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1.  平成22年2月期第2四半期の業績（平成21年3月1日～平成21年8月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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2月期第2四半期 2,996 ― 272 ― 252 ― 147 ―
21年2月期第2四半期 4,768 18.9 561 10.6 592 20.4 357 22.0

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2月期第2四半期 2,458.31 ―
21年2月期第2四半期 5,965.56 ―

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2月期第2四半期 7,560 4,480 59.2 74,851.70
21年2月期 7,748 4,405 56.8 73,593.38

（参考） 自己資本  22年2月期第2四半期  4,480百万円 21年2月期  4,405百万円

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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年2月期 ― 0.00 ― 1,200.00 1,200.00
22年2月期 ― 0.00
22年2月期 
（予想）

― 1,200.00 1,200.00

3.  平成22年2月期の業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）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 7,000 △22.5 690 △31.3 650 △36.8 392 △35.4 6,548.28
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(2) 四半期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） 

詳細は、5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) 発行済株式数（普通株式） 

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） 22年2月期第2四半期 59,863株 21年2月期 59,863株
② 期末自己株式数 22年2月期第2四半期 ―株 21年2月期 ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年2月期第2四半期 59,863株 21年2月期第2四半期 59,863株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可
能性があります。なお、業績予想に関する事項については、５ページ「定性的情報・財務諸表等」３.業績予想に関する定性的情報を参照ください。 
当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
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 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、輸出や生産が一部持ち直し、底入れの兆しが見え始めたものの、雇 

用・所得環境が厳しさを増すなかで、個人消費は低迷を続けており、景気は未だ不安定で先行き不透明感が拭えない

厳しい状況で推移しました。 特に、当社の土壌汚染対策事業が直接影響を受ける不動産・建設関係や製造業の設備 

投資関係も前年実績を大きく下回る状況が続きました。 

   一方、このような経済情勢下ではありますが、経済対策として「グリーンニューディール政策」が積極的に検討 

 される等、環境問題に対する意識はますます高まりを見せ、広い意味での環境保全に対する投資は、今後増加が期 

 待されます。また、土壌汚染対策法の改正法が今年４月に公布され、来年４月までに施行されることとなり、現 

  在、施行令、施行規則等の見直しが進められておりますが、改正点の中には、汚染土壌の適正処理に対する管理強 

  化も含まれており、土壌汚染対策に対する規制が強化される方向であります。 

    以上のとおり、土壌汚染対策市場に対する関心が再び高まる萌芽は見られるものの、当第２四半期会計期間は、 

  不透明な経済状況の中、昨秋以降凍結又は延期となった不動産の再開発計画や、製造業の設備投資計画の多くは、 

  未だ再開の目処が立たない状況にあり、土壌汚染対策市場も大きな影響を受けております。 

   当社におきましては、土壌汚染調査・処理事業を大きな柱に据え、リサイクル事業並びに環境分析事業への事業 

 展開も積極的に進めてまいりましたが、受注見込み案件の延期や中止等、景気後退の影響に加え、当第２四半期完 

  工予定であった大型浄化工事案件の期ずれ（９月検収済み）等の要因が重なり、業績は大変厳しい状況となりま 

  した。 

    その結果、当第２四半期累計期間の売上高は2,996百万円（前年同期比37.1％減）となりました。また当第２四 

 半期累計期間は、外注費の価格見直しをはじめとして、広範囲にわたる原価低減を図ってまいりましたが、売上高 

 の減少による固定費比率の上昇を補うまでには至らず、経常利益は252百万円（同57.3％減）、四半期純利益は147 

 百万円（同58.7％減）となりました。 

  

なお、部門別の状況は次のとおりであります。 

  

［土壌汚染調査・処理部門］ 

     世界的な景気減速の中、不動産の再開発計画や、製造業の設備投資計画は、凍結又は延期等の決定を余儀なくさ

   れるケースが相次ぎ、土壌汚染市場も大きな影響を受けております。このような環境下におきまして、当社は、土

   壌処理体制を充実させることにより、競争力の強化を図るとともに、グループ会社間の連携の強化により、情報収

   集に努め、新たな需要の開拓に注力してまいりましたが、全般的な景気後退の影響を受けた結果、売上高は2,896 

   百万円（同37.9％減）となりました。 

［リサイクル部門］ 

廃蛍光灯の中間処理、廃乾電池、廃バッテリー等の収集運搬を行い、水銀等のリサイクルを進めております。

当第２四半期累計期間は廃バッテリーの収集運搬が好調であったため、売上高は48百万円（同44.4％増）とな

りました。 

［環境分析部門］ 

主に、産業廃棄物及び土壌の分析を行っております。分析業務の多くは土壌調査に関するものであり、土壌汚

染調査・処理部門への内部売上となるため、当部門の売上には含めておりません。 

当第２四半期累計期間は産業廃棄物の分析が低迷したため、売上高は32百万円（同45.2％減）となりました。 

［その他］ 

主に賃貸マンションの経営を行っておりますが、この他に環境機器関連の売上が減少したことにより、当部門

の売上高は17百万円（同6.2％減）となりました。 

  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

部 門 区 分 売上高（千円） 
前 年 同 期 比

（ ％ ） 
構成比（％） 

土壌汚染調査・処

理 部 門 
2,896,828 62.2 96.6 

リサイクル部門 48,754 144.4 1.6 

環 境 分 析 部 門 32,852 54.7 1.0 

そ の 他 17,663 93.9 0.5 

㈱ダイセキ環境ソリューション（1712）平成22年2月期第2四半期決算短信（非連結）

3



  

  

（1）資産、負債及び純資産 

  （流動資産） 

    当第２四半期会計期間末における流動資産の残高は2,437百万円となり、前事業年度末に比べ442百万円の減 

  少となりました。主な要因は、現金及び預金の減少282百万円及び、売上の減少に伴う売掛金の減少262百万円で

  あります。 

  （固定資産） 

    当第２四半期会計期間末における固定資産の残高は5,123百万円となり、前事業年度末に比べ254百万円の増加

   となりました。主な要因は、廃石膏ボードリサイクルセンターの建屋及び設備の取得による建物の増加52百万 

  円、構築物の増加48百万円、機械及び装置の増加37百万円であります。なお、減少につきましては、有形固定資

  産の減価償却実施が主な要因であります。 

  （流動負債）  

     当第２四半期会計期間末における流動負債の残高は2,389百万円となり、前事業年度末に比べ290百万円の減 

   少となりました。主な要因は、仕入の減少に伴う買掛金の減少124百万円及び、未払法人税等の減少118百万円 

   であります。 

  （固定負債） 

    当第２四半期会計期間末における固定負債の残高は690百万円となり、前事業年度末に比べ27百万円の増加と

   なりました。主な要因は、長期借入金の実施であります。 

  （純資産）  

     当第２四半期会計期間末における純資産の残高は4,480百万円となり、前事業年度末に比べ75百万円の増加と

   なりました。主な要因は四半期純利益147百万円の計上によるものであります。 

  

  

（2）キャッシュ・フローの状況 

    当第２四半期累計期間におけるキャッシュ・フローにつきましては、内部留保資金の充実を大前提としつ 

   つ、事業の安定的拡大に必要な投資を実行してまいりました。 

    その結果、現金及び現金同等物の当第２四半期累計期間末残高は298百万円となりました。  

  

  （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

    当第２四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、主に売上債権の減少額322百万円、 

   税引前四半期純利益252百万円、減価償却費155百万円等があったものの、仕入債務の減少額284百万円、法人税

     等の支払い額225百万円、たな卸資産の増加額187百万円等により総額で23百万円の支出となりました。  

  

   （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

    当第２四半期累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出 

   210百万円、関係会社株式の取得による支出45百万円等により総額で258百万円の支出となりました。 

  

   （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

    当第２四半期累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入れによる収入200百万円

   及び長期借入金の返済による支出204百万円等により総額で423千円の支出となりました。  

  

２．財政状態に関する定性的情報
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 景気後退の過程で延期・凍結となった案件は、景気底打ち確認後、緩やかながらも再開されると思われること、ま

た、土壌汚染対策法の改正法の施行にともなう土壌汚染対策に対する関心の高まりとともに、ある程度の需要増が見

込まれること等を想定していましたが、不動産・建設関連市場及び製造業の設備投資は予想以上に低迷を続けてお

り、当社を取り巻く市場環境は非常に厳しい状況が続いております。これらにより、平成21年９月28日付にて平成22

年２月期の通期の業績予想を修正しておりますが、それ以降の変更はございません。  

  

 該当事項はありません。  

  

  

 ①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 

 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」

に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

  ②「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

 当第２四半期累計期間より「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）

が適用されたことに伴い、主として個別法による原価法（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。 

     これにより、損益に与える影響はありません。  

  

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期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
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年８月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(平成21年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 298,678 580,830

受取手形及び売掛金 1,365,263 1,709,852

たな卸資産 657,120 469,917

その他 116,473 119,339

流動資産合計 2,437,535 2,879,940

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,187,805 1,135,736

土地 2,743,504 2,743,504

その他（純額） 897,721 754,689

有形固定資産合計 4,829,031 4,633,930

無形固定資産 9,328 9,550

投資その他の資産 284,689 225,479

固定資産合計 5,123,048 4,868,960

資産合計 7,560,583 7,748,900

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 437,717 671,485

短期借入金 1,276,928 1,223,440

未払法人税等 114,390 232,951

引当金 29,455 24,360

その他 530,711 527,621

流動負債合計 2,389,202 2,679,858

固定負債   

長期借入金 619,494 602,310

引当金 68,771 58,942

その他 2,268 2,268

固定負債合計 690,533 663,520

負債合計 3,079,735 3,343,379

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,446,921 1,446,921

資本剰余金 1,242,433 1,242,433

利益剰余金 1,791,493 1,716,166

株主資本合計 4,480,847 4,405,520

純資産合計 4,480,847 4,405,520

負債純資産合計 7,560,583 7,748,900
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

売上高 2,996,099

売上原価 2,424,447

売上総利益 571,652

販売費及び一般管理費 299,421

営業利益 272,231

営業外収益  

受取利息 15

受取配当金 850

受取地代家賃 3,985

設備賃貸料 5,340

その他 259

営業外収益合計 10,449

営業外費用  

支払利息 7,374

固定資産賃貸費用 22,090

その他 598

営業外費用合計 30,064

経常利益 252,615

税引前四半期純利益 252,615

法人税、住民税及び事業税 108,703

法人税等調整額 △3,249

法人税等合計 105,453

四半期純利益 147,162
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 252,615

減価償却費 155,685

賞与引当金の増減額（△は減少） 5,095

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,204

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,537

受取利息及び受取配当金 △865

支払利息 7,374

売上債権の増減額（△は増加） 322,502

たな卸資産の増減額（△は増加） △187,203

仕入債務の増減額（△は減少） △284,549

その他 △73,111

小計 209,286

利息及び配当金の受取額 865

利息の支払額 △7,521

法人税等の支払額 △225,779

営業活動によるキャッシュ・フロー △23,148

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △210,046

有形固定資産の売却による収入 2,886

関係会社株式の取得による支出 △45,600

貸付金の回収による収入 174

その他 △5,994

投資活動によるキャッシュ・フロー △258,580

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 75,000

長期借入れによる収入 200,000

長期借入金の返済による支出 △204,328

配当金の支払額 △71,095

財務活動によるキャッシュ・フロー △423

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △282,152

現金及び現金同等物の期首残高 580,830

現金及び現金同等物の四半期末残高 298,678
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 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間損益計算書 

  

  
前中間会計期間 

（自 平成20年３月１日 
至 平成20年８月31日） 

区分 金額（百万円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高       4,768,516  100.0

Ⅱ 売上原価       3,896,154  81.7

売上総利益       872,361  18.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費       310,507  6.5

営業利益       561,854  11.7

Ⅳ 営業外収益       46,221  0.9

Ⅴ 営業外費用       15,675  0.3

経常利益       592,400  12.4

Ⅵ 特別利益       14,291  0.2

税引前中間純利益       606,692  12.7

法人税、住民税及び事業
税 

 261,523           

法人税等調整額  △11,947  249,576  5.2

中間純利益       357,116  7.4
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（２）中間キャッシュ・フロー計算書

  
前中間会計期間 

（自 平成20年３月１日 
至 平成20年８月31日） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

税引前中間純利益  606,692

減価償却費   155,080

賞与引当金の増減額（減額：△）   6,188

従業員退職給付引当金の増減額（減少：△）  3,401

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△）   2,317

受取利息及び受取配当金   △2,770

支払利息   13,210

固定資産売却益   △14,291

売上債権の増減額（増加：△）   △425,608

たな卸資産の増減額（増加：△）   81,429

仕入債務の増減額（減少：△）   125,861

未払消費税の増減額（減少：△）   44,456

その他   △58,579

小計  537,389

利息及び配当金の受取額   2,778

利息の支払額   △14,790

法人税等の支払額   △282,701

営業活動によるキャッシュ・フロー  242,675

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

有形固定資産の取得による支出   △410,134

有形固定資産の売却による収入   8,572

貸付金の回収による収入   424

その他   9,395

投資活動によるキャッシュ・フロー  △391,742

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

短期借入金の純増減額（減少：△）   △50,000

長期借入金の返済による支出   △1,983,292

配当金の支払額   △70,618

財務活動によるキャッシュ・フロー  △2,103,911
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  該当事項はありません。 

  

  
前中間会計期間 

（自 平成20年３月１日 
至 平成20年８月31日） 

区分 金額（百万円） 

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加額  △2,252,977

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  2,431,309

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高  178,332

    

６．その他の情報
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