純利益 
  150,507 2.2 436,806 6.2  1,018,602 6.8

   法人税、住民税及び事業税  132,474 187,524  467,983 

   法人税等調整額  △85,527 46,946 0.7 △150,085 37,439 0.5 △101,721 366,261 2.5

   少数株主利益（△損失）   17,563 0.3 12,838 0.2  34,601 0.2

   中間（当期）純利益   85,996 1.2 386,528 5.5  617,738 4.1
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③ 中間連結株主資本等変動計算書 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 
 
平成18年３月31日 残高（千円） 923,191 1,086,580 1,325,571 3,335,343

中間連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当（注） － － △19,577 △19,577

 中間純利益 － － 85,996 85,996

 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） 
－ － － －

 
中間連結会計期間中の変動額合計（千円） － － 66,418 66,418
 
平成18年９月30日残高（千円） 923,191 1,086,580 1,391,990 3,401,762

 

 

評価・換算差額等 
少数株主 

持分 

純資産 

合計 その他有価証券 

評価差額金 
 

評価・換算 

差額等合計 
 
平成18年３月31日 残高（千円） 3,524  3,524 42,714 3,381,582

中間連結会計期間中の変動額   

 剰余金の配当（注） －  － － △19,577

 中間純利益 －  － － 85,996

 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） 
△2,189  △2,189 17,563 15,374

 
中間連結会計期間中の変動額合計（千円） △2,189  △2,189 17,563 81,793
 
平成18年９月30日残高（千円） 1,334  1,334 60,278 3,463,375

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 
 
平成19年３月31日残高(千円） 923,191 1,086,580 1,923,732 3,933,504

中間連結会計期間中の変動額  

 新株の発行 1,311,955 1,311,934 － 2,623,890

 剰余金の配当 － － △61,380 △61,380

 中間純利益 － － 386,528 386,528

 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） 
－ － － －

 
中間連結会計期間中の変動額合計（千円） 1,311,955 1,311,934 325,148 2,949,038
 
平成19年９月30日残高(千円） 2,235,146 2,398,515 2,248,880 6,882,542

 

 

評価・換算差額等 

少数株主 

持分 

純資産 

合計 その他有価証券 

評価差額金 
 

評価・換算 

差額等合計 

 
平成19年３月31日残高(千円） 953  953 77,316 4,011,774

中間連結会計期間中の変動額   

 新株の発行 －  － － 2,623,890

 剰余金の配当 －  － － △61,380

 中間純利益 －  － － 386,528

 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） 
△1,579  △1,579 5,341 3,762

 
中間連結会計期間中の変動額合計（千円） △1,579  △1,579 5,341 2,952,800
 
平成19年９月30日残高(千円） △626  △626 82,657 6,964,574
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前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 
 
平成18年３月31日 残高（千円） 923,191 1,086,580 1,325,571 3,335,343

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当（注） － － △19,577 △19,577

 当期純利益 － － 617,738 617,738

 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変

動額（純額） 
－ － － －

 
連結会計年度中の変動額合計（千円） － － 598,161 598,161
 
平成19年３月31日残高（千円） 923,191 1,086,580 1,923,732 3,933,504

 

 

評価･換算差額等 
少数株主 

持分 

純資産 

合計 その他有価証券 

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 
 
平成18年３月31日 残高（千円） 3,524 3,524 42,714 3,381,582

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当（注） － － － △19,577

 当期純利益 － － － 617,738

 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変

動額（純額） 
△2,571 △2,571 34,601 32,030

 
連結会計年度中の変動額合計（千円） △2,571 △2,571 34,601 630,191
 
平成19年３月31日残高（千円） 953 953 77,316 4,011,774

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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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18年４月１日 

 至 平成18年９月30日）

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成19年９月30日） 

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18年４月１日 

 至 平成19年３月31日）

区分 
注記 

番号 

金額 

（千円） 

金額 

（千円） 

金額 

（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

 １ 税金等調整前中間（当期）純利益  150,507 436,806 1,018,602

 ２ 減価償却費  543,958 639,578 1,239,151

 ３ のれん償却額  4,960 4,960 9,921

 ４ 貸倒引当金の増減額（△は減少）  19,027 △28,677 46,573

 ５ 処分場閉鎖引当金の増減額(△は減少)  106,256 △22,488 108,357

 ６ 受取利息及び受取配当金  △1,475 △3,346 △2,284

 ７ ため替差損益  － － 9

 ８ 支払利息  211,281 237,028 445,275

 ９ 固定資産売却損益  198 △5,389 △2,112

 10 売上債権の増減額（△は増加）  90,234 505,178 △421,868

 11 たな卸資産の増加額  △12,960 △67,701 △4,843

 12 仕入債務の増減額（△は減少）  139,351 △181,397 98,589

 13 未払金の増減額(△は減少)  282,483 △109,322 216,096

 14 その他  209,121 219,292 384,182

    小計  1,742,946 1,624,522 3,135,650

 15 利息及び配当金の受取額  1,454 2,894 2,206

 16 利息の支払額  △203,375 △243,656 △440,571

 17 法人税等の支払額  △287,278 △216,110 △550,627

   営業活動によるキャッシュ・フロー  1,253,746 1,167,649 2,146,658

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

 １ 有形固定資産の取得による支出  △2,276,470 △329,981 △2,713,207

 ２ 有形固定資産の売却による収入  1,853 4,955 8,676

 ３ 無形固定資産の取得による支出  － △11,020 －

 ４ 投資有価証券の取得による支出  △4,768 △1,793 △6,389

 ５ 投資有価証券の売却による収入  1,000 － 1,000

 ６ 貸付による支出  △7,000 △23,500 △87,736

 ７ 貸付金の回収による収入  5,411 6,765 96,567

 ８ その他  △52,401 △49,970 △190,693
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前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日）

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成19年９月30日） 

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18年４月１日 

 至 平成19年３月31日）

区分 
注記 

番号 

金額 

（千円） 

金額 

（千円） 

金額 

（千円） 

   投資活動によるキャッシュ・フロー  △2,332,375 △404,545 △2,891,783

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

 １ 短期借入金による収入  1,125,316 200,000 1,380,000

 ２ 短期借入金の返済による支出  △730,500 △156,200 △1,013,700

 ３ 長期借入金による収入  2,069,450 117,862 3,141,166

 ４ 長期借入金の返済による支出  △2,007,964 △1,839,956 △3,619,185

 ５ 社債の発行による収入  － － 700,000

 ６ 社債の償還による支出  △336,000 △520,000 △1,320,000

 ７ 株式の発行による収入  － 2,623,890 －

 ８ 親会社による配当金の支払額  △19,577 △61,380 △19,577

 ９ 少数株主への配当金の支払額  － △7,497 －

 10 その他  △95,865 △74,909 △182,760

   財務活動によるキャッシュ・フロー  4,858 281,809 △934,056

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  － － △9

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  △1,073,770 1,044,913 △1,679,191

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  3,551,679 1,872,487 3,551,679

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）残

高 
※1 2,477,909 2,917,401 1,872,487
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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 

項目 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成19年３月31日） 

１ 連結の範囲に関する事項 

 

（1）連結子会社の数  ４社

連結子会社の名称 

泰武興運㈱ 

サンブ・ウエイストイ

ンダストリー㈱ 

㈱ギプロ 

㈱リサイクル・ピア 

 なお、サンブ・ウエイストイ

ンダス通り㈱につきましては

平成18年７月４日に清算結了

したため連結の範囲から除外

いたしましたが、清算までの期

間の損益及び剰余金並びにキ

ャッシュ・フローは、中間連結

損益計算書及び中間連結株主

資本等変動計算書並びに中間

連結キャッシュ・フロー計算書

に含めております。 

(1)連結子会社の数  ３社 

連結子会社の名称 

泰武興運㈱ 

㈱ギプロ 

    ㈱リサイクル・ピア 

 

（1）連結子会社の数  ４社

連結子会社の名称 

泰武興運㈱ 

サンブ・ウエイストイン

ダストリー㈱ 

㈱ギプロ 

㈱リサイクル・ピア 

 なお、サンブ・ウエイストイ

ンダス通り㈱につきましては

平成18年７月４日に清算結了

したため連結の範囲から除外

いたしましたが、清算までの期

間の損益及び剰余金並びにキ

ャッシュ・フローは、連結損益

計算書及び連結株主資本等変

動計算書並びに連結キャッシ

ュ・フロー計算書に含めており

ます 

 （2）主要な非連結子会社名 

㈱門前クリーンパーク 

連結の範囲から除いた

理由 

 非連結子会社㈱門前クリー

ンパークは、小規模会社であり

、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

ため連結の範囲から除外して

おります。 

（2）主要な非連結子会社名 

   ㈱門前クリーンパーク 

連結の範囲から除いた理

由 

 非連結子会社㈱門前クリー

ンパークは、現在、事業開始前

の会社であり、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

していないため連結の範囲か

ら除外しております。 

(2）主要な非連結子会社名 

㈱門前クリーンパーク

連結の範囲から除いた理

由 

 非連結子会社㈱門前クリー

ンパークは、現在、事業開始前

の会社であり、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

いないため連結の範囲から除

外しております。 

２ 持分法の適用に関する事

項 

 

（1）持分法を適用した関連会

社はありません。 

 

（1）持分法を適用した関連会

社 １社 

関連会社等の名称 

㈱グリーンアローズホールデ

ィングス 

 

 ㈱グリーンアローズホールデ

ィングスは、合弁会社として新

たに設立したことにより、持分

法適用関連会社となりました。

 

（1）持分法を適用した関連会

社はありません。 

 

 （2）持分法を適用しない非

連結子会社及び関連会社

  ２社 

㈱門前クリーンパーク 

関東建設廃棄物協同組合 

 

持分法を適用しない理由 

持分法非適用会社は、中間

純損益及び利益剰余金等に及

（2）持分法を適用しない非連

結子会社及び関連会社  

     同左 

（2）持分法を適用しない非連

結子会社及び関連会社 

２社 

㈱門前クリーンパーク 

関東建設廃棄物協同組合 

 

持分法を適用しない理由 

 持分法非適用会社は、連結純

損益及び利益剰余金等に及ぼ
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項目 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成19年３月31日） 

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

外しております。 

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外し

ております。 

３ 連結子会社の中間決算日等

に関する事項 

 

すべての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 連結子会社の決算日は、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 

時価のあるもの 

 中間連結決算期間末日の市

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) 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

（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 

時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 

時価のないもの 

同左 

（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 

時価のあるもの 

 決算期末日の市場価格等

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） 

時価のないもの 

同左 

 ② たな卸資産 

a 仕掛品 

総平均法による原

価法 

b 貯蔵品 

終仕入原価法 

② たな卸資産 

a 仕掛品 

同左 

 

b 貯蔵品 

同左 

② たな卸資産 

a 仕掛品 

同左 

 

b 貯蔵品 

同左 

 ③ デリバティブ取引によ

り生じる正味の債権(及

び債務)の評価基準及び

評価方法 

    時価法 

③ デリバティブ取引によ

り生じる正味の債権(及

び債務)の評価基準及び

評価方法 

同左 

③ デリバティブ取引によ

り生じる正味の債権(及

び債務)の評価基準及び

評価方法 

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 

定率法によっております。

ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（建物付

属設備を除く）については定

額法により、 終処分場につ

いては埋立割合に基づいて

費用処理しております。 

なお、耐用年数について

は、次の通りであります。

建物及び構築物    

３年～50年 

機械装置及び運搬具  

２年～17年 

工具器具及び備品    

２年～20年 

（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 

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 

同左 
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項目 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成19年３月31日） 

 ② 無形固定資産 

定額法によっており

ます。 

 ソフトウェア（自社利用分）

については、社内における利用

可能期間（５年）に基づく定額

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) 重要な繰延資産の処理方

法 

① 創立費 

 ５年で均等償却を行っており

ます。 

(3) 重要な繰延資産の処理方

法 

① 創立費 

――――― 

 

(3) 重要な繰延資産の処理方

法 

① 創立費 

 ５年で均等償却を行ってお

ります。 

 ② 開業費 

５年で均等償却を行って

おります。 

② 開業費 

同左 

② 開業費 

同左 

 （4）重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に

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検討し、回

収不能見込額を計上しており

ます。 

（4）重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金 

同左 

（4）重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金 

同左 

 ② 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備える

ため、当社及び連結子会社の

一部は当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、当中間

連結会計期間末において発生

していると認められる額を計

上しております。 

② 退職給付引当金 

同左 

② 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき計上してお

ります。 

 ③ 処分場閉鎖引当金 

終処分場埋立終了後に発

生することが見込まれる閉鎖

後費用の負担に備えるため、

当中間連結会計期間における

埋立割合に応じた額を計上し

ております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 処分場閉鎖引当金 

同左 

③ 処分場閉鎖引当金 

 終処分場埋立終了後に発

生することが見込まれる閉鎖

後費用の負担に備えるため、当

連結会計期間における埋立割

合に応じた額を計上しており

ます。 
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項目 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成19年３月31日） 

 （5）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。 

（5）重要なリース取引の処理

方法 

同左 

（5）重要なリース取引の処理

方法 

同左 

 （6）その他連結財務諸表作成

のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会

計処理は、税抜方式によってお

ります。 

 

（6）その他連結財務諸表作成

のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

（6）その他連結財務諸表作成

のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

５ 連結子会社の資産及び

負債の評価に関する事項 

 全面時価評価法によってお

ります。 

同左 同左 

６ のれんの償却に関する

事項 

 

 のれんは 20 年で均等償却し

ております 

同左 同左 

７ 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、要求払預金及び取

得日から３ヶ月以内に満期日

の到来する流動性の高い、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

しか負わない短期的な投資で

あります。 

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18年４月１日  

 至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成19年３月31日） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等） 

当中間連結会計年度から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年12月９

日 企業会計基準第５号）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」（企業会計基準委員会 

平成17年12月９日 企業会計基準適用指

針第８号）を適用しております。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は、

3,403,097千円であります。 

 なお、中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当中間連結会計期間における貸借対照

表の純資産の部については、改正後の中間

連結財務諸表規則により作成しておりま

す。 

 

 

 

―――――――――― 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等） 

当連結会計年度から「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準委員会 平成17年12月９日 企

業会計基準第５号）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」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準適用指針第８

号）を適用しております。 

従来の資本の部の合計に相当する金額

は、3,934,457千円であります。 

 

 

―――――――――― 

（有形固定資産の減価償却方法の変更）

当中間連結会計期間から、法人税法の改

正(（所得税法等の一部を改正する法律 平

成19年３月30日 法律第６号）及び（法人

税法施行令の一部を改正する政令 平成19

年３月30日 政令第83 号））に伴い、平成

19年４月１日以降に取得した有形固定資

産の減価償却については、改正後の法人税

法に基づく方法に変更しております。 

 この変更に伴う営業利益、経常利益及び

税金等調整前中間純利益に与える影響は、

軽微であります。 

 

―――――――――― 
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表示方法の変更 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成19年３月31日） 

 

―――――――――― 

 

 

 

（連結損益計算書） 

前中間連結会計期間において、特別利

益の「その他の特別利益」に含めて表示

しておりました「保険解約返戻金」は、

当中間連結会計期間において特別利益の

10/100超となったため当中間連結会計期

間より区分掲記することといたしまし

た。 

 なお、前中間連結会計の「保険解約返戻

金」は、119千円であります。 

 

 

―――――――――― 
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追加情報 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成19年３月31日） 

（処分場閉鎖引当金の計上） 

これまで 終処分場につきましては、埋

立終了後一定期間につき土工事費用、堰堤

等の維持管理費用、 終覆土費用及び水処

理費用等の閉鎖後費用が見込まれるもの

の、将来発生するであろう金額を合理的に

見積もることが困難であったため、閉鎖後

費用につきまして引当計上しておりませ

んでしたが、平成18年４月に環境省 大臣

官房廃棄物・リサイクル対策部 産業廃棄

物課より「 終処分場維持管理積立金に係

る維持管理費用算定ガイドライン」が発行

されたことにより、当ガイドラインに基づ

き閉鎖後費用を算定し、当中間連結会計期

間より処分場閉鎖引当金として計上して

おります。 

 この変更により、従来の方法によった場

合に比べ営業利益及び経常利益が、それぞ

れ5,267千円、税金等調整前中間純利益が

、106,256千円減少しております。 

 

 

―――――――――― 
（処分場閉鎖引当金の計上） 

これまで 終処分場につきましては、埋

立終了後一定期間につき土工事費用、堰堤

等の維持管理費用、 終覆土費用及び水処

理費用等の閉鎖後費用が見込まれるもの

の、将来発生するであろう金額を合理的に

見積もることが困難であったため、閉鎖後

費用につきまして引当計上しておりませ

んでしたが、平成18年４月に環境省 大臣

官房廃棄物・リサイクル対策部 産業廃棄

物課より「 終処分場維持管理積立金に係

る維持管理費用算定ガイドライン」が発行

されたことにより、当ガイドラインに基づ

き閉鎖後費用を算定し、当連結会計年度よ

り処分場閉鎖引当金として計上しており

ます。 

 この変更により、従来の方法によった場

合に比べ営業利益及び経常利益が、それぞ

れ7,368千円、税金等調整前当期純利益が

、108,357千円減少しております。 

( 終処分場の埋立容量増大) 

当中間連結会計期間において、大木戸事

業所の安定型 終処分場の 終覆土容量

の変更が行政により承認されたため、廃棄

物の残余埋立容量が増大いたしました。 

 この変更により、従来の埋立容量によっ

た場合に比べ当該 終処分場の減価償却

費が8,426千円減少し、営業利益、経常利

益及び税金等調整前中間純利益が、それぞ

れ8,426千円増加しております。 

 

―――――――――― 

（ 終処分場の埋立容量増大） 

当連結会計年度において、大木戸事業所

の安定型 終処分場の 終覆土容量の変

更が行政により承認されたため、廃棄物の

残余埋立容量が増大いたしました。 

 この変更により、従来の埋立容量によっ

た場合に比べ当該 終処分場の減価償却

費が12,550千円減少し、営業利益、経常利

益及び税金等調整前当期純利益が、それぞ

れ12,550千円増加しております。 

 

―――――――――― 

 当中間連結会計期間より法人税法の改

正に伴い、平成19年３月31日以前に取得

した有形固定資産のうち、償却可能限度

額までの償却が終了しているものについ

ては、残存簿価を５年間で均等償却を行

う方法を採用しております。 

 この方法の採用による営業利益、経常

利益及び税金等調整前中間純利益に与え

る影響は、軽微であります。 

 

―――――――――― 
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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18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

※１ 固定資産の減価償却累計額 

有形固定資産の

減価償却累計額 

4,095,538千円 

  

※１ 固定資産の減価償却累計額 

有形固定資産の

減価償却累計額

5,348,184千円

 

※１ 固定資産の減価償却累計額 

有形固定資産の

減価償却累計額 

4,741,272千円

 

※２ 担保に供している資産並びに担保

付債務は次の通りであります。 

  担保に供している資産 

預金 512,073千円 

建物 2,457,694千円 

終処分場 136,946千円 

土地 6,139,416千円 

建設仮勘定 21,226千円 

合計 9,267,357千円 
 

※２ 担保に供している資産並びに担保

付債務は次の通りであります。 

  担保に供している資産 

預金 577,081千円

建物 4,892,512千円

終処分場 62,197千円

土地 5,793,572千円

合計 11,325,363千円

  

※２ 担保に供している資産並びに担保

付債務は次の通りであります。 

  担保に供している資産 

預金 592,077千円

建物 5,339,481千円

終処分場 98,921千円

土地 5,707,764千円

合計 11,738,245千円

  

  担保権によって担保されている債務 

長期借入金 11,429,035千円 

一年以内返済予

定の長期借入金 

2,794,231千円 

短期借入金 736,000千円 

その他流動負債 11,039千円 

リース・割賦債務 138,124千円 

合計 15,108,430千円 
 

  担保権によって担保されている債務 

長期借入金 9,187,190千円

一年以内返済予

定の長期借入金 

2,946,998千円

短期借入金 566,600千円

その他流動負債 10,237千円

合計 12,711,026千円
 

  担保権によって担保されている債務

長期借入金 10,792,626千円

一年以内返済予

定の長期借入金 

2,782,273千円

短期借入金 622,800千円

その他流動負債 10,474千円

合計 14,208,174千円
 

３ 偶発債務 

 保証債務 

㈱成運興業 22,675千円 

計 22,675千円 

 

 

３ 偶発債務 

 保証債務 

㈱市原ニューエナジ

ー 

130,000千円

計 130,000千円
 

３ 偶発債務 

 保証債務 

㈱市原ニューエナジ

ー 

130,000千円

計 130,000千円
 

４ 手形割引及び裏書譲渡高 

受取手形割引高 57,688千円 
 

４ 手形割引及び裏書譲渡高 

受取手形割引高 57,853千円
 

４ 手形割引及び裏書譲渡高 

受取手形割引高 65,834千円

５ (貸出コミットメントライン契約) 

連結子会社㈱リサイクル・ピアにおいて

は、運転資金の効率的な調達を行うため、

取引金融機関㈱りそな銀行と貸出コミッ

トメント契約を締結しております。 

当中間連結会計期間末における貸出コ

ミットメントに係る借入未実行残高等は

次の通りであります。 

 

特別融資枠総額 500,000千円 

借入実行残高 500,000千円 

差引額 ― 千円 
 

５ (貸出コミットメントライン契約) 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

特別融資枠総額 500,000千円

借入実行残高 500,000千円

差引額 ― 千円
 

５ (貸出コミットメントライン契約) 

連結子会社㈱リサイクル・ピアは、運

転資金の効率的な調達を行うため、取引金

融機関㈱りそな銀行と貸出コミットメン

トライン契約を締結しております。 

当連結会計年度末における貸出コミッ

トメントラインに係る借入未実行残高等

は次の通りであります。 

 

特別融資枠総額 500,000千円

借入実行残高 500,000千円

差引額 ― 千円

６ （財務制限条項） 

当社の借入金のうちシンジケートロ

ーン契約には、以下の財務制限条項が

付されております。 

６ （財務制限条項） 

同左 

６ （財務制限条項） 

同左 
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前中間連結会計期間末 

（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

① 各年度の決算期及び中間期の末日に

おける連結及び単体の貸借対照表におけ

る従来の資本の部に相当する部分の金額

を前年同期比75％以上に維持すること。 

② 各年度の決算期（中間期を除く）にお

ける連結及び単体の損益計算書における

経常損益が2期連続して損失とならないよ

うにすること。 

また、連結子会社㈱リサイクル・ピアの

シンジケートローン契約について以下の

財務制限条項が付されております。 

① ㈱リサイクル・ピアの各年度の決算期

（中間期を除く）の末日における債務

償還年数をそれぞれ10年以下に維持す

ること。 

② 提出会社の各年度の決算期における

連結及び単体の損益計算書において営業

損失または経常損失を計上する決算期が

２期連続しないこと。 

  

※７ 中間連結会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形交換日を

もって決済処理しております。 

なお、当中間連結会計期間末日が

金融機関の休日であったため、次の

中間連結会計期間末日満期手形が、

当中間連結会計期間末残高に含まれ

ております。 

   受取手形     1,230千円 

※７ 

―――――――――― 

※７ 期末日満期手形の会計処理について

は、手形交換日をもって決済処理をしており

ます。 

なお、当連結会計年度末日が金融機関の休

日であったため、次の期末日満期手形が、期

末残高に含まれております。 

受取手形 1,990千円 
 

※８ 終処分場勘定については、廃棄物

の 終処分を行う目的で取得した土

地代金、当該土地取得に要した費用及

び建設費用を計上しております。また

当該勘定科目は、廃棄物の埋立量によ

り償却処理を行っております。 

※８     同左 ※８     同左 
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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18年４月１日  

 至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成19年３月31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通りでありま

す。 

役員報酬 124,596千円 

給与手当 375,319千円 

福利厚生費 84,401千円 

退職給付費用 26,112千円 

貸倒引当金繰入額 19,027千円 

のれん償却額 4,960千円 

 

 

 

※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通りでありま

す。 

役員報酬 120,834千円

給与手当 420,799千円

福利厚生費 81,326千円

退職給付費用 14,849千円

のれん償却額 4,960千円

 
 

※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通りでありま

す。 

役員報酬 253,127千円

給与手当 749,040千円

福利厚生費 157,484千円

退職給付費用 29,715千円

貸倒引当金繰入額 47,010千円

のれん償却額 9,921千円

 
 

※２ 固定資産売却益の内容は、次の通り

であります。 

機械装置及び運搬具 2,187千円
 

※２ 固定資産売却益の内容は、次の通り

であります。 

機械装置及び運搬具 6,923千円

その他有形固定資産 34千円

計 6,957千円
 

※２ 固定資産売却益の内容は、次の通り

であります。 

機械装置及び運搬具 5,104千円
 

※３ 固定資産売却損の内容は、次の通り

であります。 

機械装置及び運搬具 2,385千円
 

※３ 固定資産売却損の内容は、次の通り

であります。 

機械装置及び運搬具 1,568千円
 

※３ 固定資産売却損の内容は、次の通り

であります。 

機械装置及び運搬具 2,874千円

その他の無形固定資産 118千円

計 2,992千円

※４ 固定資産除却損の内容は、次の通り

であります。 

機械装置及び運搬具 830千円
 

※４ 固定資産除却損の内容は、次の通り

であります。 

機械装置及び運搬具 56千円

その他有形固定資産 144千円

計 200千円
 

※４ 固定資産除却損の内容は、次の通り

であります。 

建物及び構築物 4,944千円

機械装置及び運搬具 7,021千円

計 11,966千円

※５ 事業所閉鎖費用108,382千円は、駒

岡事業所及び水江事業所の閉鎖に伴う損

失であり、それぞれ66,938千円及び 

41,443千円であります。 

 ※５ 事業所閉鎖費用121,995千円は、駒

岡事業所及び水江事業所の閉鎖に伴う損

失であり、それぞれ67,011千円及び 

54,984千円であります。  
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（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

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) 

前中間連結会計期間 

増加株式数 

(千株) 

前中間連結会計期間 

減少株式数 

(千株) 

前中間連結会計期間末

株式数 

(千株) 

発行済株式   

 普通株式 930 － － 930

 合計 930 － － 930

 

配当に関する事項 

配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

(千円) 
基準日 効力発生日 

平成１８年６月２９日 

定時株主総会 
普通株式 19,577 平成18年３月31日 平成18年６月29日 

１株当たり配当額   旧株  30.00円、 第１新株  14.96円、 第２新株   3.70円 

 なお、１株当たり配当額における第１新株とは、平成17年10月１日付の株式交換により発行した株式をいい、第２新株とは、平

成18年２月15日付の有償第三者割当により発行した株式をいいます。 

 

 

 

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

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 1,860 420 － 2,280

 合計 1,860 420 － 2,280

(変動事由の概要) 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

  公募増資による増加     400千株 

  新株予約権行使による増加   20千株 

 

配当に関する事項 

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19年６月28日 

定時株主総会 
普通株式 61,380 33.00 平成19年３月31日 平成19年６月29日

 

基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後となるもの 

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19年11月13日 

取締役会 
普通株式 34,206 利益剰余金 15.00 平成19年９月30日 平成19年12月10日
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前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

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 930 930 － 1,860

 合計 930 930 － 1,860

(変動事由の概要) 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

  株式分割による増加     930千株 

 

配当に関する事項 

配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

(千円) 
基準日 効力発生日 

平成１８年６月２９日 

定時株主総会 
普通株式 19,577 平成18年３月31日 平成18年６月29日 

１株当たり配当額   旧株  30.00円、 第１新株  14.96円、 第２新株   3.70円 

 なお、１株当たり配当額における第１新株とは、平成17年10月１日付の株式交換により発行した株式をいい、第２新株とは、平

成18年２月15日付の有償第三者割当により発行した株式をいいます。 

 

基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

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19年６月28日 

定時株主総会 
普通株式 61,380 利益剰余金 33.00 平成19年３月31日 平成19年６月29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18年４月１日  

 至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成19年３月31日） 

※１ 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18年９月30日現在） 

※１ 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19年９月30日現在）

※１ 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19年３月31日現在）

（千円） 

現金及び預金 3,302,008 

預入期間３ヵ月超の定

期預金 
△824,099 

現金及び現金同等物 2,477,909 

  

 

（千円）

現金及び預金 3,813,531 

預入期間３ヵ月超の

定期預金 
△896,130 

現金及び現金同等物 2,917,401 

 

（千円）

現金及び預金 2,782,589 

預入期間３ヵ月超の

定期預金 
△910,101 

現金及び現金同等物 1,872,487 

 

 ２ 重要な非資金取引の内容 

 当中間連結会計年度に新たに計上した

割賦取引に係る資産及び債務の額は、それ

ぞれ988,136千円であります。 

 

―――――――――― ―――――――――― 
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（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成19年３月31日） 

１．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

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 
2,765,971 1,171,397 

 

1,594,574 

その他の有形

固定資産 
167,141 64,167 

 

102,974 

無形固定資産(

ソフトウェア) 
337,568 36,682 

 

300,885 

合計 3,270,681 1,272,246 
 

1,998,434 

  

 

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 
2,897,750 1,516,152

 

1,381,598

その他の有

形固定資産
231,677 127,414

 

104,263

無形固定資

産(ソフトウ

ェア) 

335,973 102,006
 

233,966

合計 3,465,401 1,745,573
 

1,719,828

  

 

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 
2,946,739 1,380,526

 

1,566,212

その他の有形

固定資産 
208,639 101,344

 

107,295

無形固定資産(

ソフトウェア) 
335,973 68,409

 

267,563

合計 3,491,351 1,550,279
 

1,941,071

 

(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 601,989千円 

1年超 1,463,709千円 

合計 2,065,698千円 

  

  

1年内 601,900千円

1年超 1,194,977千円

合計 1,796,878千円

  
 

1年内 627,933千円

1年超 1,389,568千円

合計 2,017,501千円

  
 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息

相当額 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息

相当額 

支払リース料 311,328千円 

減価償却費相当額 286,151千円 

支払利息相当額 27,149千円 

  

支払リース料 360,956千円

減価償却費相当額 327,198千円

支払利息相当額 27,693千円

  

支払リース料 695,097千円

減価償却費相当額 640,032千円

支払利息相当額 59,768千円
 

(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 

(5) 利息相当額の算定方法 

   リース料総額通りス物件の取得価額相当額の

差額を利息相当額とし、各期への配分方法につ

いては、利息法によっております。 

(5) 利息相当額の算定方法 

同左 

(5) 利息相当額の算定方法 

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

んので、項目等の記載は省略しております。 

(減損損失について) 

同左 

(減損損失について) 

同左 

２．オペレーティング・リース取引（借主側） 

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引（借主側） 

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引（借主側） 

未経過リース料 

1年内 16,705千円 

1年超 17,655千円 

合計 34,361千円 

  

1年内 28,789千円

1年超 35,619千円

合計 64,409千円

  

1年内 18,877千円

1年超 16,588千円

合計 35,465千円
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（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

種類 
取得原価 

（千円） 

中間連結貸借対照表 

計上額(千円) 

差額 

(千円) 

①株式 7,925 10,176 2,250

②債券 － － －

③その他 － － －

合計 7,925 10,176 2,250

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間連結貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券 

 非上場株式 27,900

計 27,900

 

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日） 

 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

種類 
取得原価 

（千円） 

中間連結貸借対照表 

計上額(千円) 

差額 

(千円) 

①株式 11,339 10,284 △1,055

②債券 － － －

③その他 － － －

合計 11,339 10,284 △1,055

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間連結貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券 

 非上場株式 27,900

計 27,900

 

前連結会計年度末（平成19年３月31日） 

 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

種類 
取得原価 

（千円） 

連結貸借対照表 

計上額 

(千円) 

差額 

(千円) 

①株式 9,546 11,153 1,607

②債券 － － －

③その他 － － －

合計 9,546 11,153 1,607

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

 連結貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券 

 非上場株式 27,900

計 27,900
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（デリバティブ取引関係） 

 

１ 取引の時価等に関する事項 

 

金利関連 

区分 種類 

前中間連結会計期間末 

（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成19年９月30日） 

前連結会計年度末 

（平成19年３月31日） 

契約額等 

（千円） 

契約額等のう

ち１年超 

（千円） 

時価 

（千円）

評価損益

（千円）

契約額等

（千円）

契約額等の

うち１年超

（千円）

時価 

（千円）

評価損

益 

（千円）

契約額等 

（千円） 

契約額等のう

ち１年超 

（千円） 

時価 

（千円）

評価損益

（千円）

市場

取引

以外

の取

引 

金利スワッ

プ取引 
    

 受取変動

・支払固定 
4,602,840 4,494,600 △18,673 △3,713 3,560,300 1,066,300 △4,243 5,466 4,141,200 4,041,200 △10,339 4,620

金利キャッ

プ取引 
100,000 － 88 △ 3 － － － － － － － －

    合計 4,702,840 4,494,600 △18,585 △3,716 3,560,300 1,066,300 △4,243 5,466 4,141,200 4,041,200 △10,339 4,620
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（セグメント情報） 

【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18年４月１日 至 平成18年９月30日)、前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19

年３月31日)及び当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日)において、当社及び連結子会社の事業は

環境ソリューション事業並びにこれらに付帯する業務の単一事業であります。従いまして、開示対象となるセグメントはありませ

んので、記載を省略しております。 

 

【所在地別セグメント情報】 

 前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日)、前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月

31日)及び当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９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

会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

 

【海外売上高】 

 前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日)、前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月

31日)及び当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９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18年４月１日  

 至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成19年３月31日） 

 

１株当たり純資産額 3,659円24銭 

１株当たり当期純利益 92円46銭 

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益 
－円－銭 

  潜在株式調整後１株当たり中間純利

益については、新株予約権の残高がありま

すが、当社株式は非上場であり、期中平均

株価の把握ができないため、記載しており

ません。 

 

１株当たり純資産額 3,017円86銭

１株当たり当期純利益 179円30銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益 
159円21銭

  

 

１株当たり純資産額 2,115円29銭

１株当たり当期純利益 332円11銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益 
－円－銭

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益

については、新株予約権の残高があります

が、当社株式は非上場であり、期中平均株

価の把握ができないため、記載しておりま

せん。 

(注)株式分割について 

 当社は、平成18年10月19日付で普通株式
１株に対し、普通株式２株の割合で株式分
割を行いました。 

前期首において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以下の通りであり
ます。 

 
１株当たり純資産額 

1,829.62円 
１株当たり中間純利益 

46.23円 
 

 

(注)株式分割について 

当社は、平成19年10月１日付で普通株式
１株に対し、普通株式２株の割合で株式分
割を行いました。 
前期首において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以下の通りであり
ます。 
 

 
 

 

１株当たり純資産額 
1,508.93円

１株当たり中間純利益 
89.65円

潜在株式調整後１株当たり中間純
利益 

79.60円

(注)株式分割について 

 当社は、平成18年10月19日付で普通株
式１株に対し、普通株式２株の割合で株式
分割を行いました。 
前期首において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以下の通りであり
ます。 

 

１株当たり純資産額 
1,795.09円

１株当たり当期純利益 
247.94円

 
 

  

 (注)１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

 前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日）

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

 至 平成19年９月30日）

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日）

純資産の部の合計額（千円） 3,463,375 6,964,574 4,011,774 

純資産の部の合計額から控除する金額

（千円） 

60,278 82,657 77,316 

 （うち少数株主持分）（千円） （ 60,278） （ 82,657） （ 77,316）

普通株式に係る期末の純資産額（千円

） 

3,403,097 6,881,916 3,934,458 

期末の普通株式の数（千株） 930 2,280 1,860 

  

 (注)２．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

 前中間連結期間 

（自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日）

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

 至 平成19年９月30日）

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日）

１株当たり当期純利益  

 当期純利益（千円） 85,996 386,528  617,738 

 普通株主に帰属しない金額（千円） － －  － 

 普通株式に係る当期純利益（千円） 85,996 386,528  617,738 

 普通株式の期中平均株式数（千株） 930 2,155  1,860 

  

潜在株式調整後１株当たり当期純利益  
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 前中間連結期間 

（自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日）

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

 至 平成19年９月30日）

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日）

 普通株式増加数（千株） － 272  － 

  新株予約権（千株） （ －） （ 272） （ －）

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり当期純利益の算定に

含めなかった潜在株式の概要 

(新株予約権) 

第１回新株予約権 

(新株予約権の数 665個) 

第２回新株予約権 

(新株予約権の数 1,135個)

 

―――――――――― 

(新株予約権) 

第１回新株予約権 

(新株予約権の数 658個) 

第２回新株予約権 

(新株予約権の数 1,124個) 
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（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成19年３月31日） 

 

―――――――――― 

 

 

 

 

 

 

―――――――――― 

(多額な増資） 

 当社は、平成19年５月30日に東京証券

取引所マザーズ市場に上場いたしまし

た。上場に際して、平成19年４月17日及

び平成19年５月10日開催の取締役会に

おける決議にもとづき、平成19年５月29

日を払込期日とする公募増資（ブックビ

ルディング方式）により、新株式を次の

通り発行いたしました。 
発行株式数 普通株式400,000株 

発行価額 １株につき7,000円 

発行価額の総額 2,278,000千円 

資本組入額 １株につき3,255円 

資金使途 
 当社における事業

の拡大を目的として、

平成20年中頃までに

完成を予定している

終処分場及び廃プ

ラスチック再資源化

施設の設備資金とし

て725,000千円、子会

社における工場増設

及び財務体質の改善

（借入金返済400,000

千円）を目的として、

1,000,000千円を子会

社への投融資資金と

して充当する予定で

あります。残額につき

ましては、全額を当社

の有利子負債の返済

資金に充当し、財務体

質を強化する予定で

あります。 

 

―――――――――― 
（重要な株式分割） 

当社は、平成19年８月10日開催の取締役会にお
いて、株式の流動性向上と投資家層の拡大等を目
的とし、株式分割の決議及びこれに伴う発行可能
株式総数を変更する決議をいたしました。 
当該株式分割の内容は、下記の通りでありま

す。 

１ 分割の方法 

平成19年９月30日（但し、当日及びその前
日は株主名簿管理人の休業日につき実質は平
成19年９月28日） 終の株主名簿に記載され
た株主に対し、平成19年10月１日をもって、
所有株式１株につき２株の割合で分割致しま
す。 

２ 分割により増加する株式数 

平成19年９月30日（但し、当日及びその前
日は株主名簿管理人の休業日につき実質は平
成19年９月28日） 終の発行済株式数に１を
乗じた株式数。 
なお、株式分割により増加する株式数を明

示していないのは、取締役会決議の日から株
式分割基準日までの間に新株予約権の行使に
より発行済株式総数が増加する可能性があ
り、株式分割の基準日 終の発行済株式総数
が確定できないためであります。 

３ １株当たり情報に及ぼす影響 

前期首において当該株式分割が行われたと

 

―――――――――― 
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前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成19年３月31日） 

仮定した場合における（1株当たり情報）の各
数値はそれぞれ以下の通りであります。なお、
前連結会計年度における潜在株式調整後１株
当たり当期純利益金額については、当社株式
は非上場であり、期中平均株価が把握できな
かったので記載しておりません。 

 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 

1508.93円

１株当たり純資産

額 

1,057.65円

１株当たり中間純利益 

89.65円

１株当たり当期純

利益 

166.05円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益 

79.60円

 

４ その他の重要な事項 

 株式分割に伴い、会社法第184条第２項に基づ

き、平成19年８月10日開催の取締役会において、

平成19年10月１日をもって当社定款における発

行可能株式総数について現行の7,440,000株を 

7,440,000株増加させ、14,880,000株に変更する

ことを決議いたしました。 
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５．生産、受注及び販売の状況 
 

(1) 販売実績 

事業の種類別 

セグメント 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成19年３月31日） 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

処分業務 5,022,496 72.6 5,039,602 71.6 10,854,967 72.3

収集・運搬業務 1,643,572 23.7 1,710,589 24.3 3,624,132 24.2

その他の業務 256,301 3.7 285,461 4.1 526,170 3.5

合計 6,922,370 100.0 7,035,653 100.0 15,005,269 100.0
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６．個別中間財務諸表等 

① 中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 

番号 

金額 

（千円） 

構成比

（％）

金額 

（千円） 

構成比

（％）

金額 

（千円） 

構成比

（％）

 （資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

 １ 現金及び預金 ※2  2,736,433 3,557,931  2,442,347

 ２ 受取手形 ※6  57,860 77,031  84,749

 ３ 売掛金   2,291,601 2,322,048  2,707,117

 ４ たな卸資産   36,827 111,404  49,723

 ５ 繰延税金資産   92,834 97,859  97,093

 ６ その他の流動資産   572,315 423,155  486,835

   貸倒引当金   △74,700 △ 75,500  △97,400

   流動資産合計   5,713,172 32.3 6,513,932 36.1  5,770,467 33.1

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産    

  (1) 建物 
※1、

2 
 3,240,042 3,136,936  3,200,121

  (2) 機械及び装置 ※1  1,773,828 1,548,292  1,632,713

  (3) 終処分場 
※1、

2、7 
 369,228 165,519  276,872

  (4) 土地 ※2  4,198,791 4,198,791  4,198,791

  (5) その他の有形固定資産 
※1、

2 
 1,155,806 1,216,402  1,162,746

   有形固定資産合計   10,737,696 60.8 10,265,941 56.8  10,471,244 60.1

 ２ 無形固定資産   72,833 0.4 77,165 0.4  75,920 0.4

 ３ 投資その他の資産    

  (1) 投資有価証券   38,076 38,184  39,053

  (2) 関係会社株式   695,432 776,432  695,432

  (3) 繰延税金資産   79,427 67,592  68,554

  (4) その他の投資   536,620 488,347  519,442

   貸倒引当金   △196,600 △167,500  △197,530

   投資その他の資産合計   1,152,956 6.5 1,203,057 6.7  1,124,953 6.4

   固定資産合計   11,963,486 67.7 11,546,164 63.9  11,672,118 66.9

   資産合計   17,676,658 100.0 18,060,096 100.0  17,442,585 100.0
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前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 

番号 

金額 

（千円） 

構成比

（％）

金額 

（千円） 

構成比

（％）

金額 

（千円） 

構成比

（％）

 （負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

 １ 買掛金   638,664 402,432  551,638

 ２ 短期借入金 ※2  236,000 66,600  122,800

 ３ 一年以内返済予定の長期

借入金 
※2  2,225,003 2,350,027  2,309,080

 ４ 一年以内償還予定の社債   1,484,000 140,000  570,000

 ５ 未払金   950,278 649,764  769,834

 ６ その他の流動負債 ※2  555,012 775,536  630,585

   流動負債合計   6,088,959 34.5 4,384,361 24.3  4,953,938 28.4

Ⅱ 固定負債    

 １ 社債   700,000 1,260,000  1,330,000

 ２ 長期借入金 ※2  6,562,194 5,212,166  6,592,219

 ３ 長期未払金   921,199 768,909  839,666

 ４ 退職給付引当金   84,023 57,486  61,072

 ５ 処分場閉鎖引当金   106,256 85,869  108,357

 ６ その他の固定負債   13,553 7,154  10,185

   固定負債合計   8,387,227 47.4 7,391,585 40.9  8,941,500 51.3

   負債合計   14,476,187 81.9 11,775,947 65.2  13,895,438 79.7

    

 （純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

 １ 資本金   923,191 5.2 2,235,146 12.3  923,191 5.3

 ２ 資本剰余金    

  (1) 資本準備金   866,723 2,178,658  866,723

  (2) その他資本剰余金   1,512 1,512  1,512

 資本剰余金合計   868,235 4.9 2,180,170 12.1  868,235 5.0

 ３ 利益剰余金    

  (1) 利益準備金   1,169 1,169  1,169

  (2) その他利益剰余金    

    特定災害防止準備金   － 4,190  4,190

    別途積立金   500,000 500,000  500,000

    繰越利益剰余金   906,541 1,364,099  1,249,407

   利益剰余金合計   1,407,710 8.0 1,869,458 10.4  1,754,767 10.0

   株主資本合計   3,199,136 18.1 6,284,775 34.8  3,546,193 20.3

Ⅱ 評価・換算差額等    

 １ その他有価証券評価差額

金 
  1,334 △ 626  953

   評価・換算差額等合計   1,334 0.0 △ 626 △0.0  953 0.0

   純資産合計   3,200,471 18.1 6,284,149 34.8  3,547,146 20.3

   負債純資産合計   17,676,658 100.0 18,060,096 100.0  17,442,585 100.0
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② 中間損益計算書 

  

前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成19年９月30日） 

前事業年度の 

要約損益計算書 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 

番号 

金額 

（千円） 

百分比

（％）

金額 

（千円） 

百分比

（％）

金額 

（千円） 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高   5,199,568 100.0 5,374,889 100.0  11,346,242 100.0

Ⅱ 売上原価   3,858,614 74.2 4,005,070 74.5  8,217,965 72.4

   売上総利益   1,340,954 25.8 1,369,819 25.5  3,128,276 27.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費   955,392 18.4 940,338 17.5  1,907,625 16.8

   営業利益   385,561 7.4 429,480 8.0  1,220,651 10.8

Ⅳ 営業外収益 ※1  23,413 0.5 35,528 0.7  44,764 0.4

Ⅴ 営業外費用 ※2  174,217 3.4 198,435 3.7  359,119 3.2

   経常利益   234,757 4.5 266,573 5.0  906,296 8.0

Ⅵ 特別利益 ※3  3,306 0.1 77,047 1.4  6,197 0.0

Ⅶ 特別損失 ※4  213,049 4.1 1,768 0.0  238,286 2.1

   税引前中間（当期）純利益   25,014 0.5 341,852 6.4  674,207 5.9

   法人税、住民税及び事業税  102,738 164,500 398,000 

   法人税等調整額  △53,876 48,861 1.0 1,280 165,780 3.1 △47,001 350,998 3.1

   中間（当期）純利益（△損

失） 
  △23,847 △0.5 176,071 3.3  323,209 2.8
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③ 中間株主資本等変動計算書 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本

合計 
資本準備

金 

その他資

本剰余金

資本剰余

金合計 

利益準備

金 

その他利益剰余金 
利益剰余

金合計 
別途積立

金 

繰越利益

剰余金  
平成18年３月31日 残高（千円） 923,191 866,723 1,512 868,235 1,169 500,000 949,965 1,451,135 3,242,561

中間会計期間中の変動額   

 剰余金の配当（注） － － － － － － △19,577 △19,577 △19,577

 中間純利益（△損失） － － － － － － △23,847 △23,847 △23,847

 株主資本以外の項目の中間会計期間

中の変動額（純額） 
－ － － － － － － － －

 
中間会計期間中の変動額合計（千円） － － － － － － △43,424 △43,424 △43,424
 
平成18年９月30日残高（千円） 923,191 866,723 1,512 868,235 1,169 500,000 906,541 1,407,710 3,199,136

 

 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 その他有価証券 

評価差額金 

評価・換算差額等

合計 
 
平成18年３月31日 残高（千円） 3,524 3,524 3,246,086

中間会計期間中の変動額  

 剰余金の配当（注） － － △19,577

 中間純利益（△損失） － － △23,847

 株主資本以外の項目の中間会計期間

中の変動額（純額） 
△2,189 △2,189 △2,189

 
中間会計期間中の変動額合計（千円） △2,189 △2,189 △45,614
 
平成18年９月30日残高（千円） 1,334 1,334 3,200,471

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日)  

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本

合計 資本準備金

その他

資本剰

余金 

資本剰余

金合計 

利益準

備金 

その他利益剰余金 

利益剰余

金合計 
特定災

害防止

準備金

別途積立

金 
繰越利益

剰余金 

 
平成19年３月31日残高 (千円） 923,191 866,723 1,512 868,235 1,169 4,190 500,000 1,249,407 1,754,767 3,546,193

中間会計期間中の変動額    

 新株の発行 1,311,955 1,311,934 － 1,311,934 － － － － － 2,623,890

 剰余金の配当 － － － － － － － △61,380 △61,380 △61,380

 中間純利益（△損失） － － － － － － － 176,071 176,071 176,071

 株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額） 
－ － － － － － － － － －

 
中間会計期間中の変動額合計（千円

） 
1,311,955 1,311,934 － 1,311,934 － － － 114,691 114,691 2,738,581

平成19年９月30日残高 (千円) 2,235,146 2,178,658 1,512 2,180,170 1,169 4,190 500,000 1,364,099 1,869,458 6,284,775

 

 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 その他有価証券

評価差額金 

評価・換算差額等

合計 
 
平成19年３月31日残高 (千円） 953 953 3,547,146

中間会計期間中の変動額  

 新株の発行 － － 2,623,890

 剰余金の配当 － － △61,380

 中間純利益（△損失） － － 176,071

 株主資本以外の項目の中間会計期間

中の変動額（純額） 
△1,579 △1,579 △1,579

 
中間会計期間中の変動額合計（千円） △1,579 △1,579 2,737,002
 
平成19年９月30日残高 (千円) △626 △626 6,284,149
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前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本合

計 
資本準備

金 

その他資

本剰余金

資本剰余

金合計

利益準備

金 

その他利益剰余金 

利益剰余金

合計 

特定災害

防止準備

金 

別途積立

金 
繰越利益剰

余金 
 
平成18年３月31日 残高（千円） 923,191 866,723 1,512 868,235 1,169 － 500,000 949,965 1,451,135 3,242,561

事業年度中の変動額     

 剰余金の配当（注） － － － － － － － △19,577 △ 19,577 △19,577

 当期純利益 － － － － － － － 323,209 323,209 323,209

 特定災害防止準備金の積立 － － － － － 4,190 － △ 4,190 － －

 株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額） 
－ － － － － － － － － －

 
事業年度中の変動額合計（千円） － － － － － 4,190 － 299,441 303,631 303,631
 
平成19年３月31日残高（千円） 923,191 866,723 1,512 868,235 1,169 4,190 500,000 1,249,407 1,754,767 3,546,193

 

 

 

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。  

 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 その他有価証券 

評価差額金 

評価・換算差額等

合計 
 
平成18年３月31日 残高（千円） 3,524 3,524 3,246,086

事業年度中の変動額  

 剰余金の配当（注） － － △19,577

 当期純利益 － － 323,209

 特定災害防止準備金の積立 － － －

 株主資本以外の項目の事業年度

中の変動額（純額） 
△2,571 △2,571 △2,571

 
事業年度中の変動額合計（千円） △2,571 △2,571 301,060
 
平成19年３月31日残高（千円） 953 953 3,547,146
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成19年３月31日） 

１ 有価証券の評価

基準及び評価方

法 

(1) 子会社株式及び関連会社

株式 

  移動平均法による原価法

(1) 子会社株式及び関連会社

株式 

同左 

(1) 子会社株式及び関連会社

株式 

同左 

 

 (2) その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算期末日の市場価格等に

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)

(2) その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

(2) その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期末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) 

 

 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 デリバティブ取

引により生じる

正味の債権(及び

債務)の評価基準

及び評価方法   

 

時価法 同左 同左 

３ たな卸資産の評

価基準及び評価

方法 

(1) 仕掛品 

総平均法による原価法 

(2) 貯蔵品 

   終仕入原価法 

(1) 仕掛品 

同左 

(2) 貯蔵品 

同左 

(1) 仕掛品 

同左 

(2) 貯蔵品 

同左 

４ 固定資産の減価償

却の方法 

(1) 有形固定資産 

定率法によっております。

ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（建物

付属設備を除く）について

は定額法により、 終処分

場については埋立割合に基

づいて費用処理していま

す。 

なお、耐用年数について

は、次の通りであります。

建物       ３年～50年

構築物      ５年～40年

機械及び装置   ２年～17年

車両及び運搬具  ２年～７年

工具器具及び備品 ２年～20年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 有形固定資産 

定率法によっております。 

ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物付属

設備を除く）については定額

法によっております。また、

終処分場については埋立

割合に基づいて費用処理し

ております。 

なお、耐用年数については、

次の通りであります。 

建物      ３年～38年

構築物     ５年～40年

機械及び装置  ２年～17年

車両及び運搬具 ２年～７年

工具器具及び備品 ２年～20年

 (1) 有形固定資産 

同左 
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項目 

前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成19年３月31日） 

 (2) 無形固定資産 

定額法によっておりま

す。 

 なお、償却年数については、

法人税法に規定する方法と同

一の基準によっております。

 ただし、ソフトウェア（自社利

用分）については、社内における

利用可能期間（５年）に基づく定

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) 長期前払費用 

定額法によっております。 

(3) 長期前払費用 

同左 

(3) 長期前払費用 

同左 

６ 引当金の計上基

準 

 

(1) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備え

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

可能性を検討し、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) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、

当会計年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基

づき、当中間会計期間末において

発生していると認められる額を

計上しております。 

(2) 退職給付引当金 

同左 

 

(2) 退職給付引当金 

同左 

 

 (3) 処分場閉鎖引当金 

終処分場埋立終了後に発生す

ることが見込まれる閉鎖後費用

の負担に備えるため、当中間会計

期間における埋立割合に応じた

額を計上しております。 

(3) 処分場閉鎖引当金 

同左 

(3) 処分場閉鎖引当金 

同左 

７ 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 

８ その他(中間)財

務諸表作成のた

めの基本となる

重要な事項 

 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処

理方法は、税抜方式によっており

ます。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成19年３月31日） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等） 

当中間会計期間から「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準委員会 平成17年12月９日 企

業会計基準第５号）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」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準適用指針第８

号）を適用しております。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は、

3,200,471千円であります。 

 なお、中間財務諸表規則の改正により、

当中間会計期間における貸借対照表の純

資産の部については、改正後の中間財務諸

表規則により作成しております。 

 

 

―――――――――― 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等） 

当事業年度から「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

基準委員会 平成17年12月９日 企業会

計基準第５号）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」（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８号）

を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額

は、3,547,146千円であります。 

 

―――――――――― 

（有形固定資産の減価償却方法の変更）

当中間会計期間から、法人税法の改正

(（所得税法等の一部を改正する法律 平成

19年３月30日 法律第６号）及び（法人税

法施行令の一部を改正する政令 平成19年

３月30日 政令第83 号））に伴い、平成19

年４月１日以降に取得した有形固定資産

の減価償却については、改正後の法人税法

に基づく方法に変更しております。 

 この変更に伴う営業利益、経常利益及び

税引前中間純利益に与える影響は、軽微で

あります。 

 

―――――――――― 
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追加情報 

前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成19年３月31日） 

（処分場閉鎖引当金の計上） 

これまで 終処分場につきましては、埋

立終了後一定期間につき土工事費用、堰堤

等の維持管理費用、 終覆土費用及び水処

理費用等の閉鎖後費用が見込まれるもの

の、将来発生するであろう金額を合理的に

見積もることが困難であったため、閉鎖後

費用につきまして引当計上しておりませ

んでしたが、平成18年４月に環境省 大臣

官房廃棄物・リサイクル対策部 産業廃棄

物課より「 終処分場維持管理積立金に係

る維持管理費用算定ガイドライン」が発行

されたことにより、当ガイドラインに基づ

き閉鎖後費用を算定し、当中間会計期間よ

り処分場閉鎖引当金として計上しており

ます。 

 この変更により、従来の方法によった場

合に比べ営業利益及び経常利益が、それぞ

れ5,267千円、税引前中間純利益が、 

106,256千円減少しております。 

 

―――――――――― 

（処分場閉鎖引当金の計上） 

これまで 終処分場につきましては、

埋立終了後一定期間につき土工事費用、

堰堤等の維持管理費用、 終覆土費用及

び水処理費用等の閉鎖後費用が見込ま

れるものの、将来発生するであろう金額

を合理的に見積もることが困難であっ

たため、閉鎖後費用につきまして引当計

上しておりませんでしたが、平成18年４

月に環境省 大臣官房廃棄物・リサイク

ル対策部 産業廃棄物課より「 終処分

場維持管理積立金に係る維持管理費用

算定ガイドライン」が発行されたことに

より、当ガイドラインに基づき閉鎖後費

用を算定し、当事業年度より処分場閉鎖

引当金として計上しております。 

 この変更により、従来の方法によった

場合に比べ営業利益及び経常利益が、そ

れぞれ7,368千円、税引前当期純利益が

、108,357千円減少しております。 

( 終処分場の埋立容量増大) 

当中間会計期間において、大木戸事業所

の安定型 終処分場の 終覆土容量の変更

が行政により承認されたため、廃棄物の残

余埋立容量が増大いたしました。 

この変更により、従来の埋立容量によった

場合に比べ当該 終処分場の減価償却費

が8,426千円減少し、営業利益、経常利益

及び税引前中間純利益が、それぞれ 

8,426千円増加しております。 

 

―――――――――― 

( 終処分場の埋立容量増大) 

当事業年度において、大木戸事業所の

安定型 終処分場の 終覆土容量の変

更が行政により承認されたため、廃棄物

の残余埋立容量が増大いたしました。 

この変更により、従来の埋立容量によっ

た場合に比べ当該 終処分場の減価償

却費が12,550千円減少し、営業利益、経

常利益及び税引前当期純利益が、それぞ

れ12,550千円増加しております。 

 

―――――――――― 

 当中間会計期間より法人税法の改正に

伴い、平成19年３月31日以前に取得した有

形固定資産のうち、償却可能限度額までの

償却が終了しているものについては、残存

簿価を５年間で均等償却を行う方法を採

用しております。 

 この方法の採用による営業利益、経常利

益及び税金等調整前中間純利益に与える

影響は、軽微であります。 

 

―――――――――― 

 

 

 



  

㈱タケエイ （2151）平成 20 年３月期 中間決算短信 

- 58 - 

注記事項 

 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 

前事業年度末 

（平成19年３月31日） 

※１ 固定資産の減価償却累計額 

有形固定資産の減価

償却累計額 

3,282,299千円 

  

※１ 固定資産の減価償却累計額 

有形固定資産の減価

償却累計額 

4,097,272千円

 

※１ 固定資産の減価償却累計額 

有形固定資産の減価

償却累計額 

3,695,428千円

 

※２ 担保に供している資産並びに担保

付債務は次の通りであります。 

  担保に供している資産 

預金 497,073千円 

建物 147,823千円 

終処分場 136,946千円 

土地 3,928,145千円 

建設仮勘定 21,226千円 

合計 4,731,216千円 

  担保権によって担保されている債務 

長期借入金 6,476,833千円 

一年以内返済予定の

長期借入金 

2,024,719千円 

短期借入金 236,000千円 

その他流動負債 5,117千円 

リース・割賦債務 138,124千円 

合計 8,880,795千円 

  

※２ 担保に供している資産並びに担保

付債務は次の通りであります。 

  担保に供している資産 

預金 577,081千円

建物 2,597,063千円

終処分場 62,197千円

土地 3,582,301千円

合計 6,818,644千円

  担保権によって担保されている債務 

長期借入金 5,212,166千円

一年以内返済予定の

長期借入金 

2,264,666千円

短期借入金 66,600千円

その他流動負債 4,864千円

合計 7,548,297千円
 

※２ 担保に供している資産並びに担保

付債務は次の通りであります。 

  担保に供している資産 

預金 577,077千円

建物 3,023,690千円

終処分場 98,921千円

土地 3,582,301千円

合計 7,281,991千円

  担保権によって担保されている債務 

長期借入金 6,475,536千円

一年以内返済予定の

長期借入金 

1,981,741千円

短期借入金 122,800千円

その他流動負債 5,003千円

合計 8,585,080千円
 

３ 偶発債務 

 保証債務 

㈱リサイクル・ピア 5,909,224千円 

泰武興運㈱ 431,930千円 

㈱ギプロ 494,730千円 

㈱成運興業 22,675千円 

計 6,858,560千円 
 

３ 偶発債務 

 保証債務 

㈱リサイクル・ピア 5,257,633千円

泰武興運㈱ 183,009千円

㈱ギプロ 369,517千円

㈱市原ニューエナジ

ー 

130,000千円

計 5,940,159千円

 

３ 偶発債務 

 保証債務 

㈱リサイクル・ピア 5,631,675千円

泰武興運㈱ 224,545千円

㈱ギプロ 393,836千円

㈱市原ニューエナジ

ー 

130,000千円

計 6,380,056千円

 

４ 手形割引及び裏書譲渡高 

受取手形割引高 57,688千円 

  

４ 手形割引及び裏書譲渡高 

受取手形割引高 57,853千円

 
 

４ 手形割引及び裏書譲渡高 

受取手形割引高 65,834千円

 

５ （財務制限条項）       

 当社の借入金のうちシンジケートロー

ン契約には以下の財務制限条項が付され

ております。 

① 各年度の決算期及び中間期の末日にお

ける連結及び単体の貸借対照表における

従来の資本の部に相当する部分の金額を

前年同期比75％以上に維持すること。  

② 各年度の決算期（中間期を除く）にお

ける連結及び単体の損益計算書における

経常損益が２期連続して損失とならない

ようにすること。 

５ （財務制限条項）       

同左 

５ （財務制限条項）       

同左 
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前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 

前事業年度末 

（平成19年３月31日） 

※６ 中間会計期間末日満期手形の会計処

理については、手形交換日をもって決済処

理しております。 

なお、当中間会計期間末日が金融機関

の休日であったため、次の中間会計期間

末日満期手形が、当中間会計期間末残高

に含まれております。 

   受取手形     1,230千円 

 

※６ 

―――――――――― 

※６ 

―――――――――― 

※７ 終処分場勘定については、廃棄物

の 終処分を行う目的で取得した土地代

金、当該土地取得に要した費用及び建設費

用を計上しております。また当該勘定科目

は、廃棄物の埋立量により償却処理を行っ

ております。 

※７ 

同左 

 

※７ 

同左 
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（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成19年３月31日） 

※１ 営業外収益の主要項目 

 受取利息 7,861千円 

 受取配当金 1,063千円 

 デリバティブ取

引評価益 

3,315千円 

 受取家賃 2,571千円 

 事務代行料 2,232千円 
 

※１ 営業外収益の主要項目 

 受取利息 3,662千円

 受取配当金 8,895千円

 デリバティブ

取引評価益 

3,031千円

 事務代行料 1,628千円
 

※１ 営業外収益の主要項目 

 受取利息 9,993千円

 受取配当金 1,063千円

 デリバティブ取

引評価益 

6,595千円

 受取家賃 5,142千円

 事務代行料 4,276千円

※２ 営業外費用の主要項目 

 支払利息 111,552千円 

 社債利息 12,314千円 

 支払手数料 27,050千円 
 

※２ 営業外費用の主要項目 

 支払利息 138,505千円

 社債利息 11,858千円

 株式交付費 10,555千円

 公開準備費用 21,859千円
 

※２ 営業外費用の主要項目 

 支払利息 245,226千円

 社債利息 24,542千円

 支払手数料 35,681千円
 

※３ 特別利益の主要項目 

固定資産売却益 2,187千円

投資有価証券売却益 999千円
 

※３ 特別利益の主要項目 

固定資産売却益 6,957千円

保険解約返戻金 28,697千円

処分場閉鎖引当金取崩 22,934千円
 

※３ 特別利益の主要項目 

固定資産売却益 5,077千円

投資有価証券売却益 999千円
 

※４ 特別損失の主要項目 
 

固定資産売却損 2,385千円

固定資産除却損 830千円

事業所閉鎖費用 108,382千円

過年度処分場閉鎖引当金
繰入額 

100,989千円

※４ 特別損失の主要項目 
 

固定資産売却損 1,568千円

固定資産除却損 200千円

 

 

※４ 特別損失の主要項目 
 

固定資産売却損 2,874千円

固定資産除却損 11,966千円

事業所閉鎖費用 121,995千円

過年度処分場閉鎖引
当金繰入額 

100,989千円

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 313,438千円 

無形固定資産 4,051千円 
 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 420,598千円

無形固定資産 9,775千円
 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 767,135千円

無形固定資産 12,041千円
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（中間株主資本等変動計算書関係） 

 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 

  該当事項はありません。 

 

 

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 

  該当事項はありません。 

 

 

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 

  該当事項はありません。 
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（リース取引関係） 

前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成19年３月31日） 

１．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

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) 

機械及び装置 1,221,062 449,645 771,417 

その他の有形固

定資産 
627,461 322,803 304,658 

無形固定資産(ソ

フトウェア) 
266,700 21,372 245,327 

合計 2,115,224 793,821 1,321,402 

  

 

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) 

機械及び装置 1,110,293 536,902 573,390

その他の有形

固定資産 
941,157 450,769 490,388

無形固定資産(

ソフトウェア)
265,105 72,524 192,580

合計 2,316,555 1,060,195 1,256,360

  

 

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) 

機械及び装置 1,133,862 466,705 667,157

その他の有形固定

資産 
950,242 458,573 491,668

無形固定資産(ソフ

トウェア) 
265,105 46,013 219,091

合計 2,349,209 971,293 1,377,916

 

(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 389,456千円 

1年超 975,540千円 

合計 1,364,997千円 

  

  
 

1年内 434,044千円

1年超 874,175千円

合計 1,308,219千円

 

 
 

1年内 436,321千円

1年超 992,978千円

合計 1,429,300千円

 

 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息

相当額 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

支払リース料 197,454千円 

減価償却費相当額 180,230千円 

支払利息相当額 17,051千円 

  

支払リース料 247,274千円

減価償却費相当額 221,589千円

支払利息相当額 19,830千円

  

支払リース料 467,904千円

減価償却費相当額 429,054千円

支払利息相当額 40,576千円

  

(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 

(5) 利息相当額の算定方法 

 リース料総額通りス物件の取得価額相当額の

差額を利息相当額とし、各期への配分方法につ

いては、利息法によっております。 

(5) 利息相当額の算定方法 

同左 

(5) 利息相当額の算定方法 

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

んので、項目等の記載は省略しております。 

(減損損失について) 

同左 

(減損損失について) 

同左 

２．オペレーティング・リース取引（借主側） 

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引（借主側） 

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引（借主側） 

未経過リース料 

1年内 16,705千円 

1年超 17,655千円 

合計 34,361千円 

  

1年内 26,353千円

1年超 31,762千円

合計 58,116千円
 

1年内 18,877千円

1年超 16,588千円

合計 35,465千円
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（有価証券関係） 

 前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日)、前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成

19年３月31日)及び当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日)における子会社株式及び関連会

社株式で時価のあるものはありません。 



  

㈱タケエイ （2151）平成 20 年３月期 中間決算短信 

- 64 - 

（１株当たり情報） 

前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成19年３月31日） 

 

１株当たり純資産額 3,441円36銭 

１株当たり当期純損失 25円64銭 

  

  

 

１株当たり純資産額 2,755円72銭

１株当たり当期純利益 81円67銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益 
72円52銭

  

 

１株当たり純資産額 1,907円06銭

１株当たり当期純利益 173円76銭

 

  

(注)株式分割について 

 当社は、平成18年10月19日付で普通株式
１株に対し、普通株式２株の割合で株式分
割を行いました。 

前期首において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以下の通りであり
ます。 

 
１株当たり純資産額 

1,720.68円 

１株当たり中間純利益 

△12.82円 

 
 

(注)株式分割について 

当社は、平成19年10月１日付で普通株式
１株に対し、普通株式２株の割合で株式分
割を行いました。 
前期首において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以下の通りであり
ます。 
 

 
 

 

１株当たり純資産額 

1,377.86円

１株当たり中間純利益 

40.84円

潜在株式調整後１株当たり中間純利益 

36.26円

(注)株式分割について 

当社は、平成18年10月19日付で普通株式
１株に対し、普通株式２株の割合で株式分
割を行いました。 
前期首において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以下の通りであり
ます。 

 

１株当たり純資産額 

1,745.20円

１株当たり当期純利益 

311.02円

 
 

  

 (注)１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

 前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日）

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日）

純資産の部の合計額（千円） 3,200,471 6,284,149  3,547,146 

純資産の部の合計額から控除する金額

（千円） 

－ －  － 

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 3,200,471 6,284,149  3,547,146 

期末の普通株式の数（千株） 930 2,280  1,860 

 

 

 

 (注)２．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

 前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日）

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日）

１株当たり当期純利益  

 当期純利益又は当期純損失(△)（千

円） 

△ 23,847 176,071  323,209 

 普通株主に帰属しない金額（千円） － －  － 

 普通株式に係る当期純利益又は当期

純損失(△)（千円） 

△ 23,847 176,071  323,209 

 普通株式の期中平均株式数（千株） 930 2,155  1,860 

  

潜在株式調整後１株当たり当期純利益  

 普通株式増加数（千株） － 272  － 

  新株予約権（千株） （ －） （ 272） （ －）
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 前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日）

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日）

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり当期純利益の算定に

含めなかった潜在株式の概要 

(新株予約権) 

第１回新株予約権 

(新株予約権の数 665個) 

第２回新株予約権 

(新株予約権の数 1,135個)

 

―――――――――― 

(新株予約権) 

第１回新株予約権 

(新株予約権の数 658個) 

第２回新株予約権 

(新株予約権の数 1,124個)
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（重要な後発事象） 

前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成19年３月31日） 

 

―――――――――― 

 

 

 

 

 

 

―――――――――― 
（多額な増資） 

当社は、平成19年５月30日に東京証券取引

所マザーズ市場に上場いたしました。上場

に際して、平成19年４月17日開催の取締役

会及び平成19年５月10日開催の取締役会

における決議にもとづき、平成19年５月29

日を払込期日とする公募増資（ブックビル

ディング方式）により、新株式を発行いた

しました。 

発行株式数 普通株式400,000株 

発行価額 １株につき7,000円 

発行価額の総額 2,278,000千円 

資本組入額 １株につき3,255円 

資金使途 
当社における事業の拡

大を目的として、平成20

年中頃までに完成を予

定している 終処分場

及び廃プラスチック再

資源化施設の設備資金

として725,000千円、子

会社における工場増設

及び財務体質の改善（借

入金返済400,000千円）

を 目 的 と し て 、

1,000,000千円を子会社

への投融資資金として

充当する予定でありま

す。残額につきまして

は、全額を当社の有利子

負債の返済資金に充当

し、財務体質を強化する

予定であります。 

 

―――――――――― 
（重要な株式分割） 

当社は、平成19年８月10日開催の取締役会において、

株式の流動性向上と投資家層の拡大等を目的とし、株式

分割の決議及びこれに伴う発行可能株式総数を変更する

決議をいたしました。 

当該株式分割の内容は、下記の通りであります。 

１ 分割の方法 

平成19年９月30日（但し、当日及びその前日は株主

名簿管理人の休業日につき実質は平成19年９月28日）

終の株主名簿に記載された株主に対し、平成19年10

月１日をもって、所有株式１株につき２株の割合で分

割致します。 

２ 分割により増加する株式数 

平成19年９月30日（但し、当日及びその前日は株主

名簿管理人の休業日につき実質は平成19年９月28日）

終の発行済株式数に１を乗じた株式数。 

なお、株式分割により増加する株式数を明示してい

ないのは、取締役会決議の日から株式分割基準日まで

の間に新株予約権の行使により発行済株式総数が増

加する可能性があり、株式分割の基準日 終の発行済

株式総数が確定できないためであります。 

３ １株当たり情報に及ぼす影響 

前期首において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
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前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成19年３月31日） 

れ以下の通りであります。なお、前連結会計年度にお

ける潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把

握できなかったので記載しておりません。 

当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 

1,377.86円

１株当たり純資産額 

953.53円

１株当たり中間純利益 

40.84円

１株当たり当期純利

益 

86.88円

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益 

36.26円

 

 

４ その他の重要な事項 

 株式分割に伴い、会社法第184条第２項に基づき、平成

19年８月10日開催の取締役会において、平成19年10月１

日をもって当社定款における発行可能株式総数について

現行の7,440,000株を7,440,000株増加させ、14,880,000

株に変更することを決議いたしました。 

 

 


