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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

（注）21年3月期第2四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2四半期 7,191 3.3 515 70.9 327 277.5 80 ―
21年3月期第2四半期 6,960 ― 301 ― 86 ― △2 ―

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2四半期 15.51 15.29
21年3月期第2四半期 △0.44 ―

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2四半期 29,300 10,132 33.6 1,893.93
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2四半期  9,835百万円 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
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3月期 ― 5.00 ― 7.50 12.50
22年3月期 ― 5.00
22年3月期 

（予想）
― 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 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2四半期 5,193,600株 21年3月期  5,180,800株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  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2四半期 5,183,286株 21年3月期第2四半期 5,145,343株
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【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につきましては、景気低迷の影響を受けて国内の建築着

工が低迷しており、当社グループの主要顧客である建設業界にとって厳しい経営環境が続いております。
建設系産業廃棄物業界もこの影響を受け厳しい環境にありますが、一方で、環境問題に対する世界的な
意識の高まりの中、廃棄物の適正処理やリサイクル重視という社会的ニーズは、より一層強くなってお
ります。 
このような状況下、当社グループは、顧客ニーズにあわせた積極的な営業展開と、全社的なコスト削

減活動を行ないました。この結果、売上高は7,191百万円（前年同期比231百万円の増加、前年同期比
3.3％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
515百万円（前年同期比213百万円の増加、前年同期比70.9％増）、経常利益は327百万円（前年同期比
240百万円の増加、前年同期比277.5％増）、四半期純利益は80百万円（前年同期は2百万円の四半期純損
失）となり、いずれも前年同期及び期初想定を上回りました。 
 
当第２四半期連結累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。 

 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。 
 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、グループ会
社間での補完機能が有効に働いたことや、外注費の削減等により、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。 

 
グループ会社の状況につきましては以下のとおりです。 

 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、第１四半期から引き
続き徹底したコスト削減を行ない、想定以上の収益を確保することができました。 

 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。 

 適正処理意識の高まりにより、子会社の株式会社ギプロ（廃石膏ボード専用リサイクル事業）は、
搬入される廃石膏ボードが増加しており、当初想定を上回る増収増益となりました。 

 
２．連結財政状態に関する定性的情報 
（資産） 
当第２四半期連結会計期間末における総資産は29,300百万円（前連結会計年度末比1.2％減）となり、

前連結会計年度末に比べ365百万円減少いたしました。流動資産は8,150百万円となり、前連結会計年度
末に比べ246百万円減少いたしました。これは、その他が278百万円増加しましたが、受取手形及び売掛
金が202百万円、現金及び預金が186百万円減少したことなどによります。固定資産は20,859百万円とな
り、前連結会計年度末に比べ138百万円減少いたしました。これは、無形固定資産ののれんが97百万円減
少したことなどによります。 
 

（負債） 
当第２四半期連結会計期間末における負債合計は19,167百万円（前連結会計年度末比2.2％減）となり、

前連結会計年度末に比べ424百万円減少いたしました。流動負債は7,092百万円となり、前連結会計年度
末に比べ889百万円減少いたしました。これは、短期借入金が524百万円、１年内償還予定の社債が320百
万円減少したことなどによります。固定負債は12,074百万円となり、前連結会計年度末に比べ464百万円
増加いたしました。これは、長期借入金が523百万円増加したことなどによります。 
 

（純資産） 
当第２四半期連結会計期間末における純資産は10,132百万円（前連結会計年度末比0.6％増）となり、

前連結会計年度末に比べ58百万円増加いたしました。これは、利益剰余金が41百万円増加したことなど
によります。 
 

（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キャッシュ・フローにつきましては、営業活動により971百万円増

加、投資活動により600百万円減少し、財務活動により461百万円減少しました。この結果、現金及び現
金同等物は、3,958百万円（前年同期比1,480百万円の増加)となり、期首と比較して90百万円減少しまし
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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 
利息の支払額194百万円、仕入債務の減少額127百万円等の支出がありましたが、減価償却費678百万

円、税金等調整前四半期純利益323百万円、売上債権の減少額202百万円等の収入により、営業活動に
よるキャッシュ・フローは、971百万円の増加（前年同期比362百万円の増加)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645

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、600百万円の減少（前年同期比725百
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1,907百万円、長期借入れによる収入2,197百万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2,431百万円、長期借入金の返済による支出1,740百万円、社債の償還に
よる支出360百万円等の支出により、財務活動によるキャッシュ・フローは、461百万円の減少（前年
同期比８百万円の減少）となりました。 
 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

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や、９月の首都圏マンション発売戸数が25カ月ぶりに増加に転じたこと等、

明るい話題も見受けられるようになりました。また、当社グループの置かれている産業廃棄物処理業界

を取り巻く環境につきましては、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ること、さらに、環境に対し強い意思を示す新政権への期待もあります。 

また、コスト面で大きな懸念材料であった、再資源化品の売却額（有価物控除額）に影響を及ぼす鉄

スクラップ市況につきましても、底打ちし、回復傾向にあります。 

しかしながら、公共投資の凍結・縮小、民間投資の手控え等、国内景気には先行き不透明感がまだ残

っており、引き続き厳しい経営環境にあるとの認識のもと、全社を挙げて一層のコスト削減を図ってま

いります。 

 

当連結会計年度の業績見通しにつきましては、現時点では当初予想（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。 
 



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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 4,506 4,692

受取手形及び売掛金 2,714 2,917

商品及び製品 1 0

仕掛品 12 18

原材料及び貯蔵品 215 227

繰延税金資産 120 155

未収入金 120 209

その他 479 201

貸倒引当金 △20 △25

流動資産合計 8,150 8,397

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,946 6,009

機械装置及び運搬具（純額） 3,076 3,056

最終処分場（純額） 2,201 2,364

土地 6,884 6,643

その他（純額） 427 478

有形固定資産合計 18,536 18,551

無形固定資産   

のれん 1,315 1,413

その他 85 95

無形固定資産合計 1,401 1,509

投資その他の資産   

投資有価証券 70 66

繰延税金資産 210 221

その他 685 695

貸倒引当金 △45 △45

投資その他の資産合計 921 936

固定資産合計 20,859 20,997

繰延資産 290 271

資産合計 29,300 29,666



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 356 484

短期借入金 1,287 1,812

1年内返済予定の長期借入金 3,117 3,181

1年内償還予定の社債 980 1,300

未払法人税等 197 38

その他 1,153 1,164

流動負債合計 7,092 7,981

固定負債   

社債 300 290

長期借入金 10,298 9,774

繰延税金負債 397 410

退職給付引当金 199 209

処分場閉鎖引当金 262 255

その他 617 670

固定負債合計 12,074 11,610

負債合計 19,167 19,592

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,281 3,278

資本剰余金 3,445 3,442

利益剰余金 3,109 3,067

自己株式 △0 △0

株主資本合計 9,835 9,787

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 0 △0

評価・換算差額等合計 0 △0

少数株主持分 296 287

純資産合計 10,132 10,073

負債純資産合計 29,300 29,666



(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 6,960 7,191

売上原価 5,402 5,307

売上総利益 1,557 1,883

販売費及び一般管理費 1,255 1,368

営業利益 301 515

営業外収益   

受取利息 4 2

受取保険金 － 19

債務取崩益 6 2

その他 10 13

営業外収益合計 21 37

営業外費用   

支払利息 194 187

持分法による投資損失 0 0

その他 41 38

営業外費用合計 236 226

経常利益 86 327

特別利益   

固定資産売却益 31 2

貸倒引当金戻入額 47 3

保険解約返戻金 43 －

特別利益合計 122 6

特別損失   

固定資産売却損 － 5

固定資産除却損 68 4

その他 34 －

特別損失合計 102 9

税金等調整前四半期純利益 106 323

法人税、住民税及び事業税 60 197

法人税等調整額 39 32

法人税等合計 99 229

少数株主利益 8 13

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2 80



【第２四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 3,627 3,788

売上原価 2,790 2,721

売上総利益 836 1,066

販売費及び一般管理費 646 692

営業利益 190 374

営業外収益   

受取利息 2 1

受取保険金 － 18

債務取崩益 1 0

その他 4 8

営業外収益合計 9 29

営業外費用   

支払利息 96 92

持分法による投資損失 0 0

その他 19 19

営業外費用合計 115 112

経常利益 83 290

特別利益   

固定資産売却益 15 1

貸倒引当金戻入額 － 3

特別利益合計 15 4

特別損失   

固定資産売却損 － 1

固定資産除却損 67 4

その他 16 －

特別損失合計 84 5

税金等調整前四半期純利益 15 289

法人税、住民税及び事業税 49 124

法人税等調整額 △12 32

法人税等合計 36 157

少数株主利益 8 11

四半期純利益又は四半期純損失（△） △30 120



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 106 323

減価償却費 555 678

のれん償却額 46 97

貸倒引当金の増減額（△は減少） △51 △6

処分場閉鎖引当金の増減額（△は減少） 1 6

退職給付引当金の増減額（△は減少） △15 △10

受取利息及び受取配当金 △6 △2

支払利息 194 187

支払手数料 － 3

社債発行費 － 1

デリバティブ評価損益（△は益） △1 －

投資有価証券評価損益（△は益） 1 －

固定資産売却損益（△は益） △31 2

固定資産除却損 68 4

売上債権の増減額（△は増加） 446 202

たな卸資産の増減額（△は増加） △13 17

仕入債務の増減額（△は減少） 20 △127

繰延資産の増減額（△は増加） 5 △19

未払金の増減額（△は減少） △62 △90

未払消費税等の増減額（△は減少） △287 115

その他 228 △262

小計 1,204 1,121

利息及び配当金の受取額 5 2

利息の支払額 △198 △194

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △402 42

営業活動によるキャッシュ・フロー 608 971

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 △48

長期貸付金の回収による収入 1 0

定期預金の預入による支出 △62 △4

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 △1 △2

有形固定資産の取得による支出 △681 △645

有形固定資産の売却による収入 374 5

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△933 －

その他 △14 △6

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,326 △600



（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 315 1,907

短期借入金の返済による支出 △176 △2,431

長期借入れによる収入 3,358 2,197

長期借入金の返済による支出 △3,756 △1,740

長期未払金の返済による支出 △57 △39

社債の発行による収入 － 48

社債の償還による支出 △130 △360

株式の発行による収入 32 6

少数株主からの払込みによる収入 50 －

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 △7 △5

財務活動によるキャッシュ・フロー △452 △461

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,170 △90

現金及び現金同等物の期首残高 3,641 4,049

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 7 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,478 3,958
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９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２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

  該当事項はありません。




