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1.  平成21年6月期第3四半期の連結業績（平成20年7月1日～平成21年3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3四半期 1,179 0.4 △14 ― △85 ― △109 ―
20年6月期第3四半期 1,175 △7.8 △9 ― △79 ― △76 ―

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3四半期 △1,124.87 ―
20年6月期第3四半期 △781.38 ―

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3四半期 3,413 750 22.0 7,690.41
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3四半期  749百万円 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
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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  

(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3四半期 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3四半期  ―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3四半期 97,500株 20年6月期第3四半期 97,500株
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 当第３四半期連結累計期間における事業環境は、サブプライムローン問題による世界的な金融危機に端を発し

た金融市場の混乱等により、株価の下落に加え、国内の経済全般が生産調整を行う等、景気悪化の傾向が継続し

ております。当社が取り扱う建設廃棄物の市場におきましても、昨年来から続いております金融市場の混乱等に

より建設工事の大幅な減少傾向が続いておりますが、比較的落ち込みの少なかった戸建住宅の建築現場から発生

する廃棄物の発生量が平成21年１月以降減少しております。主要取引先各社の建設廃棄物受注数量につきまして

は下げ止まり感も出て来ておりますが、住宅関係の解体工事等から発生する廃棄物は減少傾向で推移しておりま

す。 
 このような事業環境において、受入数量の増加対策として一般廃棄物の受入数量の確保に努めてまいりまし

た。また建設廃棄物の安定的な確保を目指し、一般住宅建て替え時の解体工事並びに新築廃棄物の受注拡大に向

け、新規取引先への営業活動を強化してまいりました。 
 食品リサイクル事業におきましては、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、排出事業者である取引先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

を行うとともに、子会社である農業生産法人で生産しております野菜、果物等の農作物に加え、当社で製造した

リキッドフィードでの養豚テストの準備を進め、将来的には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注力してまいりました。さらに３月19日に発表しました資本業務提携

により建設系のバイオマス、一般廃棄物、解体工事の受注増加に向け、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、業績の回復に向けた取組みを強化しております。  
 これらの結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高1,179百万円、営業損失は14百万円、経常損失は85
百万円、四半期純損失は109百万円となりました。 
 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、主要取引先各社の搬入数量が減少しておりますが、委託の集約を交渉しております

取引先に関しては、前年同期比で増加しております。また新規取引先の契約件数も順調に推移しており、安定的

な売上計上に貢献しておりますが、全体的な発生量の減少により計画を下回る売上が継続しております。廃棄物

の受入数量は木くず等のバイオマスが前年同期比で52.2％の増加となりましたが、受入平均単価は41.6％低下し

ております。がれき類等のその他廃棄物の受入数量は新規取引先の拡大により18.5％の増加となりました。第２

四半期連結会計期間との比較におきましては、受入単価の下落は改善しておりますが、解体工事から発生する廃

棄物の減少により増加幅が低下しております。発電施設の稼働は計画通り推移しており、売電量も安定した結

果、売電売上は63百万円を計上しております。これらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は834百万円、

営業利益は126百万円となりました。  
  
（食品系リサイクル事業） 
 食品系リサイクル事業は、乾燥飼料の販売数量増加に向け、麺類等の乾燥食品の受注拡大に注力してまいりま

した。既存取引先の受入数量及び受入平均単価も計画通り推移しており、営業利益の拡大に努めてまいりまし

た。受入数量は前年同期比30％増となり、再生飼料の販売数量は前年同期比で273％増加しております。これらの

結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は206百万円、営業利益は51百万円となりました。 

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

事業の種類別セグメントの名称 当第３四半期連結累計期間 構成比(％) 

 建設系リサイクル事業 834,513千円  70.7

 食品系リサイクル事業 206,535千円  17.5

 その他事業 138,840千円  11.8

合計 1,179,890千円  100.0
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（その他事業） 
 解体工事は専属の営業社員を採用し、受注活動を強化した結果、新規取引先からの見積依頼件数が増加してお

ります。白蟻工事につきましては既存工事の受注件数が増加傾向であります。既存取引先の解体工事施工件数が

減少した結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は138百万円、営業利益は６百万円となりました。  
  

① 資産、負債及び純資産の状況 
 当第３四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235百万円減少し、3,413百万円となりま

した。主な増減要因として、流動資産については現預金が68百万円増加し、売掛金が20百万円減少しておりま

す。固定資産については減価償却等により265百万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、新たに運転資金として長期借入金100百万円を調達したため、126百万円の減少となりま

した。純資産については純損失の計上により109百万円減少し、750百万円となりました。 
  
② 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現金及び現金同等物は、133百万円となりました。当第３四半期連結累計期

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201百万円となりました。これは主に減価償却費244百万円の収入と税金等調整

前当期純損失99百万円の計上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14百万円となりました。これは主に有形固定資産の売却による44百万円の収入

と取得による41百万円の支出、投資有価証券の売却による９百万円の収入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144百万円となりました。これは主に長期借入金による799百万円の収入と長期

借入金、割賦未払金等の返済による997百万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、営業企画チームの増員並びにエスシーエス株式会社との資本業務提携による営

業及び収集運搬体制の強化を図ることにより、建設不動産不況により厳しい市場環境ではありますが、事業活動

による廃棄物は日々発生しておりますので、新規取引先の増加により受入数量の拡大に努めてまいります。  
 建設系リサイクル事業につきましては、過去に縮小しました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の受注活動により、新規取引先との契約も増加しておりますので、平成21年４月以降の売

上計上を見込んでおります。 
 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による豚の肥育試験を平成21
年５月中旬より開始する計画であり、飼料化に向けた原料確保に努めるとともに農業生産法人との業務提携を進

めてまいります。 
 これらの取り組みにより第４四半期以降におきましては月次での継続的な営業利益の計上を目指しておりま

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３四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。  
  

  

 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３四半期連結累計期間の営業損失、経

常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ13百万円減少しております。 
  

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３四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85,544千円及び四半期純損失109,674千円を計上し、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。また、一部の借入金については、依

然として契約に規定された財務制限条項に抵触しております。 
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３四半期連結累計期間（９ヶ月）において222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、解体工事及び新築廃棄物の収集運搬事業に関する受注活動を強化することにより建設廃棄物の確

保に努めた結果、見積もり件数も増加しており、第４四半期以降の売上計上物件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、エスシーエス株式会社との資本業務提携により同社より54,000千円の調達を致しま

した。さらに、日本政策金融公庫の制度変更を活用し、既存借入金の集約に合わせ、長期借入金100,500千円の

調達を実施致しました。 
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。  
  

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

（４）継続企業の前提に関する注記
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当第３四半期連結会計期間（自平成21年１月１日 至平成21年３月31日） 

    
  
当第３四半期連結累計期間（自平成20年７月１日 至平成21年３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事業内容 

  
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３四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。   

  

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
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 

275,768 68,224 39,284 383,278 ― 383,278 

(2）
 

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
― ― ― ― ― ― 

  計 275,768 68,224 39,284 383,278 ―  383,278 

 営業利益 41,101 16,835 1,522 59,459 (55,324) 4,135 

  
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 834,513 206,535 138,840 1,179,890 ― 1,179,890 

(2）
 

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
― ― ― ― ― ― 

  計 834,513 206,535 138,840 1,179,890 ― 1,179,890 

 
営業利益又は 
営業損失（△） 

126,421 51,204 6,349 183,975 (198,508) △14,532 

事業区分 主要な事業内容 

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３四半期連結累計期間（自平成20年７月１日 至平成21年３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３四半期連結累計期間（自平成20年７月１日 至平成21年３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。 

〔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
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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３四半期連結会計期間末 
(平成21年３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 133,533 64,818 
受取手形及び売掛金 173,059 193,159 
商品 － 144 
原材料 607 478 
繰延税金資産 4,000 2,812 
その他 44,379 61,840 
貸倒引当金 △1,936 △86 
流動資産合計 353,643 323,167 

固定資産   
有形固定資産   

建物及び構築物 1,750,451 1,760,361 
減価償却累計額 △452,247 △391,740 
建物及び構築物（純額） 1,298,203 1,368,621 

機械装置及び運搬具 2,482,809 2,478,415 
減価償却累計額 △1,170,979 △1,012,544 

機械装置及び運搬具（純額） 1,311,830 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 △25,851 △22,610 
その他（純額） 7,856 10,223 

有形固定資産合計 2,980,453 3,227,359 

無形固定資産   
その他 10,558 2,754 
無形固定資産合計 10,558 2,754 

投資その他の資産   
投資有価証券 235 9,154 
その他 75,150 86,338 
貸倒引当金 △6,472 － 

投資その他の資産合計 68,912 95,492 

固定資産合計 3,059,924 3,325,606 

資産合計 3,413,568 3,648,774 
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末 
(平成21年３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 70,054 83,861 
短期借入金 54,000 － 
1年内返済予定の長期借入金 414,394 414,430 
1年内償還予定の社債 155,000 155,000 
未払金 250,199 279,691 
未払法人税等 2,037 3,663 
賞与引当金 5,928 － 
その他 62,835 54,281 
流動負債合計 1,014,448 990,927 

固定負債   
社債 120,000 275,000 
長期借入金 1,343,761 1,277,377 
長期未払金 153,353 217,062 
繰延税金負債 20,154 17,563 
その他 11,795 11,669 

固定負債合計 1,649,064 1,798,672 

負債合計 2,663,513 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 272,204 381,879 
株主資本合計 749,814 859,489 

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 750,054 859,174 

負債純資産合計 3,413,568 3,648,774 
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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：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 1,179,890 
売上原価 993,065 
売上総利益 186,824 

販売費及び一般管理費 201,357 
営業損失（△） △14,532 

営業外収益  
受取利息 212 
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 673 
保険解約返戻金 1,410 
パークゴルフ利用料 3,373 
その他 498 
営業外収益合計 7,800 

営業外費用  
支払利息 64,372 
有価証券売却損 707 
支払手数料 7,249 
その他 6,482 
営業外費用合計 78,812 

経常損失（△） △85,544 

特別利益  
固定資産売却益 11,502 
受取保険金 1,815 
特別利益合計 13,317 

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 6,463 

特別損失合計 27,569 

税金等調整前四半期純損失（△） △99,797 

法人税、住民税及び事業税 1,018 
法人税等調整額 8,858 
法人税等合計 9,877 

四半期純損失（△） △109,674 
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（第３四半期連結会計期間） 
（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 383,278 
売上原価 323,148 
売上総利益 60,129 

販売費及び一般管理費 55,993 
営業利益 4,135 

営業外収益  
受取利息 65 
金利スワップ評価益 565 
保険解約返戻金 1,410 
パークゴルフ利用料 1,160 
その他 261 
営業外収益合計 3,463 

営業外費用  
支払利息 20,975 
支払手数料 2,483 
その他 2,093 
営業外費用合計 25,552 

経常損失（△） △17,953 

特別利益  
固定資産売却益 826 
貸倒引当金戻入額 4,171 
特別利益合計 4,998 

税金等調整前四半期純損失（△） △12,954 

法人税、住民税及び事業税 162 
法人税等調整額 516 
法人税等合計 678 

四半期純損失（△） △13,633 
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年３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（△） △99,797 
減価償却費 244,513 
支払手数料 5,250 
貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,322 
賞与引当金の増減額（△は減少） 5,928 
受取利息及び受取配当金 △212 
支払利息 64,372 
金利スワップ評価損益（△は益） △673 
有形固定資産売却損益（△は益） 8,988 
固定資産除却損 615 
売上債権の増減額（△は増加） 20,099 
営業債権の増減額（△は増加） △12,696 
たな卸資産の増減額（△は増加） △523 
仕入債務の増減額（△は減少） △13,806 
未払金の増減額（△は減少） △1,421 
未払消費税等の増減額（△は減少） 42,085 
その他 △3,793 

小計 267,251 

利息及び配当金の受取額 210 
利息の支払額 △64,229 
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 201,034 

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 △41,350 
有形固定資産の売却による収入 44,726 
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 14,372 

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 54,000 
長期借入れによる収入 799,000 
長期借入金の返済による支出 △732,652 
社債の償還による支出 △155,000 
割賦債務の返済による支出 △101,685 
ファイナンス・リース債務の返済による支出 △7,956 

財務活動によるキャッシュ・フロー △144,294 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 71,112 

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 133,533 
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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 
前第３四半期連結累計期間（平成19年７月１日～平成20年３月31日） 

  

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  1,175,271

Ⅱ 売上原価  990,984

売上総利益  184,287

Ⅲ 販売費及び一般管理費  193,470

営業損失  9,182

Ⅳ 営業外収益    5,387

１．受取利息  913

２．受取配当金  94

３．雇用等助成金収入   1,350

４．金利スワップ評価益   652

５．還付加算金   882

６．パークゴルフ入場料   883

７．その他   609

Ⅴ 営業外費用  75,707

１．支払利息   61,662

２．社債発行費   4,921

３．支払手数料   7,667

４．その他   1,456

経常損失  79,502
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科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（千円） 

Ⅵ 特別利益  874,273

１．貸倒引当金戻入   16

２．固定資産売却益   357

３．国庫補助金   873,900

Ⅶ 特別損失  880,302

１．固定資産売却損   527

２．固定資産除却損   5,874

３．固定資産圧縮損   873,900

税金等調整前四半期純損失  85,531

税金費用  △9,346

四半期純損失  76,184
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前第３四半期連結累計期間（平成19年７月１日～平成20年３月31日） 

  

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期 

（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー   

税金等調整前第３四半期純
損失（△）   △85,531

減価償却費   207,783

貸倒引当金の増減額（△減
少額）   △16

受取利息及び受取配当金   △1,007

支払利息   66,583

有形固定資産売却損   170

有形固定資産除却損   5,695

売上債権の増減額（△増加
額）   8,826

たな卸資産の増減額（△増
加額）   △4,132

仕入債務の増減額（△減少
額）   △10,354

未払金の増減額（△減少
額）   19,038

未収・未払消費税の増減
額   6,193

その他   △33,803

小計  179,445

利息及び配当金の受取額   1,013

利息の支払額   △77,309

金利キャップ取得による支
出   △17,500

補助金の受取額   352,191

法人税等の支払額   △6,173

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  431,668
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前年同四半期 

（平成20年３月期 
第３四半期） 

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   △43

定期預金等の払戻による収
入   30,192

有形固定資産の取得による
支出   △1,029,389

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  △544

貸付による支出  △760

貸付金の回収による収入   170

その他   2,470

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー  △996,949

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー      

長期借入による収入   440,000

長期借入金の返済による支
出   △254,415

社債の償還による支出   △165,000

割賦取引による収入   57,193

割賦代金の支払による支出  △109,613

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  △4,662

配当による支出   △9,750

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー  △21,152

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加
額（又は減少額）  △586,433

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期末
残高  79,996
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前第３四半期連結累計期間（平成19年７月１日～平成20年３月31日） 

  
  

 前第３四半期連結累計期間（自平成19年７月１日 至平成20年３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。 
  

 前第３四半期連結累計期間（自平成19年７月１日 至平成20年３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 
 830,085  156,051  40,260  148,874  1,175,271 ―  1,175,271

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
― ― ― ― ― ― ― 

計  830,085  156,051  40,260  148,874  1,175,271 ―  1,175,271

営業費用  637,433  154,851  79,139  131,204  1,002,628  181,825  1,184,454

営業利益  192,652  1,200  △38,879  17,670  172,643 (181,825)  △9,182

〔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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