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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

（注） 22年3月期第1四半期の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、1株当たり四半期純損失のため記載しておりません。 

(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 ％

22年3月期第1四半期 3,403 2.1 131 20.2 26 ― △40 ―
21年3月期第1四半期 3,333 ― 109 ― 0 ― 27 ―

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

22年3月期第1四半期 △7.81 ―
21年3月期第1四半期 5.41 5.00

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

22年3月期第1四半期 29,582 9,998 32.8 1,874.18
21年3月期 29,666 10,073 33.0 1,889.12

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  9,712百万円 21年3月期  9,786百万円

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

21年3月期 ― 5.00 ― 7.50 12.50
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
5.00 ― 8.00 13.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

7,339 5.4 402 33.3 174 100.8 20 ― 3.86

通期 15,500 6.0 1,350 33.1 800 30.4 350 31.6 67.56



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  
（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。 

(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） 

※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収益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 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 5,182,400株 21年3月期  5,180,800株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  200株 21年3月期  200株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 5,181,000株 21年3月期第1四半期 5,132,500株



 

 

【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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国の金融危機を発端とした世界経済の悪化によ

うやく下げ止まりの兆しがでてきたものの、先行き不透明感がいまだ払拭できない状況にあります。こ
うした中、国内の建築着工も引き続き低迷しており、当社グループの主要顧客である建設業界は、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、この影響を大きく受けておりますが、廃棄物の適正処理やリサイクル

重視という社会的な要請も見られるようになり、売上高は3,403百万円（前年同期比70百万円の増加、前
年同期比2.1％増)と前年同期を上回りました。加えて、コスト削減が想定以上に進んだことから、営業
利益は131百万円（前年同期比22百万円の増加、前年同期比20.2％増）、経常利益は26百万円（前年同期
比25百万円の増加）、四半期純損失は40百万円（前年同四半期は27百万円の四半期純利益）となり、い
ずれも当初想定を上回る実績となりました。 
当第１四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。 

 前上期、建設資材価格の高騰等により着工を見合わせていた都内の大型オフィスビル・マンション
の新築現場がようやく動き出しました。 

 戸建住宅向け建設廃棄物処理の最大手企業の営業許可取り消しに伴って、昨年７月より強化してき
た戸建住宅の建設現場から発生する廃棄物取扱量が、堅調に推移しました。 

 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、同業他社からの持ち
込み廃棄物減少の影響を引き続き受けており、想定受入量には届きませんでした。しかしながら、
徹底したコスト削減を行なうことで、収益は当初想定を確保できました。 

 全社的なコスト削減や、昨年秋以降の原油価格下落に伴う物流コストの削減、さらに、今年２月初
旬に成田最終処分場が開業したことによる外注費の削減、加えて、グループ会社間での補完機能が
有効に働き、収益面において改善しました。反面、昨年秋以降の市況悪化に伴い、鉄スクラップ等
の再資源化品の売却額（有価物控除額）は大幅に落ち込みました。 

 今年３月にＭ＆Ａにより取得した株式会社北陸環境サービス（石川県金沢市にて管理型最終処分場
を運営）は、製造業の工場稼働率低下による廃棄物搬入量減少の影響を受けたものの、収益的には
堅調に推移しました。 

 前期特別利益に計上した保険解約返戻金は、今期は発生しておりません。 
 税金等調整前四半期純利益は34百万円を計上したものの、法人税等合計を71百万円計上したことか
ら、四半期純損失が40百万円となりました。 

     
２．連結財政状態に関する定性的情報 
（資産） 
当第１四半期連結会計期間末における総資産は29,582百万円（前連結会計年度末比0.3％減）となり、

前連結会計年度末に比べ83百万円減少いたしました。流動資産は8,222百万円となり、前連結会計年度末
に比べ174百万円減少いたしました。これは、現金及び預金が237百万円、その他が199百万円増加しまし
たが、受取手形及び売掛金が540百万円減少したことなどによります。固定資産は21,076百万円となり、
前連結会計年度末に比べ78百万円増加いたしました。これは、有形固定資産のその他(純額)が241百万円
増加したことなどによります。 
 

（負債） 
当第１四半期連結会計期間末における負債合計は19,584百万円となり、前連結会計年度末に比べ7百万

円減少いたしました。流動負債は7,515百万円となり、前連結会計年度末に比べ466百万円減少いたしま
した。これは、短期借入金が648百万円減少したことなどによります。固定負債は12,069百万円となり、
前連結会計年度末に比べ459百万円増加いたしました。これは、長期借入金が532百万円増加したことな
どによります。 
 

（純資産） 
当第１四半期連結会計期間末における純資産は9,998百万円（前連結会計年度末比0.8％減）となり、

前連結会計年度末に比べ75百万円減少いたしました。これは、利益剰余金が79百万円減少したことなど
によります。 
 
 

（キャッシュ・フローの状況） 
当第１四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563百万円増

加、投資活動により188百万円減少し、財務活動により39百万円減少しました。この結果、現金及び現金
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同等物は、4,385百万円（前年同期比1,246百万円の増加)となり、期首と比較して335百万円増加しまし
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 
仕入債務の減少額199百万円、未払金の減少額152百万円等の支出がありましたが、減価償却費328百

万円、売上債権の減少額538百万円等の収入により、営業活動によるキャッシュ・フローは、563百万
円の増加（前年同期比71百万円の減少)となりました。 
 

②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100百万円等の収入がありましたが、有形固定資産の取得による支出252

百万円等の支出により、投資活動によるキャッシュ・フローは、188百万円の減少（前年同期比635百
万円の増加）となりました。 
 

③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950百万円、長期借入れによる収入1,200百万円等の収入がありましたが、短

期借入金の返済による支出1,599百万円、長期借入金の返済による支出485百万円等の支出により、財
務活動によるキャッシュ・フローは、39百万円の減少（前年同期比273百万円の増加）となりました。 
 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

今後の見通しにつきましては、経済の先行きに不透明感があるものの、一方で、当社の置かれてい

る産業廃棄物処理業界におきましては、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、当社グループにとっては最大のチャンスになると考えておりま

す。 

当社グループの主要な事業エリアである首都圏においては、延期されていた都内大型再開発案件に

新規着工の動きがみられること等、明るい話題も見受けられます。また、当第１四半期連結会計期間

には落ち込んでいた鉄スクラップ市況につきましても、ようやく底打ちの兆しが表れております。 

当連結会計年度の業績見通しにつきましては、事業活動を通じて業績予想達成を目指してまいりま

すので、当初予想（平成21年５月13日発表）を据え置きとさせていただきます。 

 

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場合、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 

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：百万円)

当第１四半期 
連結会計期間末 

(平成21年６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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,930 4,692

受取手形及び売掛金 2,376 2,917

商品及び製品 1 0

仕掛品 6 18

原材料及び貯蔵品 216 227

繰延税金資産 159 155

未収入金 153 209

その他 401 201

貸倒引当金 △22 △25

流動資産合計 8,222 8,397

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,979 6,009

機械装置及び運搬具（純額） 3,062 3,056

最終処分場（純額） 2,287 2,364

土地 6,643 6,643

その他（純額） 719 478

有形固定資産合計 18,691 18,551

無形固定資産   

のれん 1,364 1,413

その他 90 95

無形固定資産合計 1,455 1,509

投資その他の資産   

投資有価証券 73 66

繰延税金資産 211 221

その他 692 695

貸倒引当金 △48 △45

投資その他の資産合計 929 936

固定資産合計 21,076 20,997

繰延資産 284 271

資産合計 29,582 29,666
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(単位：百万円)

当第１四半期 
連結会計期間末 

(平成21年６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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 284 484

短期借入金 1,164 1,812

1年内返済予定の長期借入金 3,362 3,181

1年内償還予定の社債 1,280 1,300

未払法人税等 34 38

その他 1,389 1,164

流動負債合計 7,515 7,981

固定負債   

社債 270 290

長期借入金 10,307 9,774

繰延税金負債 406 410

退職給付引当金 184 209

処分場閉鎖引当金 257 255

その他 644 670

固定負債合計 12,069 11,610

負債合計 19,584 19,592

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,279 3,278

資本剰余金 3,442 3,442

利益剰余金 2,988 3,067

自己株式 △0 △0

株主資本合計 9,708 9,787

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3 △0

評価・換算差額等合計 3 △0

少数株主持分 285 287

純資産合計 9,998 10,073

負債純資産合計 29,582 29,666
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(2) 四半期連結損益計算書 
第１四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 3,333 3,403

売上原価 2,612 2,589

売上総利益 720 813

販売費及び一般管理費 611 681

営業利益 109 131

営業外収益   

受取利息 2 0

債務取崩益 5 1

その他 5 6

営業外収益合計 12 8

営業外費用   

支払利息 98 94

持分法による投資損失 0 0

その他 22 18

営業外費用合計 121 113

経常利益 0 26

特別利益   

固定資産売却益 16 1

貸倒引当金戻入額 49 0

退職給付引当金戻入額 － 9

保険解約返戻金 43 －

特別利益合計 108 11

特別損失   

固定資産売却損 － 3

保険解約損 12 －

リース解約損 4 －

その他 1 －

特別損失合計 18 3

税金等調整前四半期純利益 90 34

法人税、住民税及び事業税 11 72

法人税等調整額 51 △0

法人税等合計 63 71

少数株主利益又は少数株主損失（△） △0 2

四半期純利益又は四半期純損失（△） 27 △40
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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)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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利益 90 34

減価償却費 264 328

のれん償却額 23 48

貸倒引当金の増減額（△は減少） △49 △0

処分場閉鎖引当金の増減額（△は減少） 0 2

退職給付引当金の増減額（△は減少） △45 △24

受取利息及び受取配当金 △2 △1

支払利息 98 94

支払手数料 2 1

デリバティブ評価損益（△は益） △0 －

固定資産売却損益（△は益） △16 2

固定資産除却損 1 －

売上債権の増減額（△は増加） 779 538

たな卸資産の増減額（△は増加） △11 22

仕入債務の増減額（△は減少） △29 △199

繰延資産の増減額（△は増加） 6 △12

未払金の増減額（△は減少） △46 △152

未払消費税等の増減額（△は減少） △237 123

その他 240 △81

小計 1,066 722

利息及び配当金の受取額 2 1

利息の支払額 △38 △69

法人税等の支払額 △394 △90

営業活動によるキャッシュ・フロー 635 563

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 △30

長期貸付金の回収による収入 0 0

定期預金の預入による支出 △56 △2

定期預金の払戻による収入 11 100

投資有価証券の取得による支出 △0 △1

有形固定資産の取得による支出 △142 △252

有形固定資産の売却による収入 241 1

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△743 －

その他 △115 △4

投資活動によるキャッシュ・フロー △824 △188
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(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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 75 950

短期借入金の返済による支出 △151 △1,599

長期借入れによる収入 150 1,200

長期借入金の返済による支出 △254 △485

長期未払金の返済による支出 △30 △19

社債の償還による支出 △40 △40

株式の発行による収入 24 0

配当金の支払額 △76 △38

少数株主への配当金の支払額 △5 △3

その他 △3 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △313 △39

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △502 335

現金及び現金同等物の期首残高 3,641 4,049

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,138 4,385
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

  該当事項はありません。 
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