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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 10,843 ― 602 ― 293 ― 96 ―
20年3月期第3四半期 11,112 1.4 1,335 6.4 925 14.5 730 100.9

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3四半期 18.76 17.74
20年3月期第3四半期 166.18 152.06

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3四半期 26,297 9,797 36.6 1,856.64
20年3月期 26,284 9,692 36.5 1,873.64

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  9,615百万円 20年3月期  9,597百万円

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 ― 15.00 ― 15.00 30.00
21年3月期 ― 5.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 7.50 12.50

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 15,297 3.1 1,238 △33.6 803 △39.4 350 △67.9 67.91

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  有  

(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、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．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。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  5,179,200株 20年3月期  5,122,400株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  200株 20年3月期  200株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  5,152,480株 20年3月期第3四半期  4,395,340株
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【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３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国におけるサブプライムローン問題を発端とし

た金融危機が、個人消費の低迷・企業収益の減少・設備投資の減速・原油価格の急落・急速な株安・円
高の進行等、世界規模で実体経済に悪影響を及ぼしはじめたため、大変厳しい情勢となりました。 
この間、当社グループの主要顧客層である建設業界は、平成19年６月の建築基準法改正、第２四半期

連結累計期間における原油価格高騰に伴う建設資材等の価格急上昇、マンション販売不振や資金繰り悪
化に伴う不動産業界の低迷、また、秋以降回復の兆しをみせつつあった国内建築着工戸数が再び鈍化傾
向にあることから、なお厳しい経営環境が続いております。 
当社グループにつきましても、オフィスビル及びマンションの新築・解体現場の減少している影響を

引き続き受けてはおりますが、当第３四半期連結会計期間については、季節的変動要因等もあいまって
第２四半期連結累計期間と比べ受注動向に大幅な改善傾向がみられ、回復の兆しが見えてまいりました。
また、戸建住宅メーカー向けの建設廃棄物処理につきましては、営業強化が奏功し、売上に貢献いたし
ました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は10,843百万円、営業利益は602百万円、経常利益は
293百万円、四半期純利益は96百万円となりました。 
当第３四半期連結会計期間の業績に影響を及ぼした要因は以下のとおりです。 

 当第３四半期連結会計期間に入り、需要減速等により資材価格(鋼材等)の大幅な下落に伴って、着
工を見合わせていたオフィスビル・マンションの新築現場が動き出したため、建設廃棄物処理に回
復の兆しが見える。 

 解体系の建設廃棄物処理を得意とする子会社の株式会社リサイクル・ピアは、解体現場の減少や、
景気悪化の影響を直に受ける形となった同業他社からの持ち込み廃棄物減少の影響を受けることと
なり、想定していた受け入れ量を確保できなかった。 

 戸建住宅メーカー向け建設廃棄物処理の首都圏最大手企業が昨年７月に営業許可を取り消されたこ
とを受け、道幅の狭い住宅地対応の小型車両の取得と配車システムの整備・専用施設の整備等の体
制整備を集中して行ない、積極的な新規顧客の取り込みを行なった結果、これまで取扱量の少なか
った戸建住宅の建設現場から発生する廃棄物取扱量が大きく増加した。 

 原油価格高騰により、第２四半期連結累計期間については、焼却処理コストの値上がり等により外
注費が大幅に増加、同様に、収集運搬部門等においては車両燃料費（売上原価）が大幅に増加した
が、原油価格が秋以降急落したため、当第３四半期連結会計期間は、それぞれ前期並の費用計上に
戻りつつある。 

 再資源化品売却額（有価物売上控除額）は、選別処理機能の向上に加え、昨年９月初旬までの鉄ス
クラップ市況の高騰により大幅な増加となったが、秋以降、鉄スクラップ市況が想定以上に下落し
たため、当第３四半期連結会計期間は大幅に減少した。 

 株式市場の大幅な下落等により、年金資産に運用損失が生じたため退職給付費用が大幅に増加した。 
 

     
２．連結財政状態に関する定性的情報 
（総資産） 
当第３四半期連結会計期間末における総資産は26,297百万円となり、前連結会計年度末に比べ12百万

円増加いたしました。流動資産は7,039百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,274百万円減少いたし
ました。主な要因は、現金及び預金の減少1,054百万円、受取手形及び売掛金の減少332百万円等による
ものです。固定資産は19,019百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,142百万円増加いたしました。主
な要因は、のれんの増加816百万円等であります。 
負債合計は16,500百万円となり、前連結会計年度末に比べ91百万円減少いたしました。流動負債は

6,916百万円となり、前連結会計年度末に比べ728百万円増加いたしました。主な要因は、１年内償還予
定の社債の増加1,150百万円等であります。固定負債は9,583百万円となり、前連結会計年度末に比べ819
百万円減少いたしました。主な要因は、社債の減少1,280百万円、長期借入金の増加497百万円等であり
ます。 
 

（純資産） 
当第３四半期連結会計期間末における純資産は9,797百万円（前連結会計年度末比1.1％増）となり、

前連結会計年度末に比べ104百万円増加いたしました。主な要因は、新株予約権の行使による資本金等の
増加40百万円、少数株主持分の増加85百万円等であります。 
 

（自己資本比率） 
当第３四半期連結会計期間末における自己資本比率は36.6％（前連結会計年度末比0.1％増）となりま
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した。 
 

（１株当たり純資産額） 
当第３四半期連結会計期間末における１株当たり純資産額は1,856円64銭（前連結会計年度末比17円00

銭の減少）となりました。 
 

（キャッシュ・フローの状況） 
当第３四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローにつきましては、営業活動により801百万円増

加、投資活動により1,626百万円減少し、財務活動により54百万円減少しました。この結果、現金及び現
金同等物は、2,770百万円となり、期首と比較して870百万円減少しました。 
各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 
 
①営業活動によるキャッシュ・フロー 
法人税等の支払額716百万円や未払消費税等の減少額294百万円等の支出がありましたが、減価償却

費834百万円、売上債権の減少額446百万円等の収入により、営業活動によるキャッシュ・フローは、
801百万円の増加となりました。 
 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 
子会社株式の取得による支出1,125百万円、有形固定資産の取得による支出1,064百万円等により、

投資活動によるキャッシュ・フローは、1,626百万円の減少となりました。 
 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 
長期借入れによる収入4,090百万円、短期借入れによる収入395百万円等がありましたが、長期借入

金の返済による支出4,085百万円、短期借入金の返済による支出196百万円等により財務活動によるキ
ャッシュ・フローは、54百万円の減少となりました。 
 

３．連結業績予想に関する定性的情報 
世界的規模での景気後退は回復に時間を要し、国内の建設市況についても本格的回復は見込めず、新

規着工及び解体の建設現場数の低迷が続くものと予想されますが、引き続きコストダウンのための内製
化投資や再資源化率向上にむけた新規投資については積極的に進め、景気低迷が続く中、大きな市場拡
大の見込めない廃棄物市場において、業界再編の中心的役割を果たし、シェアアップによる売上伸長を
図ってまいります。 
当連結会計年度業績予想につきましては、過去の季節習性からみれば、第４四半期連結会計期間は売

上・利益ともに年間における収益寄与が大きいこと、一部百貨店など小売業態のリニューアルに伴う改
修工事からの廃棄物回収が見込まれていることから、昨年10月15日に発表した業績予想を据え置きとさ
せていただきます。 
当社グループでは、引き続き「建設廃棄物分野」の処理及び再資源化事業の基盤拡充と収益性の改善

に取り組んでまいります。 
当連結会計年度業績見通しに影響を与える要因は以下のとおりです。 
 社会の環境問題に関する強い意識の高まりに加え、リサイクルに関する規制が強化されつつあり、
同業他社の事業許可取り消しによる撤退も始まった。この流れは、積極的にリサイクルに向けて取
り組んでいる当社にとっては追い風と考えている。 

 住宅事業部門については、引き続きシェアアップによる売上拡大と、システムの順調な稼働等によ
り収益面での寄与も図っていく。 

 建設を進めていた成田最終処分場（安定型）は、昨年12月末に工事が完了し、２月２日に開業が予
定されており、外注費の大幅な削減効果が期待できる。 

 子会社の株式会社ギプロについては、廃石膏ボードのリサイクル規制の強化による取扱量の増加が
見込まれることから、グループの強みを発揮し、引き続き受入拡大を目指す。 

 株式会社池田商店をグループ化(昨年４月)した効果により、建設廃棄物以外の搬入も増加している。
景気後退により取引先の工場の稼働率は低下傾向にあるものの、長期的には、当社グループが目標
に掲げている｢新たな廃棄物発生源｣への多角化にむけて寄与できると考えている。 

 昨年10月にグループ化した環境保全株式会社の計量証明事業を付加することにより、当社の主な事
業領域である建設現場における「解体工事（アスベスト・ダイオキシン等有害物の調査・分析）/
土壌汚染の対策措置（土壌汚染状況調査・分析）⇒ 新築工事」の全工程を当社グループで対応可
能となり、事業拡大につながるものと思われる。 

 原油相場の低位落ち着きにより、焼却処理費等の外注費・車両燃料費が前連結会計年度水準に近い
ところまで戻りつつある。 

 再資源化品売却額（有価物売上控除額）は、昨年９月中旬以降急激に下落していた鉄スクラップ市
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況に下げ止まりの兆しが見えつつあることから、第２四半期連結累計期間並の収益は期待しにくい
ものの、徐々に回復に向かうと思われる。 

 
以上の点を踏まえ、厳しい環境下ではございますが、廃棄物の適正処理やリサイクル意識の高まりと

いう追い風を逃すことなく、今後も引き続き「総合環境企業」を目指し、当社グループの業績発展及び
企業価値向上のための諸施策にスピード感を持って取り組み、新事業を含めた各事業の収益基盤の改
善・強化を図ってまいります。 
なお、当社グループは、今後も、「建設廃棄物分野」と併せて｢新たな廃棄物発生源｣への多角化と付

加価値化を強く推進してまいります。現在計画中のプロジェクトは以下のとおりです。 
 当社グループとしては初となる管理型最終処分場事業の株式会社門前クリーンパークは、平成25年
の稼働を目指し準備を進めております。 

 廃石膏ボードのリサイクルの全国展開を目指す株式会社グリーンアローズホールディングス（当社
出資32.1％）は、一部の地域が来期稼働できる見通しです。 

 株式会社大林組と共同で設立した、石綿（アスベスト）を含む廃棄物及び焼却灰の溶融無害化処理
の事業化を目指す株式会社エコプラント（当社出資34.0％）は、平成23年の開始を目指し準備を進
めております。 

 
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 

①固定資産の減価償却費の算定方法 

減価償却費について、定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額
を期間按分して算定する方法によっています。 

 

②繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差
異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度で使用した将来の業績予測や
タックス・プランニングを利用する方法によっています。 
 

(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第１四半期連結会計期間より「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。 

 

②たな卸資産の評価に関する会計基準の適用 
たな卸資産については、貯蔵品については最終仕入原価法、仕掛品については総平均法による原価

法によっていましたが、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)が適用されたこと及び金額的重要性が増してきたことに伴い、貯蔵品に
ついては先入先出法による原価法(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)、仕掛品については総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。 
これによる四半期連結財務諸表への影響は軽微であります。 
 

③リース取引に関する会計基準等の適用 
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成５年６月17日
(企業会計審議会第一部会)、平成19年３月30日改正))及び「リース取引に関する会計基準の適用指
針」(企業会計基準適用指針第16号(平成６年１月18日(日本公認会計士協会 会計制度委員会)、平成
19年３月30日改正))が平成20年４月１日以降開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適
用することができることになったことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適
用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース
取引に係るリース資産の減価償却方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする
定額法を採用しております。 
この方法による営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 
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なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通
常の賃貸借取引に準じた会計処理を引き続き採用しております。 
 
(追加情報) 
耐用年数の変更 
当社及び連結子会社は、平成20年度の法人税法改正を契機に有形固定資産の耐用年数を見直し、第

１四半期連結会計期間より、機械装置の耐用年数を主として17年から12年に変更しています。 
この方法による営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

 



5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 3,488 4,543

受取手形及び売掛金 2,628 2,960

たな卸資産 239 211

繰延税金資産 140 259

未収入金 346 209

その他 218 200

貸倒引当金 △22 △71

流動資産合計 7,039 8,314

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,946 5,910

機械装置及び運搬具（純額） 3,033 3,224

最終処分場（純額） 27 81

土地 6,638 6,714

その他（純額） 1,599 1,011

有形固定資産合計 17,245 16,943

無形固定資産   

のれん 989 173

その他 82 94

無形固定資産合計 1,072 267

投資その他の資産   

投資有価証券 66 31

繰延税金資産 115 99

その他 646 655

貸倒引当金 △126 △119

投資その他の資産合計 701 666

固定資産合計 19,019 17,877

繰延資産 237 92

資産合計 26,297 26,284
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 492 502

短期借入金 900 699

1年内償還予定の社債 1,350 200

1年内返済予定の長期借入金 2,981 2,896

未払法人税等 65 404

その他 1,126 1,485

流動負債合計 6,916 6,188

固定負債   

社債 160 1,440

長期借入金 8,232 7,734

繰延税金負債 280 303

退職給付引当金 168 109

処分場閉鎖引当金 89 87

その他 652 728

固定負債合計 9,583 10,403

負債合計 16,500 16,591

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,278 3,258

資本剰余金 3,441 3,421

利益剰余金 2,898 2,918

自己株式 △0 △0

株主資本合計 9,617 9,597

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1 △0

評価・換算差額等合計 △1 △0

少数株主持分 181 95

純資産合計 9,797 9,692

負債純資産合計 26,297 26,284
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 10,843

売上原価 8,352

売上総利益 2,491

販売費及び一般管理費 1,889

営業利益 602

営業外収益  

受取利息 5

債務取崩益 8

その他 17

営業外収益合計 31

営業外費用  

支払利息 280

持分法による投資損失 0

その他 59

営業外費用合計 340

経常利益 293

特別利益  

固定資産売却益 55

貸倒引当金戻入額 39

保険解約返戻金 43

特別利益合計 138

特別損失  

固定資産除却損 72

リース解約損 28

その他 16

特別損失合計 117

税金等調整前四半期純利益 314

法人税、住民税及び事業税 100

法人税等調整額 108

法人税等合計 208

少数株主利益 9

四半期純利益 96
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【第３四半期連結会計期間】 

(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 3,883

売上原価 2,949

売上総利益 933

販売費及び一般管理費 640

営業利益 292

営業外収益  

受取利息 0

債務取崩益 1

その他 7

営業外収益合計 9

営業外費用  

支払利息 85

持分法による投資損失 0

その他 17

営業外費用合計 103

経常利益 198

特別利益  

固定資産売却益 24

特別利益合計 24

特別損失  

固定資産除却損 3

リース解約損 9

その他 1

特別損失合計 14

税金等調整前四半期純利益 208

法人税、住民税及び事業税 39

法人税等調整額 69

法人税等合計 109

少数株主利益 0

四半期純利益 98
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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利益 314

減価償却費 834

のれん償却額 72

貸倒引当金の増減額（△は減少） △43

受取利息及び受取配当金 △6

処分場閉鎖引当金の増減額（△は減少） 1

支払利息 280

退職給付引当金の増減額（△は減少） 24

固定資産売却損益（△は益） △55

固定資産除却損 72

デリバティブ評価損益（△は益） △2

投資有価証券評価損益（△は益） 1

売上債権の増減額（△は増加） 446

たな卸資産の増減額（△は増加） △20

仕入債務の増減額（△は減少） △10

繰延資産の増減額（△は増加） △17

未払消費税等の増減額（△は減少） △294

未払金の増減額（△は減少） △109

その他 272

小計 1,761

利息及び配当金の受取額 6

利息の支払額 △249

法人税等の支払額 △716

営業活動によるキャッシュ・フロー 801

投資活動によるキャッシュ・フロー  

短期貸付けによる支出 △20

長期貸付金の回収による収入 2

定期預金の預入による支出 △68

定期預金の払戻による収入 267

有形固定資産の取得による支出 △1,064

有形固定資産の売却による収入 401

投資有価証券の取得による支出 △2

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△1,125

その他 △16

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,626
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(単位：百万円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 395

短期借入金の返済による支出 △196

長期借入れによる収入 4,090

長期借入金の返済による支出 △4,085

長期未払金の返済による支出 △78

社債の償還による支出 △150

株式の発行による収入 40

少数株主からの払込みによる収入 50

配当金の支払額 △102

少数株主への配当金の支払額 △5

その他 △12

財務活動によるキャッシュ・フロー △54

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △878

現金及び現金同等物の期首残高 3,641

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 7

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,770
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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 

  当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

   該当事項はありません。 

 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

  当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

   該当事項はありません。 
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「参考資料」 

前第３四半期にかかる財務諸表等 

(1) 四半期連結損益計算書 

                            (単位：百万円) 

 

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成19年12月31日） 

区分 金額 
百分比

（％）

Ⅰ 売上高 11,112 100.0

Ⅱ 売上原価 8,145 73.3

   売上総利益 2,966 26.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,631 14.7

   営業利益 1,335 12.0

Ⅳ 営業外収益 

 １ 受取利息 3

 ２ 保険金収入 7

 ３ デリバティブ取引評価益 4

 ４ 債務取崩益 6

 ５ 雑収入 14 36 0.3

Ⅴ 営業外費用 

 １ 支払利息 346

 ２ 持分法による投資損失 0

 ３ 雑損失 100 446 4.0

   経常利益 925 8.3

Ⅵ 特別利益 

 １ 固定資産売却益 7

 ２ 貸倒引当金戻入益 23

 ３ 保険解約返戻金 28

 ４ 処分場閉鎖引当金取崩 22

 ５ その他の特別利益 0 83 0.8

Ⅶ 特別損失 

 １ 固定資産売却損 1

 ２ 固定資産除却損 1

 ３ 投資有価証券評価損 5 7 0.1

   税金等調整前四半期純利益 1,000 9.0

   法人税、住民税及び事業税 361

   法人税等調整額 △112 248 2.2

   少数株主利益 21 0.2

   四半期純利益 730 6.6
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(2) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

                         (単位：百万円) 

 

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成19年12月31日） 

区分 金額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

 １ 税金等調整前四半期純利益 1,000

 ２ 減価償却費 937

 ３ のれん償却額 7

 ４ 貸倒引当金の増減額（△は減少） △69

 ５ 処分場閉鎖引当金の増減額(△は減少) △22

 ６ 受取利息及び受取配当金 △4

 ７ 支払利息 346

 ８ 固定資産売却損益 △6

 ９ 投資有価証券評価損 5

 10 売上債権の増減額（△は増加） 598

 11 たな卸資産の増減額（△は増加） △98

 12 仕入債務の増減額（△は減少） △99

 13 未払金の増減額(△は減少) △114

 14 その他 288

    小計 2,767

 15 利息及び配当金の受取額 4

 16 利息の支払額 △283

 17 法人税等の支払額 △464

   営業活動によるキャッシュ・フロー 2,024



㈱タケエイ （2151）平成21年３月期 第３四半期決算短信 

― 15 ― 

 

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成19年12月31日） 

区分 金額 

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 △660

 ２ 有形固定資産の売却による収入 9

 ３ 無形固定資産の取得による支出 △18

 ４ 投資有価証券の取得による支出 △2

 ５ 貸付による支出 △38

 ６ 貸付金の回収による収入 8

 ７ その他 △61

   投資活動によるキャッシュ・フロー △764

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 270

 ２ 短期借入金の返済による支出 △256

 ３ 長期借入金による収入 169

 ４ 長期借入金の返済による支出 △2,141

 ５ 社債の償還による支出 △540

 ６ 株式の発行による収入 2,649

 ７ 自己株式の取得による支出 △0

 ８ 親会社による配当金の支払額 △95

 ９ 少数株主への配当金の支払額 △7

 10 その他 △109

   財務活動によるキャッシュ・フロー △61

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 －

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,198

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,872

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 3,071

 

 




