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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第2四半期 13,412 ― △351 ― △368 ― △737 ―
20年3月期第2四半期 13,742 △11.5 270 ― 232 ― △421 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益
円 銭 円 銭

21年3月期第2四半期 △15.46 ―
20年3月期第2四半期 △8.84 ―

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

21年3月期第2四半期 25,142 14,137 56.1 295.81
20年3月期 25,957 14,863 57.2 311.06

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  14,113百万円 20年3月期  14,840百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金
（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 0.00 0.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率） 

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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 28,000 5.6 630 5.7 600 21.2 150 ― 3.14

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  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３～４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。経済情勢
の変化等の不確定要因により実際の業績が記載の予想数値と大幅に異なる可能性があります。なお、上記予想に関する事項は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】
３．連結業績予想に関する定性的情報をご参照ください。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  48,919,396株 20年3月期  48,919,396株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  1,209,178株 20年3月期  1,209,043株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  47,710,300株 20年3月期第2四半期  47,710,624株

1



【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した米国経済の減速

懸念や国際的な金融市場の混乱に加え、原油をはじめとする原材料価格の高騰などから、景気に後退感が広がっ

てまいりました。

　このような状況の中で、当社グループは、エコビジネスのリーディングカンパニーとして、コンプライアンス

体制の強化や顧客本位の営業活動を推し進めるとともに、生産性の向上及びコスト削減による経営の合理化に注

力し、業績回復を図ってまいりました。

　平成20年４月22日に、平成23年３月期までを計画対象期間とする中期経営計画「Spring Plan 2010」を策定し

ました。これは近年の業績低迷の要因を再分析し、実現性の高い中期経営計画を策定することで、更なる業績回

復、本格的な成長路線への転換を図ることとしたものです。

　当第２四半期連結累計期間における売上高は、環境資源開発事業部門は前年同期比増収となったものの、ＨＳ

事業部門、ＥＳ事業部門ともに前年同期比減収となりました。この結果、グループ全体の売上高は13,412百万円

（前年同期比2.4％減）となりました。利益面では、ＨＳ（ホーム・サニテーション）事業部門において、顧客基

盤の拡大を目的として、白蟻防除の繁忙期（４月～６月）に広告宣伝費としてテレビＣＭ等を積極的に展開した

ため、販売費及び一般管理費が前年同期比4.4％増となりました。また、連結子会社である株式会社イー・ディー・

アイが山口県下関市に所有している遊休地（133,580㎡）について、平成20年11月中旬を予定として譲渡すること

に伴い、減損損失333百万円を当第２四半期連結会計期間において特別損失として計上しております。この結果、

グループ全体の営業損失は351百万円（前年同期は270百万円の営業利益）、経常損失は368百万円（前年同期は

232百万円の経常利益）、四半期純損失は737百万円（前年同期は421百万円の四半期純損失）となりました。

　当第２四半期連結累計期間の事業部門ごとの状況は次の通りであります。

 

　　①ＨＳ（ホーム・サニテーション）事業部門

　当第２四半期連結累計期間は、テレビＣＭ等を展開した効果により、顧客基盤を形成している「白蟻防除

施工」が前年同期比7.6％増、「床下・天井裏換気システム」については前年同期比14.3％増となったものの、

「基礎補修・補強工事」については前年同期比29.0％減となりました。この結果、売上高は7,975百万円（前

年同期比3.8％減）となりました。

　営業損益は、テレビＣＭ等の限定的な積極展開により、広告宣伝費が前年同期に対して増加したため、営

業利益は1,873百万円（前年同期は2,231百万円の営業利益）となり、売上高対営業利益率は23.5％（前年同

期は26.9％）となりました。

 

　②ＥＳ（エスタブリッシュメント・サニテーション）事業部門

　営業効率を高めるべく、引き続きビル管理会社等との提携を推進し、個人オーナーに対する従来の営業か

らの移行を図ってまいりました。この結果、売上高は1,674百万円と前年同期比6.9％減となりました。

営業損益は、販売費及び一般管理費を中心にコスト削減が進んだ結果、営業損失は7百万円（前年同期は57百

万円の営業損失）となり、収益性が改善してまいりました。

 

　③環境資源開発事業部門

　サニックスエナジー苫小牧発電所（北海道苫小牧市）においては、電力の卸売契約先の変更に伴う送電切

換え手続きに時間を要し、当初計画より約１ヶ月遅れの平成20年６月に売電先を変更しました。一方で、前

期は火災事故等の影響により操業を停止していたため、「売電収入」は前年同期比139.2％増となりました。

「廃プラ加工処理」においては、原油価格の高騰等による排出元のコスト削減のあおりや同業他社との価格

競争が激化した影響を受け処理単価が下がったものの、搬入量は順調に推移し前年同期比0.3％増と前期並み

となりました。「有機廃液処理」は前年同期比11.0％増となり、この結果、当事業部門の売上高は3,762百万

円（前年同期比2.9％増）となりました。

　営業損益は、各プラスチック資源開発工場においては、処理単価下落により収益力が低下したことに加え、

搬入量増加を見据えた人員増強を前倒しで実施したことにより人件費が増加しました。有機廃液処理工場に

おいては、一時的な微生物処理系統の不調により薬剤処理を余儀なくされ消耗品費が増加しました。この結

果、営業損失は1,045百万円（前年同期は827百万円の営業損失）となりました。

 

　※前年同期比は、参考として記載しております。
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２．連結財政状態に関する定性的情報

　①資産、負債及び純資産の状況

　当第２四半期連結会計期間末の総資産は25,142百万円となり、前連結会計年度末比815百万円減少しました。主

な要因は、有形固定資産の減価償却による減少と、土地の減損処理によるものであります。負債合計は11,004百万

円となり、同90百万円減少しました。主な要因は、燃料プラスチックの本州保管ヤード返却に伴う再資源化費用等

引当金の減少によるものであります。純資産合計は14,137百万円となり、同725百万円減少しました。主な要因は、

四半期純損失737百万円を計上したためであります。その結果、自己資本比率については前連結会計年度末57.2％

に対し、当第２四半期末は56.1％となりました。

 

　　②キャッシュフローの状況

　当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は684百万円となり、前連結会計年度末に比べ

て334百万円減少しました。

　当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローは、66百万円の支出となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純損失

703百万円を計上したためであります。

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動によるキャッシュ・フローは、184百万円の支出となりました。主な要因は、有形固定資産の取得によ

る支出があったためであります。

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローは、83百万円の支出となりました。主な要因は、借入金の返済を進めたため

であります。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　当第２四半期連結累計期間の業績を勘案し、平成20年５月14日に公表いたしました平成21年３月期第２四半期

連結累計期間及び平成21年３月期通期の連結業績予想を修正いたしました。詳細は平成20年10月31日公表の「業

績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

 

　　　平成21年３月期　通期連結業績予想数値（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

　前回発表予想 (Ａ) 29,297 1,922 1,882 1,680

　今回修正予想 (Ｂ) 28,000 630 600 150

　増減額 (Ｂ－Ａ) △1,297 △1,292 △1,282 △1,530

　増減率 ( ％ ) △4.4 △67.2 △68.1 △91.1

　(ご参考)前期実績

　(平成20年３月期)
26,510 596 495 △2,547

 

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）

　該当事項はありません。

 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　該当事項はありません。

 

（３）四半期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

　①　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。
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　②　たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっており

ましたが、第１四半期連結会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平

成18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。

　なお、これによる損益へ与える影響はありません。

 

　　　　（追加情報）

　有形固定資産の耐用年数の変更　　

　当社及び連結子会社は、法人税法の改正を契機として資産の利用状況等を見直した結果、第１四半期連結

会計期間より機械装置の耐用年数を変更しております。

　これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞ

れ15,686千円増加しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 684,992 1,019,848 

受取手形及び売掛金 1,857,571 1,855,584 

商品 17,284 16,102 

半製品 50,464 76,645 

原材料 427,730 485,708 

その他 904,225 615,429 

貸倒引当金 △89,051 △83,857 

流動資産合計 3,853,217 3,985,462 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,286,740 4,469,286 

機械装置及び運搬具（純額） 3,559,879 3,661,281 

土地 11,404,008 11,722,008 

その他（純額） 330,305 304,846 

有形固定資産合計 19,580,933 20,157,422 

無形固定資産 60,041 61,751 

投資その他の資産 1,647,882 1,753,352 

固定資産合計 21,288,858 21,972,526 

資産合計 25,142,076 25,957,988 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 526,352 616,720 

短期借入金 5,905,000 5,605,000 

未払法人税等 84,366 122,144 

引当金 193,521 423,596 

その他 2,889,355 2,644,269 

流動負債合計 9,598,596 9,411,731 

固定負債   

長期借入金 21,814 34,816 

退職給付引当金 1,090,987 1,042,023 

その他の引当金 220,080 239,700 

その他 72,841 366,660 

固定負債合計 1,405,722 1,683,200 

負債合計 11,004,318 11,094,931 
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 14,041,834 14,041,834 

資本剰余金 1,758,841 4,425,946 

利益剰余金 △116,052 △2,045,384 

自己株式 △1,610,713 △1,610,673 

株主資本合計 14,073,909 14,811,722 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 39,441 29,214 

評価・換算差額等合計 39,441 29,214 

少数株主持分 24,405 22,119 

純資産合計 14,137,757 14,863,056 

負債純資産合計 25,142,076 25,957,988 
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年９月30日) 

売上高 13,412,236 

売上原価 7,757,156 

売上総利益 5,655,080 

販売費及び一般管理費 6,006,511 

営業損失（△） △351,431 

営業外収益  

受取利息 3,516 

受取配当金 10,826 

受取地代家賃 33,603 

その他 11,904 

営業外収益合計 59,851 

営業外費用  

支払利息 75,342 

その他 1,232 

営業外費用合計 76,575 

経常損失（△） △368,155 

特別利益  

受取保険金 270,779 

特別利益合計 270,779 

特別損失  

固定資産除却損 243 

減損損失 333,000 

リース解約損 1,268 

災害による損失 270,651 

貸倒引当金繰入額 525 

特別損失合計 605,689 

税金等調整前四半期純損失（△） △703,065 

法人税、住民税及び事業税 45,743 

法人税等調整額 △13,646 

法人税等合計 32,096 

少数株主利益 2,611 

四半期純損失（△） △737,773 
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △703,065 

減価償却費 434,153 

減損損失 333,000 

災害損失 270,651 

受取保険金 △270,779 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 48,963 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,187 

受取利息及び受取配当金 △14,343 

支払利息 75,342 

固定資産除却損 243 

売上債権の増減額（△は増加） △1,987 

たな卸資産の増減額（△は増加） 23,668 

仕入債務の増減額（△は減少） △90,367 

その他 △93,251 

小計 18,416 

利息及び配当金の受取額 14,210 

利息の支払額 △63,470 

災害損失の支払額 △54,417 

保険金の受取額 100,779 

法人税等の支払額 △86,119 

法人税等の還付額 4,049 

営業活動によるキャッシュ・フロー △66,553 

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 △200,955 

その他 16,380 

投資活動によるキャッシュ・フロー △184,575 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 300,000 

長期借入金の返済による支出 △183,002 

その他 △200,726 

財務活動によるキャッシュ・フロー △83,728 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △334,856 

現金及び現金同等物の期首残高 1,019,848 

現金及び現金同等物の四半期末残高 684,992 
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　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

 

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

 
ＨＳ事業部門
（千円）

ＥＳ事業部門
（千円）

環境資源開
発事業部門
（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
7,975,883 1,674,067 3,762,285 13,412,236 － 13,412,236

(2）セグメント間の

内部売上高又は振替高
－ － 70 70 (70) －

計 7,975,883 1,674,067 3,762,355 13,412,307 (70) 13,412,236

営業利益又は営業損失(△) 1,873,248 △7,573 △1,045,393 820,280 (1,171,712) △351,431

　（注）１．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

ＨＳ事業部門
白蟻防除施工、基礎補修・補強工事、床下・天井裏換気システム、家屋補強シス

テム等　

ＥＳ事業部門 防錆機器取付施工、建物給排水補修施工、建物防水塗装補修施工等　

環境資源開発事業部門 廃プラ加工処理、有機廃液処理、売電等　

３．「追加情報」に記載のとおり、当社及び連結子会社は、法人税法の改正を契機として資産の利用状況等を見

直した結果、第１四半期連結会計期間より機械装置の耐用年数を変更しております。この変更に伴い、従来

の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間におけるＨＳ事業部門の営業利益は156千円減少し、

環境資源開発事業部門の営業損失は15,842千円減少しております。

 

 

〔所在地別セグメント情報〕

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

　　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。

〔海外売上高〕

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

　　海外売上高がないため、該当事項はありません。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。
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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）

Ⅰ　売上高  13,742,460

Ⅱ　売上原価  7,718,499

売上総利益  6,023,960

Ⅲ　販売費及び一般管理費  5,753,842

営業利益  270,118

Ⅳ　営業外収益   

１．受取利息 3,900  

２．受取配当金 19,589  

３．家賃収入 14,388  

４．その他　 35,230 73,108

Ⅴ　営業外費用   

１．支払利息 94,564  

２．賃貸費用 1,114  

３．その他 15,204 110,883

経常利益  232,343

Ⅵ　特別利益   

１．受取保険金 1,498  

２．貸倒引当金戻入益 138 1,636

Ⅶ　特別損失   

１．固定資産売却損 6,465  

２．固定資産除却損 8,812  

３．減損損失 263,010  

４．災害損失 10,966  

５．リース契約解約損 2,756  

６．投資有価証券評価損 52,124  

７．役員退職慰労引当金繰入額 271,480 615,616

税金等調整前中間純損失（△）  △381,636

法人税、住民税及び事業税 44,672  

法人税等調整額 △3,026 41,646

少数株主利益  △1,697

中間純損失（△）  △421,585

㈱サニックス(4651)　平成21年３月期　第２四半期決算短信

10



（２）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19年４月１日

　　至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

 1　税金等調整前中間純損失 △381,636

 2　減価償却費 598,867

 3　退職給付引当金の減少額 △168,350

 4　役員退職慰労引当金の増加額 228,530

 5　賞与引当金の増加額 127,929

 6　再資源化費用等引当金の減少額 △217,239

 7　減損損失 263,010

 8　貸倒引当金の増加額 17,981

 9　受取利息及び受取配当金 △23,489

10　支払利息 94,564

11　支払手数料 4,332

12　投資有価証券評価損 52,124

13　有形固定資産売却損 6,465

14　有形固定資産除却損 8,812

15　受取保険金 △1,498

16　災害損失 10,966

17　売上債権の減少額 148,462

18　たな卸資産の増加額 △34,736

19　未収還付消費税等の増加額 △2,000

20　その他流動資産の減少額 45,234

21　仕入債務の減少額 △14,983

22　未払消費税等の増加額 167,067

23　その他流動負債の増加額 541,613

24　役員賞与の支払額 △3,375

25　少数株主負担役員賞与の支払額 △1,625

26　その他 49,597

小計 1,516,627

27　利息及び配当金の受取額 24,242

28　利息の支払額 △85,453

29　損害保険金の受取額 149,238

30　災害復旧費用の支払額 △146,071

31　法人税等の支払額 △133,308

32　法人税等の還付額 15,287

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,340,563
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 前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日

　　至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

1　投資有価証券の償還による収入 500,000

2　有形固定資産の売却による収入　 14,254

3　有形固定資産の取得による支出 △61,928

4　敷金及び保証金の純増減額 16,381

5　その他 138

投資活動によるキャッシュ・フロー 468,844

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

1　短期借入金の純増減額 △5,000

2　取締役からの債務の返済による支出 △50,000

3　長期借入金の返済による支出 △929,206

4　社債の償還による支出 △165,000

5　自己株式の取得・売却による純支出 △59

6　配当金の支払額 △2,810

7　その他 △104,299

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,256,375

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額 553,032

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 595,837

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 1,148,869
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（３）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19年４月１日　　至　平成19年９月30日）

ＨＳ事業部門
（千円）

ＥＳ事業部門
（千円）

環 境 資 源
開発事業部門
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高及び営業損益       

　売上高       

　(1)外部顧客に対する

     売上高
8,287,843 1,798,193 3,656,424 13,742,460 － 13,742,460

　(2)セグメント間の

     内部売上又は振替高
－ － 353 353 (353) －

　計 8,287,843 1,798,193 3,656,777 13,742,813 (353) 13,742,460

営業費用 6,056,373 1,855,541 4,484,765 12,396,680 1,075,661 13,472,342

営業利益又は営業損失(△） 2,231,470 △57,348 △827,988 1,346,133 (1,076,014) 270,118

〔所在地別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

　　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。

〔海外売上高〕

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

　　海外売上高がないため、該当事項はありません。
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６．その他の情報

　  　部門別連結売上高

　（単位：千円）

　　　　　　　　　 期　別

 品　目

数量

単位

 前中間連結会計期間

 

自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日

当第２四半期

連結累計期間

自　平成20年４月１日

至　平成20年９月30日

比 較 増 減

前連結会計年度

自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日

数　量 金　額 数　量 金　額 金　額 数　量 金　額

白蟻防除施工 千坪 470 2,780,112 509 2,990,494 210,382 865 5,022,942

基礎補修・補強工事 軒 8,529 3,435,918 5,660 2,440,187 △995,731 16,722 7,035,818

床下・天井裏換気システム － － 1,122,634 － 1,283,657 161,023 － 1,901,806

家屋補強システム 軒 264 201,596 282 212,852 11,256 469 351,824

その他 － － 747,582 － 1,048,691 301,109 － 1,378,814

 ＨＳ事業部門計 － － 8,287,843 － 7,975,883 △311,959 － 15,691,207

防錆機器取付施工 本 325 456,221 338 402,005 △54,216 568 795,367

建物給排水補修施工 － － 512,567 － 488,580 △23,986 － 1,013,175

建物防水塗装補修施工 － － 320,778 － 321,100 322 － 578,344

その他 － － 508,626 － 462,381 △46,244 － 954,038

 ＥＳ事業部門計 － － 1,798,193 － 1,674,067 △124,125 － 3,340,925

廃プラ加工処理 ｔ 70,797 1,798,138 81,934 1,802,714 4,576 153,137 3,777,765

有機廃液処理 ｔ 69,311 919,382 70,704 1,020,798 101,416 139,600 1,889,000

売電収入 － － 256,808 － 614,288 357,480 － 769,686

焼却処理 ｔ 12,446 503,493 － － 　 △503,493 14,566 619,102

その他 － － 178,601 － 324,482 145,880 － 422,985

 環境資源開発事業部門計 － － 3,656,424 － 3,762,285 105,860 － 7,478,540

 売上高計 － － 13,742,460 － 13,412,236 △330,223 － 26,510,673

 （注）平成19年11月６日付で北九州工場（焼却処理工場およびプラスチック資源開発工場）を事業譲渡いたしました。
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決算に関する補足資料

　（１）四半期ごとの連結業績の推移

　　平成21年３月期

項　目

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

自 平成20年４月１日

至 平成20年６月30日

自 平成20年７月１日

至 平成20年９月30日

自 平成20年10月１日

至 平成20年12月31日

自 平成21年１月１日

至 平成21年３月31日

売上高

百万円 百万円 百万円 百万円

6,583 6,828 － －

売上総利益 2,987 2,667 － －

営業利益 △122 △228 － －

経常利益 △124 △243 － －

税金等調整前四半期純利益 △125 △577 － －

四半期純利益 △143 △594 － －

　　

　　平成20年３月期

項　目

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

自 平成19年４月１日

至 平成19年６月30日

自 平成19年７月１日

至 平成19年９月30日

自 平成19年10月１日

至 平成19年12月31日

自 平成20年１月１日

至 平成20年３月31日

売上高

百万円 百万円 百万円 百万円

6,845 6,896 6,387 6,381

売上総利益 3,217 2,806 2,802 2,883

営業利益 330 △60 120 205

経常利益 300 △68 69 193

税金等調整前四半期純利益 172 △554 30 △2,289

四半期純利益 152 △573 12 △2,138
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　（２）事業の種類別連結セグメント情報

　　平成21年3月期

（単位：千円）　

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

自 平成20年４月１日

至 平成20年６月30日

自 平成20年７月１日

至 平成20年９月30日

自 平成20年10月１日

至 平成20年12月31日

自 平成21年１月１日

至 平成21年３月31日

HS事業部門 売上高及び営業損益

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 3,908,132 4,067,751 － －

(2)セグメント間の内部売上高

　 又は振替高 － － － －

計 3,908,132 4,067,751 － －

営業費用 3,091,829 3,010,806 － －

営業利益又は営業損失(△) 816,303 1,056,945 － －

ES事業部門 売上高及び営業損益

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 792,244 881,823 － －

(2)セグメント間の内部売上高

   又は振替高 － － － －

計 792,244 881,823 － －

営業費用 800,950 880,691 － －

営業利益又は営業損失(△) △8,706 1,132 － －

環境資源開発

事業部門

売上高及び営業損益

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 1,883,173 1,879,111 － －

(2)セグメント間の内部売上高

   又は振替高 － 70 － －

計 1,883,173 1,879,182 － －

営業費用 2,187,353 2,620,396 － －

営業利益又は営業損失(△) △304,179 △741,213 － －

消去又は全社 売上高及び営業損益

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 － － － －

(2)セグメント間の内部売上高

 　又は振替高 － △70 － －

計 － △70 － －

営業費用 626,389 545,251 － －

営業利益又は営業損失(△) △626,389 △545,322 － －

連結 売上高及び営業損益

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 6,583,550 6,828,686 － －

(2)セグメント間の内部売上高

   又は振替高 － － － －

計 6,583,550 6,828,686 － －

営業費用 6,706,522 7,057,145 － －

営業利益又は営業損失(△) △122,972 △228,458 － －
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　平成20年３月期

　（単位：千円）

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

自 平成19年４月１日

至 平成19年６月30日

自 平成19年７月１日

至 平成19年９月30日

自 平成19年10月１日

至 平成19年12月31日

自 平成20年１月１日

至 平成20年３月31日

HS事業部門 売上高及び営業利益

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 4,277,900 4,009,942 3,567,595 3,835,768

(2)セグメント間の内部売上高

   又は振替高 － － － －

計 4,277,900 4,009,942 3,567,595 3,835,768

営業費用 3,076,140 2,980,233 2,704,260 2,754,457

営業利益又は営業損失(△) 1,201,760 1,029,709 863,334 1,081,310

ES事業部門 売上高及び営業利益

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 860,413 937,779 781,593 761,138

(2)セグメント間の内部売上高

   又は振替高 － － － －

計 860,413 937,779 781,593 761,138

営業費用 904,096 951,445 854,931 832,235

営業利益又は営業損失(△) △43,683 △13,665 △73,337 △71,097

環境資源開発

事業部門

売上高及び営業利益

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 1,707,274 1,949,149 2,038,007 1,784,109

(2)セグメント間の内部売上高

   又は振替高 177 176 59 －

計 1,707,451 1,949,325 2,038,066 1,784,109

営業費用 1,978,179 2,506,586 2,191,171 2,072,217

営業利益又は営業損失(△) △270,727 △557,260 △153,105 △288,107

消去又は全社 売上高及び営業利益

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 － － － －

(2)セグメント間の内部売上高

   又は振替高 △177 △176 △59 －

計 △177 △176 △59 －

営業費用 557,012 518,649 516,241 516,768

営業利益又は営業損失(△) △557,189 △518,825 △516,300 △516,768

連結 売上高及び営業利益

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 6,845,588 6,896,871 6,387,196 6,381,016

(2)セグメント間の内部売上高

   又は振替高 － － － －

計 6,845,588 6,896,871 6,387,196 6,381,016

営業費用 6,515,428 6,956,913 6,266,605 6,175,678

営業利益又は営業損失(△) 330,160 △60,041 120,591 205,337

 

 

㈱サニックス(4651)　平成21年３月期　第２四半期決算短信

17


