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1.  平成21年6月期第2四半期の連結業績（平成20年7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6月期第2四半期 796 5.4 △18 ― △67 ― △96 ―
20年6月期第2四半期 755 △12.4 △25 ― △70 ― △69 ―

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6月期第2四半期 △985.03 ―
20年6月期第2四半期 △715.13 ―

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6月期第2四半期 3,514 763 21.7 7,830.24
20年6月期 3,648 859 23.5 8,809.59

（参考） 自己資本   21年6月期第2四半期  763百万円 20年6月期  858百万円

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6月期 ― ― ― ― ―
21年6月期 ― ― ――― ――― ―――

21年6月期（予想） ――― ――― ― 100.00 100.00

3.  平成21年6月期の連結業績予想（平成20年7月1日～平成21年6月30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 1,730 7.3 115 ― 20 ― 5 ― 51.28

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） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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6月期第2四半期  97,500株 20年6月期  97,500株
② 期末自己株式数 21年6月期第2四半期  ―株 20年6月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年6月期第2四半期  97,500株 20年6月期第2四半期  97,500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事業環境は、世界的な金融危機等の影響により不動産市況の大幅な悪化か

ら建設工事の減少傾向が続いております。主要取引先各社の建設廃棄物受注数量も減少傾向が続いており、当初

の計画を下回る結果となりました。このような事業環境において受入数量の確保と安定的な売上の確保に向け、

新規取引先の開拓とともに既存取引先の受入数量の拡大に注力してまいりました。その結果、当第２四半期連結

会計期間における新規取引先の契約件数は94件となり、当第２四半期連結累計期間の累計契約件数は169件となり

ました。合わせて、大口の新規取引先との委託契約を締結するとともに既存取引先との追加契約等により、第１

四半期との比較では売上収益ともに改善の傾向で推移しております。 
 これらの結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高796百万円、営業損失は18百万円、経常損失は67百
万円となりました。遊休不動産の売却による特別損失並びに売掛債権の貸倒引当金を計上したため四半期純損失

は96百万円となりました。 

     事業の種類別セグメントの業績は次の通りであります。  

  
 （建設系リサイクル事業） 
 建設系リサイクル事業は、主要取引先との取引停止に加え建設不況の影響により建設廃棄物の市場は大幅に縮小し

ており、木くず等バイオマスの受入数量は前年同期比71.1％の増加となりましたが、受入平均単価は前年同期比で

47.6％低下しております。しかしながら積極的な営業活動の結果、小口取引先の契約件数は順調に推移しており安定

的な売上確保に貢献しております。発電施設の稼働も順調であり、売電売上は42百万円を計上しております。新規取

引先の増加によりバイオマス以外の建設廃棄物の受入数量は前年同期比43.4％の増加となり、受入平均単価も12.8％
上昇しております。これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は558百万円となりましたが、発電施設の減

価償却費等により、営業利益は85百万円となりました。 
  
（食品系リサイクル事業） 
 食品系リサイクル事業は、新規取引先の受注に加え既存取引先の搬入数量増加により、受入数量は前年同期比38％
増となり、期首の計画を上回る数量で推移した結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は138百万円となりまし

た。前処理工程の改良により、再生飼料の増産に取組んだ結果、飼料の販売数量は前年同期で162.2％増加しており

ます。重油の使用量を削減した結果、営業利益は34百万円となりました。 
  
（その他事業） 
 白蟻防除工事は、既存工事が増加しておりますが分譲住宅を中心とした新築工事が減少しております。遊技機リサ

イクル事業の撤退により、当第２四半期連結累計期間の売上高は99百万円となりましたが、営業利益は４百万円とな

りました。  
  

事業の種類別セグメントの名称 当第２四半期連結累計期間 構成比(％) 

 建設系リサイクル事業 558,744千円  70.1

 食品系リサイクル事業 138,311千円  17.4

 その他事業 99,556千円  12.5

合計 796,612千円  100.0
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① 資産、負債及び純資産の状況 
 当第２四半期連結累計期間末の総資産は前連結会計年度末と比較して134百万円減少し、3,514百万円となりま

した。主な増減要因として、流動資産については売上高の増加にともなう売掛金の計上により36百万円増加し、

固定資産については減価償却等により170百万円減少しております。負債については借入金の返済及び社債の償還

等を行いましたが、運転資金として長期借入金280百万円を調達したため、38百万円の減少となりました。純資産

については純損失の計上により95百万円減少し、763百万円となりました。 
  
② キャッシュ・フローの状況 
 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、68百万円となりました。当第２四半期連結累計期

間における活動毎のキャッシュ・フローの状況とそれらの要因はつぎの通りであります。 
  
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
 営業活動の結果得られた資金は50百万円となりました。これは主に減価償却費162百万円の収入と税金等調整前

当期純損失86百万円の計上、売掛債権51百万円の増加によるものであります。 
  
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
 投資活動の結果得られた資金は17百万円となりました。これは主に有形固定資産の売却による41百万円の収入

と取得による35百万円の支出によるものであります。 
  
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
 財務活動の結果使用した資金は61百万円となりました。これは主に長期借入金による302百万円の収入と長期借

入金、割賦未払金等の返済による363百万円の支出によるものであります。  
  

  

 連結業績予想につきましては、建設廃棄物を取り巻く環境は本格的な建設不動産不況により今後も厳しい市場環境

であるとともに、主要取引先の許可取り消しに伴う取引停止により当第２四半期連結累計期間において、売上高は計

画を84百万円下回っております。現状の各取引先の動向を考慮した結果、平成21年２月２日に業績予想の修正を発表

させていただきました。足元の状況は売上、利益ともに改善傾向でありますが、厳しい市場環境において各施設の稼

働率向上に向けた搬入数量の確保に注力してまいります。 
 建設系リサイクル事業につきましては、解体工事の受注に向けた営業を強化するとともに新築廃棄物の収集運搬を

増加させることにより受入数量の増加を目指しております。 
 食品系リサイクル事業につきましては、現在の乾燥飼料に加えリキッドフィードの試験生産による豚の肥育試験を

計画しておりますので、飼料化に向けた原料確保に努め受入数量の更なる増加を目指してまいります。  
  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

３．連結業績予想に関する定性的情報 
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該当事項はありません。 
   

  

① たな卸資産の評価方法 
 当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実施棚卸を省略し、前連結会計年度末の実施棚卸

高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 
② 固定資産の減価償却費の算定方法 
 減価償却費の方法とし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

按分して算出する方法によっております。  
  

  

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） 

（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 

（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 
 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。 
 当社グループは、平成20年度税制改正による法定耐用年数の見直しに伴い、第１四半期連結会計期間より改正

後の耐用年数に基づき減価償却費を算定しております。これにより、当第２四半期連結累計期間における営業利

益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ８百万円増加しております。 
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（４）継続企業の前提に関する注記 
当社グループは、前連結会計年度においては、改正建築基準法の施行を受け住宅着工戸数が大幅に減少し、

当社グループの主たる事業である建設廃棄物処理業を取り巻く事業環境が急激に悪化したことにより、営業キ

ャッシュ・フローはプラスを計上したものの、経常損失107,062千円及び当期純損失141,864千円を計上し、翌

連結会計年度の金融機関への借入金返済予定額及び社債償還見込額は手元流動性及び営業キャッシュ・フロー

に比して高水準でありました。このうち一部借入契約については契約に規定された財務制限条項に抵触してお

ります。 
当第２四半期連結累計期間においても、営業キャッシュ・フローはプラスを計上したものの、四半期経常損

失67,591千円及び四半期純損失96,040千円を計上し、金融機関への借入金返済予定額及び社債償還見込額は手

元流動性及び営業キャッシュ・フローに比して高水準な状況であります。 
当該状況により、当社グループには継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。 

  
当社グループは当該状況を解消すべく、前連結会計年度から継続して推進しております新規取引先の拡大に

努めた結果、当第２四半期連結累計期間（６ヶ月）において194社との廃棄物の受入に関する契約締結を確保す

るとともに、既存取引先との追加持込契約の締結を順次進め、累計売上高も着実に増加しております。今後も

経営計画達成に邁進し、経常損益の継続的な黒字化、営業キャッシュ・フローの向上及び財務体質の改善を図

る所存であります。 
財務制限条項の抵触に関しては、当社説明の今後の見通しを前提として、当該条項を適用せず、取引金融機

関とは継続的な取引が可能であると判断しております。 
手元流動性に関しては、合意解約した遊休不動産の一部について、平成20年11月28日に新たな買主との間で

売買契約を締結し、同日に39,500千円の決済並び引き渡しを完了しております。今後も売却予定の遊休不動産

に関しても数社から引き合いがあり早期の資金化を予定しております。さらに、経済産業省のセーフティーネ

ットを活用すべく、新規融資の申込を行い、長期借入金80,000千円の調達を致しました。 
業績面に関しては、当第２四半期連結会計期間（３ヵ月）において、固定資産売却損を計上したため、純損

失21,098千円となっているものの、収益は改善傾向であり、営業利益28,043千円、経常利益3,878千円を計上し

黒字化を達成しております。引き続き、累積損失の改善に注力してまいります。  
  

 四半期連結財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を四半期連結財

務諸表には反映しておりません。 
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（５）セグメント情報 
〔事業の種類別セグメント情報〕 
当第２四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日） 

    
  
当第２四半期連結累計期間（自平成20年７月１日 至平成20年12月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 
事業は、市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

  
３．事業区分の方法の変更 
 前連結会計年度まで、事業区分を「建設系リサイクル事業」、「食品系リサイクル事業」、「遊技機リサ

イクル事業」、「その他事業」の４セグメントとしておりましたが、第１四半期連結会計期間より、「建設

系リサイクル事業」、「食品系リサイクル事業」、「その他事業」の３セグメントに事業区分を変更するこ

とといたしました。この変更は、平成20年６月13日開催の当社取締役会において、遊技機リサイクル事業を

廃止を決議したことにより、金額的な重要性が低下したため、遊技機リサイクル事業を「その他事業」へ統

合しております。 
 この結果、従来の方法に比較して「その他事業」において、当第２四半期連結会計期間の営業利益が13千
円減少し、当第２四半期連結累計期間の売上高は1,565千円増加し、営業利益は954千円減少しておりま

す。   

  
建設系リサイ
クル事業 
（千円） 

食品系リサ
イクル事業 
（千円） 

その他事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

(1）
外部顧客に対する 
売上高 

302,194 71,149 49,199 422,542 ― 422,542 

(2）
 

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
― ― ― ― ― ― 

  計 302,194 71,149 49,199 422,542 ―  422,542 

 営業利益 71,144 20,529 3,940 95,614 (67,570) 28,043 

  
建設系リサイ
クル事業 
（千円） 

食品系リサ
イクル事業 
（千円） 

その他事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 558,744 138,311 99,556 796,612 ― 796,612 

(2）
 

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
― ― ― ― ― ― 

  計 558,744 138,311 99,556 796,612 ― 796,612 

 
営業利益又は 
営業損失（△） 

85,320 34,368 4,827 124,516 (143,184) △18,668 

事業区分 主要製品 

建設系 
リサイクル事業 

産業廃棄物の焼却・破砕・再生処理・バイオマス発電 

食品系 
リサイクル事業 

食品循環資源の堆肥・飼料化・乾式メタン発電 

その他事業 白蟻の予防・駆除工事、住宅の解体工事 
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 当第２四半期連結累計期間（自平成20年７月１日 至平成20年12月31日）において、本邦以外の国又は地域に

所属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。  
  

 当第２四半期連結累計期間（自平成20年７月１日 至平成20年12月31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。  
  

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（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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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６月30日) 

資産の部   
流動資産   

現金及び預金 68,589 64,818 
受取手形及び売掛金 244,728 193,159 
商品 134 144 
原材料 649 478 
繰延税金資産 － 2,812 
その他 50,753 61,840 
貸倒引当金 △4,753 △86 
流動資産合計 360,101 323,167 

固定資産   
有形固定資産   

建物及び構築物 1,749,321 1,760,361 
減価償却累計額 △431,832 △391,740 
建物及び構築物（純額） 1,317,488 1,368,621 

機械装置及び運搬具 2,499,909 2,478,415 
減価償却累計額 △1,126,929 △1,012,544 

機械装置及び運搬具（純額） 1,372,979 1,465,871 

土地 313,515 340,854 
建設仮勘定 49,048 41,788 
その他 33,707 32,834 

減価償却累計額 △24,747 △22,610 
その他（純額） 8,959 10,223 

有形固定資産合計 3,061,992 3,227,359 

無形固定資産   
その他 11,294 2,754 
無形固定資産合計 11,294 2,754 

投資その他の資産   
投資有価証券 235 9,154 
その他 91,788 86,338 
貸倒引当金 △10,644 － 

投資その他の資産合計 81,378 95,492 

固定資産合計 3,154,665 3,325,606 

資産合計 3,514,767 3,648,774 
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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６月30日) 

負債の部   
流動負債   

支払手形及び買掛金 68,781 83,861 
1年内返済予定の長期借入金 459,236 414,430 
1年内償還予定の社債 120,000 155,000 
未払金 288,437 279,691 
未払法人税等 4,235 3,663 
その他 56,768 54,281 
流動負債合計 997,459 990,927 

固定負債   
社債 227,500 275,000 
長期借入金 1,313,807 1,277,377 
長期未払金 177,913 217,062 
繰延税金負債 22,037 17,563 
その他 12,361 11,669 

固定負債合計 1,753,619 1,798,672 

負債合計 2,751,078 2,789,599 

純資産の部   
株主資本   

資本金 178,375 178,375 
資本剰余金 299,235 299,235 
利益剰余金 285,838 381,879 
株主資本合計 763,448 859,489 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 － △554 
評価・換算差額等合計 － △554 

新株予約権 240 240 
純資産合計 763,688 859,174 

負債純資産合計 3,514,767 3,648,774 
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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７月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 796,612 
売上原価 669,917 
売上総利益 126,694 

販売費及び一般管理費 145,363 
営業損失（△） △18,668 

営業外収益  
受取利息 146 
法人税等還付加算金 27 
助成金収入 1,605 
金利スワップ評価益 107 
その他 2,450 
営業外収益合計 4,337 

営業外費用  
支払利息 43,363 
有価証券売却損 707 
支払手数料 4,766 
その他 4,422 
営業外費用合計 53,260 

経常損失（△） △67,591 

特別利益  
固定資産売却益 10,675 
受取保険金 1,815 
特別利益合計 12,490 

特別損失  
固定資産売却損 20,491 
固定資産除却損 615 
貸倒引当金繰入額 10,635 

特別損失合計 31,741 

税金等調整前四半期純損失（△） △86,842 

法人税、住民税及び事業税 856 
法人税等調整額 8,341 
法人税等合計 9,198 

四半期純損失（△） △96,040 

㈱フジコー（2405）　平成21年６月期　第２四半期決算短信

―　10　―



（第２四半期連結会計期間） 
（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 422,542 
売上原価 325,893 
売上総利益 96,649 

販売費及び一般管理費 68,605 
営業利益 28,043 

営業外収益  
受取利息 3 
法人税等還付加算金 16 
助成金収入 1,605 
その他 1,051 
営業外収益合計 2,676 

営業外費用  
支払利息 21,728 
支払手数料 2,387 
その他 2,726 
営業外費用合計 26,842 

経常利益 3,878 

特別利益  
固定資産売却益 10,675 
特別利益合計 10,675 

特別損失  
固定資産売却損 20,491 
固定資産除却損 141 
貸倒引当金繰入額 759 
特別損失合計 21,391 

税金等調整前四半期純損失（△） △6,837 

法人税、住民税及び事業税 428 
法人税等調整額 13,832 
法人税等合計 14,260 

四半期純損失（△） △21,098 
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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７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損失（△） △86,842 
減価償却費 162,742 
支払手数料 3,500 
貸倒引当金の増減額（△は減少） 15,311 
受取利息及び受取配当金 △146 
支払利息 43,363 
金利スワップ評価損益（△は益） △107 
有形固定資産売却損益（△は益） 9,815 
固定資産除却損 615 
売上債権の増減額（△は増加） △51,568 
営業債権の増減額（△は増加） △21,040 
たな卸資産の増減額（△は増加） △699 
仕入債務の増減額（△は減少） △15,079 
未払金の増減額（△は減少） 1,323 
未払消費税等の増減額（△は減少） 31,457 
その他 2,493 
小計 95,138 

利息及び配当金の受取額 149 
利息の支払額 △42,388 
法人税等の支払額 △2,198 
営業活動によるキャッシュ・フロー 50,701 

投資活動によるキャッシュ・フロー  
定期預金の払戻による収入 1,861 
有形固定資産の取得による支出 △35,045 
有形固定資産の売却による収入 41,428 
投資有価証券の売却による収入 9,135 
投資活動によるキャッシュ・フロー 17,378 

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 302,000 
長期借入金の返済による支出 △220,764 
社債の償還による支出 △82,500 
割賦債務の返済による支出 △55,680 
ファイナンス・リース債務の返済による支出 △4,967 

財務活動によるキャッシュ・フロー △61,911 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6,168 

現金及び現金同等物の期首残高 62,420 
現金及び現金同等物の四半期末残高 68,589 
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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７月１日 
至 平成19年12月31日） 

区分 金額（千円） 百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高        755,474  100.0

Ⅱ 売上原価        648,544  85.8

売上総利益        106,929  14.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費        132,746  17.6

営業損失        25,816  △3.4

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  463            

２．受取配当金  94            

３．雇用等助成金収入  1,350            

４．還付加算金  882            

５．パークゴルフ入場料  883            

６．その他  554  4,229  0.6

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  42,724            

２．支払手数料  5,122            

３．その他  1,412  49,259  6.5

経常損失        70,847  △9.3

Ⅵ 特別利益                  

１．貸倒引当金戻入  5            

２．固定資産売却益  357  362  0.0

Ⅶ 特別損失                  

１．固定資産売却損  527            

２．固定資産除却損  1,213  1,741  0.2

税金等調整前中間純損失        72,226  △9.5

法人税、住民税及び事業
税  897            

法人税等調整額  △3,399  △2,501  0.2

中間純損失        69,725  △9.5
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（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７月１日 
至 平成19年12月31日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー   

税金等調整前中間純損失  △72,226

減価償却費   129,647

貸倒引当金の増減額（△
減少額）  △5

受取利息及び受取配当
金   △558

支払利息   42,724

有形固定資産売却益   170

有形固定資産除却損   1,213

売上債権の減少額   12,193

たな卸資産の増減額（△
増加額）   △3,543

仕入債務の増減額（△減
少額）   △21,224

未払金の増減額（△減少
額）   △339

未収・未払消費税等の増
減額   17,986

その他   △18,104

小計  87,935

利息及び配当金の受取
額   564

利息の支払額   △52,156

金利キャップ取得による
支出   △17,500

法人税等の支払額   △5,462

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  13,381
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前中間連結会計期間 

（自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日） 

区分 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー   

定期預金等の預入による
支出   △42

定期預金の払戻による収
入   30,176

有形固定資産の取得によ
る支出   △637,246

有形固定資産の売却によ
る収入   955

投資有価証券の取得によ
る支出   △394

貸付による支出   △170

貸付の回収による収入   150

その他   2,420

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー  △604,150

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー      

短期借入の純増減額   300,000

長期借入による収入   150,000

長期借入金の返済による
支出   △140,396

社債の償還による支出   △82,500

割賦代金の支払による支
出   △65,755

有形固定資産のリース化
による回収   25,095

ファイナンスリース債務
の返済による支出   △2,628

配当による支出   △9,750

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー  174,064

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加
額  △416,705

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首
残高  666,429

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間
期末残高  249,724
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前中間連結会計期間（自 平成19年７月１日 至 平成19年12月31日） 

  
  

 前中間連結会計期間（自平成19年７月１日 至平成19年12月31日）において、本邦以外の国又は地域に所属す

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。 
  

 前中間連結会計期間（自平成19年７月１日 至平成19年12月31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。 
  

 該当事項はありません。  
  

  

（３）セグメント情報 
〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
建設リサイ
クル事業 
（千円） 

食品系リサ
イクル事業
（千円） 

遊技機リサ
イクル事業  
 （千円） 

その他事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社 

（千円） 

連結 
（千円） 

売上高               

(1）外部顧客に対する売上

高 
 525,115  100,424  29,790  100,144  755,474 ―  755,474

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
― ― ― ― ― ― ― 

計  525,115  100,424  29,790  100,144  755,474 ―  755,474

営業費用  407,737  104,864  59,121  86,718  658,442  122,848  781,291

営業利益  117,377  △4,440  △29,330  13,426  97,031 (122,848)  △25,816

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

６．その他の情報 
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