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事業の現状、今後の展開等について 
 
当社は、事業の現状、今後の展開等について、下記のとおり株式会社東京証券取引所に対し、同社

有価証券上場規程第 603条第１項第５号 aに定める書面を提出いたしましたので、お知らせいたしま

す。 
本書面の提出により、株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第 603 条第１項第５号 a に定め

る期間は９ヶ月となり、平成 21年９月 30日までのいずれかの月において、月間平均時価総額および

月末時価総額が３億円以上となったときは同上場廃止基準には該当しないことになります。 
なお、株式会社東京証券取引所より、平成 20年 10月 30日付で平成 20年 10月から同年 12月まで

の間、一時的に上場株券に係る時価総額基準の適用が停止される旨、及び平成 21年１月 13日付で、

平成 21年１月より同年 12月末までの間、一時的に基準を一部変更して適用される旨の公表がなされ

ております。 
当社では、下記に記載いたしました今後の展開における改善施策を推進することにより、業績の回

復を図るとともに市場からの評価を向上させることによって時価総額３億円以上へ回復し、今後とも

東京証券取引所での上場を維持するよう努める所存です。 
株主の皆様並びに投資家、関係各位におかれましては、引き続きご支援、ご鞭撻を賜りますようお

願い申し上げます。 
 

記 
 

１．事業の現状 
(1) 事業の内容 

当社グループは、白蟻防除工事からスタートし、現在の主力事業であります廃棄物処理・リサイ

クル事業に到るまで社会的に意義のある事業領域において、『住まいと環境を守る』という経営理

念に基づいた事業活動を進めてまいりました。 現在、当社グループは建設系リサイクル事業を主

力して、食品系リサイクル事業、解体及び白蟻防除工事を行っております。 
  ＜各事業の内容＞ 
① 建設系リサイクル事業 
建設系リサイクル事業は、新築工事前の解体工事及び新築工事現場から発生する木くず、コン

クリート片、廃プラスチック類等の廃棄物を発生現場から処理施設まで運搬を行う廃棄物収集運

搬事業並びに当社が保有する発電、焼却、破砕施設で再生・処分を行う廃棄物処分事業でありま

す。当社の施設において廃棄物の受入時に受領する廃棄物処分受託料金が主要な売上高となりま

す。建設系リサイクル事業は当社グループの主力事業であり、平成 20年６月期において売上高



構成比で 70.4％を占めております。取引先は当社の創業が住宅の害虫防除工事であったため、

指定処理施設として契約を締結しております大手ハウスメーカーをはじめ、首都圏近郊の廃棄物

処分業者並びに解体工事業者等であります。 
 
② 食品系リサイクル事業 
食品系リサイクル事業は、食品の製造、加工、販売過程において発生する食品廃棄物のうち、

リサイクルが可能な食品循環資源を当社が保有する堆肥化、飼料化、発電施設において再生・処

分を行う廃棄物処分事業であります。建設リサイクル事業同様、当社の施設において食品循環資

源の受入時に受領する廃棄物処分受託料金が主要な売上高となります。食品系リサイクル事業は

今後の中核事業へと注力しておりますが、平成 20年６月期における売上高構成比は 13.7％であ

ります。取引先は食品工場をはじめ、スーパー、デパート、ホテル、給食センター等であります。 
 
③ その他事業 
その他事業は、創業時から行っております白蟻防除工事業並びに建物解体工事業であります。

白蟻防除工事は新築時の予防工事、既存住宅の再予防工事及び駆除工事を施工しております。解

体工事はハウスメーカーの建て替えに伴う既存住宅等の解体工事を施工しております。両事業を

合わせまして、平成 20年６月期の売上高構成比は 12.9％であります。取引先はハウスメーカー、

リフォーム工事業者、工務店等であります。 
 
(2) 事業の現状 
① 建設系リサイクル事業 

  建設系リサイクル事業は段階的な設備投資に伴って、売上高及び営業利益ともに伸展した当社

グループの中心事業であります。平成14年末から平成16年初旬に焼却施設等の更新工事を行い、

処理能力の増加に合わせて取引先並びに受入数量の増加を進めてまいりました。さらに増加する

取引先の処理需要に対応するとともにバイオマスリサイクルへの取り組み強化の一環として、平

成 18年にバイオマスガス化発電施設の建設工事を開始しました。当該施設の完成後は対応不足

が発生しておりました取引先の需要にこたえるとともに、営業企画チームを設置し新規取引先の

開拓を図り、発電施設の稼働による売電売上を計上することにより利益率の向上を目指しており

ました。 
   しかしながら、バイオマスガス化発電施設の完成直前でありました平成 19年６月に耐震偽装

問題の発覚を踏まえ、国土交通省により建築確認の厳格化を目的として改正建築基準法が施行さ

れ、平成 19年７月より建設廃棄物の発生量が大幅に減少しました。発電施設の稼働開始に合わ

せた積極的な営業活動の結果、平成 19年 10月以降は回復の傾向が見られましたが、平成 20年
４月以降サブプライムローン問題を発端とした不動産を取り巻く環境変化により、分譲住宅等の

新規着工も減少する等、建設廃棄物を取り巻く事業環境は厳しい状況が継続しております。 
  
② 食品系リサイクル事業 
  食品系リサイクル事業は平成 12年７月にスタートし、初期段階では様々な改善点等が発生し

ましたが、平成 15年以降取引先の拡大とともに受入数量も増加傾向で推移しております。堆肥

化センターの新設による事業開始後は、需要の増加に合わせ、平成 16年に乾式メタン発電施設

を新設、平成 17年には飼料化施設を新設し、バイオマスリサイクルの拡大に注力してまいりま

した。食品リサイクル法の施行等、食品循環資源のリサイクルに関して社会的な関心が高まる中、

食品リサイクル事業の市場拡大を予測して、当社の取引先であります収集運搬会社が首都圏各地

に食品リサイクル施設を新規に開業した影響もあり、平成 19年６月期、平成 20年６月期は売上

高で前期比を下回りましたが、前期の後半より受入数量の拡大等により月次での営業黒字が継続

しており、平成 20年６月期は通期において営業黒字となりました。今期も前処理工程の改善並

びに飼料化向けの原料確保に努めた結果、受入数量の増加に加え、飼料の販売数量も大幅に増加

しております。今後も食品系リサイクル事業を取り巻く環境は、食品循環資源のリサイクル拡大

に向けた取り組みが進められるものと予測しており、リキッドフィード（液状化飼料）の製造等



による事業規模の拡大を目指しております。 
 
③ その他事業 

   創業時より行っております事業でありますが、白蟻を中心とした家屋害虫の防除工事につきま

しては、住宅環境の改善等による需要の減少に加え、近年は分譲住宅の減少等により新築住宅の

施工が大幅に減少しております。新築時に工事施工を行ったお客様への再施工工事及びリフォー

ム工事会社からの受注は増加しておりますが、新築工事の減少を補う状況には至っておりません。

家屋等の解体工事につきましては、解体工事の施工に加え、発生廃棄物の収集運搬並びに処分業

務をまとめて受注しておりますので、自社で施工を行う解体工事から発生する廃棄物の処分を行

わなければなりませんが、平成 16年以降外部からの廃棄物処理委託契約が増加したため、当社

施設の処理能力を考慮し、外部からの受入を優先した結果、施工件数は減少傾向で推移しており

ます。平成 20年末より専属の営業要員を採用し、廃棄物の確保を目的に解体工事の受注件数増

加に向けた新規取引先の開拓に注力しておりますが、昨年来の建設不動産不況に加え、製造業等

を含めた不況等の影響により住宅の建て替え需要は厳しい事業環境であります。 
 
(3) 当社グループの対処すべき課題 

当社グループを取り巻く事業環境は、資源としての廃棄物利活用が促進され、国の施策におきま

してもバイオマスの資源化および廃棄物のエネルギー活用が望まれており、このような環境下にお

きまして、新たに開発される新技術を廃棄物リサイクル事業に活用することにより、環境分野にお

ける事業性の確立を図り、事業規模の拡大と収益構造の強化を進めることを 重要課題であると認

識し、設備の拡充を行ってまいりました。 
  これら設備の拡充に合わせ、営業体制の強化を図ることが今後の成長戦略に必要であると認識し、

営業企画チームの増員を行い、新規取引先の開拓を進める事により安定的な受入数量を確保し、各

施設の稼働率向上に注力するとともに迅速な需給情報及び価格動向を把握し、サービス体制の拡充

に努めてまいりました。 
また、施設の拡充に関する設備投資、新規事業の開始等による投資資金を金融機関からの借入金

等により調達した結果、有利子負債が増加し、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にあるため、財務体質の改善が急務であ

ると認識し、資本の増強に向けた資本業務提携等を検討してまいりました。 
 
(4) 当社の時価総額について 
  当社株式の時価総額は平成 20年９月末日に 475,000,000円となり、東京証券取引所のマザーズ

市場における上場廃止基準の５億円未満（東京証券取引所より平成 21年１月 13日付で、平成 21
年１月より同年 12月末までの間、一時的に基準を一部変更して適用される旨の公表がなされてお

り、現在は３億円未満であります。）となりました。平成 21年２月末の終値による時価総額は

195,000,000円であります。当社株式の時価総額減少の要因は平成 19年６月期、平成 20年６月期

の２期連続の経常赤字に加え、積極的な設備投資による有利子負債の増加により、平成 20年６月

期の有価証券報告書に継続企業の前提に関する事項について注記を記載したこと等による事業環

境の悪化と脆弱な財務体質によるものであると考えております。さらに平成 20年９月に発表しま

した主要取引先との取引停止、平成 21年６月期第一四半期報告書の提出遅延、平成 21年６月期第

二四半期における経常赤字の計上等、事業環境及び今後の成長に関しての不透明感が影響している

ものと考えております。 
 
２．今後の展望 
(1) 具体的な取り組み状況 

当社グループは現状の事業環境を認識し、対処すべき課題を改善することによりバイオマスリサ

イクルを中心とした事業展開を進めてまいります。喫緊の課題は収益構造の改善を図り、営業キャ

ッシュ・フローを向上させ、財務体質の改善を実行することによる企業価値の向上であります。こ

のための具体的な取組みとして下記事項に注力しております。 



 
① 新規取引先の拡大による建設系リサイクル事業の売上増加 
当社グループの主要事業であります建設系リサイクル事業は、改正建築基準法の施行並びに世界

的な金融恐慌よる建設不動産不況等の影響により、建設及び住宅着工戸数が大幅に減少する等、厳

しい事業環境ではありますが、木くず等のバイオマスをはじめ建設廃棄物は日々発生している状況

でもあります。平成 19年６月期までは上位 25社前後の取引先（年間の平均取引金額 4,200万円）

に対する売上高構成比が 90％以上であったため、構造的な市場環境の影響を大きく受ける結果と

なっておりました。これらを改善するため年間の平均取引金額が 50～100万円前後の取引先を開拓

することにより安定的な受入数量の確保に注力してまいりました。その結果、平成 21年２月末現

在、新規取引先の契約件数は 500件、売上高は 2,000万円を超えております。 
 
 ② 発電施設の通年稼働による黒字化 
  平成 19年９月に完成し、平成 20年４月より営業運転を開始しましたバイオマスガス化発電施設

は、バイオマスの需要過多による厳しい市場環境の中、受入は計画数量を確保するとともに売電及

び環境付加価値の販売も堅調に推移し、今期は月次での営業黒字を継続しております。 
 
③ 食品リサイクル事業の営業黒字の拡大 
  食品リサイクル事業は社会的なバイオマスリサイクルに対する意識の高まりと法律改正の影響

等により拡大傾向である市場環境において、飼料化に向けた受入数量が増加しております。今期よ

り前処理工程を改善し、飼料化に向けた乾燥能力の増加により飼料の販売数量も大幅に増加してお

ります。現在の飼料化は乾燥飼料の生産を行っておりますが、乾燥コストと時間を必要とするため、

リキッドフィードの生産に向けた試験を行っております。また遊楽ファームで生産しております野

菜に関して、千葉県より「エコ農産物」の認定を受けるとともに、改正食品リサイクル法に対応し

た食品循環資源のリサイクルループの形成を構築するため、契約先でありますマルエツ様、東武百

貨店様、ランドロームジャパン様との共同で農水省並びに環境省に「再生利用事業計画」の認定申

請を行っております。 
  今後は野菜、果物等の農作物に加え、当社グループで製造したリキッドフィードを飼料として養

豚を行い、これらの畜産品をリサイクルループの中で販売する等、アグリビジネスとの連携を深め

る事により事業の拡大を目指しております。 
 
④ 一般廃棄物の受入強化 
  当社で受入を行っております廃棄物の大部分は産業廃棄物でありますが、各排出事業者からの発

生量は事業活動の影響等により大きく変動する要素があります。当社の処理施設は民間では極めて

希少でありますが、全ての処理施設において産業廃棄物処分業に加え、一般廃棄物処分業の許可を

取得しております。この希少な許可を活用し、一般廃棄物の受入数量の増加に努めております。街

路樹の剪定枝をはじめ引越し等から発生する廃棄物は１件当たりの発生量は多くはありませんが、

安定した市場であるため今後も受入数量の拡大に注力してまいります。 
 
⑤ 資本業務提携 
  当社では、資本の増強による財務体質の改善と営業体制の強化を目的として資本業務提携の検討

を進めてまいりました。平成 21年３月 19日に公表致しましたが、食品リサイクル事業での取引先

でありますエスシーエス株式会社との間で業務提携に関する基本合意書を今月中に締結する予定

であります。エスシーエス株式会社は一般廃棄物を中心とした収集運搬会社でありますが、浄化槽

の点検整備等も行っており建築関連の取引先も多くあります。現在の食品リサイクル事業において

リキッドフィードによる養豚テスト等に関する取引強化に加え、建設系のバイオマス、一般廃棄物、

解体工事の受注等に向け、エスシーエス株式会社が構築する営業並びに収集運搬体制を活用するこ

とにより両社の企業価値の向上を目指しております。 



 
⑥ 取引業種の拡大 
  現在、当社の焼却施設の許可品目は、木くず、紙くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不

要物、廃酸、廃アルカリでありますが、バイオマスガス化発電施設の営業運転開始に伴い、廃プラ

スチック類の許可品目追加による事業範囲の変更許可申請に関する手続きを行っております。廃棄

物処理法による手続きは品目追加につきましても施設の新設と同様の手続きを行う必要がありま

すが、事前協議は概ね終了しておりますので設置許可申請（施設の新設ではありません。）を近日

中に行い、来期の許可取得を見込んでおります。許可取得後は賞味期限の問題等により処分が増加

しております包装食品廃棄物、製造過程で廃棄される工場系廃棄物等の受入を強化し、建設系廃棄

物への依存度を軽減させる計画であります。これらにより特定の分野に集中していた事業環境の改

善を図り、安定した収益構造を目指しております。さらに中期的には医療系廃棄物等の取扱いも検

討しております。 
 
⑦ 遊技機リサイクル事業関連施設等遊休不動産の売却 
  資本提携に加え、有利子負債の削減による財務体質の改善に向け遊休不動産の売却を進めており

ます。投資目的等での不動産は保有しておりませんが、遊技機リサイクル事業に関連した工場、倉

庫並びに食品リサイクル事業の拠点展開に向けた遊休不動産を売却することにより有利負債の削

減と手元流動性の向上を見込んでおります。茨城県の倉庫は昨年 11月に売却が完了し、許可施設

であります茨城工場も今期中の売却が可能であると見込んでおります。早期にこれらの遊休不動産

を売却し、食品リサイクル事業の拡充に向けた投資等に有効活用を目指しております。 
 
３．上場維持について 
 当社グループは、上記「２．今後の展望」に記載しました取組みを強化することにより、収益構造

の改善と財務体質の強化を図り、市場からの評価を高める事により、時価総額を３億円以上に回復さ

せ、今後とも株式会社東京証券取引所マザーズ市場への上場維持に全社員一丸となって努めてまいり

たいと考えておりますので、引き続きご理解、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。 
 

以上 
 
 


