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1.  平成22年6月期第1四半期の業績（平成21年7月1日～平成21年9月30日） 

（注）21年6月期第1四半期につきましては、連結として開示したため、21年6月期第1四半期は記載しておりません。 
（注）22年6月期第1四半期の潜在株調整後1株当たり四半期純利益につきましては、四半期純損失を計上しているため、記載しておりません。 

(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6月期第1四半期 376 ― 21 ― △3 ― △0 ―
21年6月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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6月期第1四半期 △0.99 ―
21年6月期第1四半期 ― ―

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6月期第1四半期 3,163 750 23.7 6,847.24
21年6月期 3,334 750 22.5 6,848.24

（参考） 自己資本   22年6月期第1四半期  749百万円 21年6月期  749百万円

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6月期 ― ― ― ― 0.00
22年6月期 ―
22年6月期 

（予想）
― ― ― 0.00

3.  平成22年6月期の業績予想（平成21年7月1日～平成22年6月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
累計期間

778 △2.3 63 ― 9 ― 4 ― 36.53

通期 1,550 0.7 130 ― 26 ― 10 ― 91.32
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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  有  

(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） 

(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 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6月期第1四半期 109,500株 21年6月期  109,500株
② 期末自己株式数 22年6月期第1四半期  ―株 21年6月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年6月期第1四半期 109,500株 21年6月期第1四半期 109,500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及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前
提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる場合があります。 
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※当社は当第１四半期累計期間より、連結対象となる子会社がありませんので四半期連結計算書類を作成しておりま

せん。これにより当第１四半期累計期間において比較、分析に用いた前年同四半期累計期間に対応する数値は、独

立監査人による四半期レビューを受けていないため、前年同四半期増減率は参考として記載しております。 
  
当第１四半期累計期間における事業環境は、世界的な金融危機に端を発した各産業における生産調整等の混乱も峠

を越えた感はありますが、個人消費の低迷並びに雇用及び賃金の不安定化等により住宅着工件数も大幅な減少傾向が

続いており、建設廃棄物市場は極めて厳しい外部環境でありました。 
このような事業環境において、新規取引先の拡大と一般廃棄物の受入数量の増加に注力してまいりました。平成21

年８月より一部の組織変更を行い、各チームリーダーを営業強化に向け一般廃棄物の受入拡大に努めてまいりまし

た。その結果、９月の新規取引先件数は54件と大幅に増加し、当第１四半期累計期間の新規取引社数は101件となり、

当該取引先合計売上高は19百万円となりました。また下落傾向が続いておりました既存取引先の売上高につきまして

も上位50社の合計売上高は前第１四半期会計期間と比較して16％増、前第４四半期会計期間と比較して15％増とな

り、大幅な増加は見込めませんが下げ止まりの状況でありますので、今後は新規取引先の売上高がプラスされていく

ものと予測しております。さらに前期に業務提携を行いましたエスシーエス㈱に加え、営業強化を目的とした太平洋

セメント㈱との業務提携により廃棄物の安定的な確保を目指してまいります。 
上記の結果、廃棄物関連の売上高は堅調に推移しておりますが、解体工事の売上高が着工件数の減少により、計画

を大幅に下回っておりますので合計売上高は概ね計画数値となりました。売上原価につきましては減価償却費の低減

に加え、修繕費、消耗品費等の維持管理費の削減に努めるとともに解体工事の外注費が低減した結果、売上総利益も

大幅に改善しております。 
これらの結果、当第１四半期累計期間の業績は、売上高376百万円（前年同期比0.6％増）、営業利益21百万円（前

年同期は46百万円の営業損失）、経常損失3百万円（前年同期は71百万円の経常損失）、四半期純損失は0百万円（前

年同期は74百万円の純損失）となりました。 
  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。  

  
 （建設系リサイクル事業） 

建設系リサイクル事業は、廃棄物が減少している市場環境においても日々の事業活動において発生している建設廃

棄物を広く浅く確保する活動に努めてまいりました。また運送業、小売業等、他業種との取引先拡大に注力した結

果、木くず等バイオマスの受入数量は前年同期比で13.9％増加、受入平均単価も1.8％改善しております。がれき類等

のその他廃棄物は、戸建住宅の解体工事が減少しているため前年同期比で3.7％～4.0％前後減少した結果、売上高は

9.2％低下しております。 
これらの結果、当第１四半期累計期間の売上高は271百万円（前年同期比5.9％増）、営業利益は60百万円（前年同

期比324.4％増）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、飼料の増産に向け、液状化飼料（リキッドフィード）の改良に努めてまいりました。前

期末より豚の肥育テストを開始しておりますが、９月末に６頭の初出荷を行いました。また将来の事業拡大に向け、

テスト農場の開設準備に注力してまいりまいた。受入数量は新規取引先との契約が遅れており、期首の計画を若干下

回っておりますが、既存取引先の受入数量は堅調に推移しており、前年同期比で微増となりました。 
これらの結果、当第１四半期累計期間の売上高は67百万円（前年同期比1.1％増）、営業利益は19百万円（前年同期

比39.7％増）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

事業の種類別セグメントの名称 売上高 構成比 前年同期比 

 建設系リサイクル事業 271,683千円 72.2％ 105.9％

 食品系リサイクル事業 67,911千円 18.0％ 101.1％

 その他事業 36,697千円 9.8％ 72.9％

合計 376,291千円 100.0％ 100.6％
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 （その他事業） 
解体工事は新規取引先からの受注件数は増加しておりますが、既存取引先の工事件数が大幅に減少しております。 
白蟻工事につきましては既存工事の受注件数が堅調に推移しております。これらの結果、当第１四半期累計期間の

売上高は36百万円（前年同期比27.1％減）、営業利益は３百万円（前年同期比224.5％増）となりました。 
  

（１）資産、負債及び純資産の状況 
当第１四半期会計期間末の総資産は前連結会計年度末と比較して171百万円減少し、3,163百万円となりまし

た。主な増減要因として、流動資産については現金及び預金が113百万円減少し、売掛金が16百万円増加しており

ます。固定資産については減価償却により69百万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

償還等により171百万円の減少となりました。純資産については０百万円減少し、750百万円となりました。 
（２）キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物は前連結会計年度末と比較して113百万円減少し、37百万円

となりました。当第１四半期会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次のとおり

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43百万円となりました。これは主に減価償却費69百万円の収入と売掛債権の増

加による16百万円の減少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） 

投資活動の結果使用した資金は５百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得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151百万円となりました。これは主に長期借入金による50百万円の収入と長期

借入金、割賦未払金等の返済及び社債の償還による221百万円の支出によるものであります。 
（３）事業等のリスクに記載した重要事象等についての分析・検討内容及び当該重要事象等をし、又は改善するため

の対応策 
当社は、前事業年度において、当社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悪化したこと

等により、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133,186千円及び当期純損失148,338千
円を計上し、当第１四半期累計期間においても、営業利益並びに営業キャッシュ・フローはプラスを計上したも

のの、四半期経常損失3,112千円及び四半期純損失108千円を計上しております。さらに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、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。 
当該状況により、当社には、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。 
当社は、当該状況を解消すべく、経営計画の達成に向けた施策の実行に取り組んでまいりました。新規取引先

の拡大につきましては営業体制の拡充により、当第１四半期累計期間において101社との取引を開始し、当該取引

先との売上高は19百万円を計上しております。食品リサイクル事業は、リキッドフィードの拡大に向けた取り組

みに注力した結果、営業黒字は前年同期比39.7％増となりました。取引業種の拡大と合わせ一般廃棄物の受入強

化につきましても、運送業、小売業、製造業等からの受入数量も拡大傾向であります。さらにエスシーエス株式

会社並びに太平洋セメント株式会社との業務提携により安定的な廃棄物の確保に努めております。 
これらの取り組みに加えて、原価及び販売管理の低減に努めた結果、当第１四半期累計期間の営業利益は21百

万円となり、前年同期の営業赤字から収益も大幅に改善しております。 
手元流動性に関しては、当第１四半期累計期間において、経済産業省のセーフティーネット等を活用し、長期

借入金50,000千円の調達を実施致しました。 
財務制限条項の抵触に関しては、取引金融機関より当社説明の今後の見通しを前提として、当該条項を適用し

ない旨の承諾を現時点の判断として得ております。 
現在の取り組みを強化することにより、収益構造の改善を図り安定的な収益計上の継続により、当該事象が解

消できるものと判断しております。 
  

業績予想につきましては、建設廃棄物を取り巻く環境は厳しい状況が続くものと予測しておりますが、営業要員の

増員並びに業務提携による営業強化により、取引業種の拡大と取引先社数の増加を進めております。 
建設系リサイクル事業は、前第４四半期連結会計期間と比較して受入数量も増加傾向で推移しており、新築廃棄物

の収集運搬業務も売上、受注ともに増加傾向であります。 

２．財政状態に関する定性的情報

３．業績予想に関する定性的情報
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食品系リサイクル事業は、リキッドフィードの増産に向け、飼料化に向けた原料確保に努めるとともに農業との連

携を進めております。 
これらの取り組みにより、外部環境に影響を受けない安定的な受入数量の確保に努めることにより、業績の回復を

目指しております。 
現時点におきまして、前回公表数値に変更はありません。   

  

①たな卸資産の評価方法  
当第１四半期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、前会計年度末の実施棚卸高を基礎

として合理的に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 

減価償却費の算定方法として定率法を採用している資産については、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。   

 該当事項はありません。   

前事業年度においては、世界的な金融危機に端を発した建築不動産不況等により、当社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並びに主要取引先との取引停止により、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133,186千円及び当期純損失148,338千円を計上し、翌事業年度

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１四半期会計期間においては、営業利益並びに営業キャッシュ・フローはプラスを計上したものの、四半

期経常損失3,112千円及び四半期純損失108千円を計上し、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。 
当社は当該状況を解消すべく、前事業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１四半期会計期間において101社、売上高19百万円を確保いたしました。今後につきましても新規取引先の売

上高がプラスされていくものと予測し、業績の回復に貢献しております。 
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

善を図るため、以下の施策を骨子とした経営計画達成に邁進する所存であります。 
 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 
 ②食品リサイクル事業の営業黒字の拡大 
 ③一般廃棄物の受入強化 
 ④業務提携による営業体制の強化 
 ⑤取引先業種の拡大 
手元流動性に関しては、経済産業省のセーフティーネットを活用すべく、新規融資の申し込みを行い、長期借

入金50,000千円の調達を実施致しました。 
財務制限条項の抵触に関しては、取引金融機関より、当社説明の今後の見通しを前提として、当該条項を適用

しない旨の承諾を現時点の判断として得ております。 
しかしながら、これらの対応策は実施途上にあり、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認

められます。 
なお、四半期財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影

響を四半期財務諸表に反映しておりません。  

 該当事項はありません。 
  

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

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

資産の部  
流動資産  

現金及び預金 37,961 
受取手形及び売掛金 182,569 
原材料及び貯蔵品 2,217 
その他 35,714 
貸倒引当金 △2,316 
流動資産合計 256,147 

固定資産  
有形固定資産  

建物 1,495,955 
減価償却累計額 △359,947 
建物（純額） 1,136,008 

構築物 254,279 
減価償却累計額 △131,303 
構築物（純額） 122,976 

機械及び装置 2,451,964 
減価償却累計額 △1,227,830 
機械及び装置（純額） 1,224,134 

車両運搬具 41,417 
減価償却累計額 △36,741 
車両運搬具（純額） 4,675 

工具、器具及び備品 31,597 
減価償却累計額 △25,486 
工具、器具及び備品（純額） 6,110 

土地 313,995 
建設仮勘定 26,615 
有形固定資産合計 2,834,516 

無形固定資産  
その他 9,075 

無形固定資産合計 9,075 

投資その他の資産  
関係会社株式 235 
その他 70,510 
貸倒引当金 △7,278 
投資その他の資産合計 63,467 

固定資産合計 2,907,059 

資産合計 3,163,206 
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

負債の部  
流動負債  

支払手形及び買掛金 66,119 
1年内返済予定の長期借入金 407,932 
1年内償還予定の社債 117,500 
短期借入金 50,000 
未払金 140,596 
未払法人税等 1,236 
引当金 5,862 
その他 68,275 
流動負債合計 857,522 

固定負債  
社債 80,000 
長期借入金 1,292,302 
長期未払金 172,068 
その他 11,300 
固定負債合計 1,555,670 

負債合計 2,413,193 

純資産の部  
株主資本  

資本金 190,375 
資本剰余金 311,235 
利益剰余金 248,163 
株主資本合計 749,773 

新株予約権 240 
純資産合計 750,013 

負債純資産合計 3,163,206 
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 376,291 
売上原価 293,620 
売上総利益 82,670 

販売費及び一般管理費 61,659 

営業利益 21,011 

営業外収益  
受取利息 13 
金利スワップ評価益 522 
パークゴルフ入場料 1,344 
受取家賃 600 
その他 400 
営業外収益合計 2,882 

営業外費用  
支払利息 22,811 
支払手数料 2,447 
その他 1,747 
営業外費用合計 27,006 

経常損失（△） △3,112 

特別利益  
固定資産売却益 1,044 
特別利益合計 1,044 

特別損失  
貸倒引当金繰入額 380 
その他 510 
特別損失合計 890 

税引前四半期純損失（△） △2,958 

法人税、住民税及び事業税 283 
法人税等調整額 △3,133 
法人税等合計 △2,849 

四半期純損失（△） △108 
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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１四半期累計期間 
(自 平成21年７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  
税引前四半期純損失（△） △2,958 
減価償却費 69,928 
支払手数料 1,750 
貸倒引当金の増減額（△は減少） 712 
賞与引当金の増減額（△は減少） 5,862 
金利スワップ評価損益（△は益） △522 
受取利息及び受取配当金 △13 
支払利息 22,811 
有形固定資産売却損益（△は益） △1,044 
売上債権の増減額（△は増加） △16,184 
営業債権の増減額（△は増加） △438 
たな卸資産の増減額（△は増加） △69 
仕入債務の増減額（△は減少） △1,952 
未払金の増減額（△は減少） △3,094 
未払消費税等の増減額（△は減少） 7,552 
その他 △13,861 
小計 68,477 

利息及び配当金の受取額 29 
利息の支払額 △23,380 
法人税等の支払額 △1,158 
営業活動によるキャッシュ・フロー 43,967 

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 △7,270 
有形固定資産の売却による収入 1,322 
貸付金の回収による収入 40 
その他 61 
投資活動によるキャッシュ・フロー △5,847 

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） 20,000 
長期借入れによる収入 50,000 
長期借入金の返済による支出 △106,985 
社債の償還による支出 △77,500 
割賦債務の返済による支出 △34,611 
ファイナンス・リース債務の返済による支出 △2,836 

財務活動によるキャッシュ・フロー △151,932 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △113,811 

現金及び現金同等物の期首残高 151,772 
現金及び現金同等物の四半期末残高 37,961 
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（参考）１ 連結財務諸表 
      連結貸借対照表 
     （前連結会計年度末） 

（単位：千円）

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年６月30日) 

資産の部  
流動資産  

現金及び預金 151,772 
受取手形及び売掛金 166,385 
原材料及び貯蔵品 2,148 
繰延税金資産 1,892 
その他 38,169 
貸倒引当金 △1,983 
流動資産合計 358,384 

固定資産  
有形固定資産  

建物及び構築物 1,749,944 
減価償却累計額 △472,520 
建物及び構築物（純額） 1,277,423 

機械装置及び運搬具 2,501,927 
減価償却累計額 △1,225,092 

機械装置及び運搬具（純額） 1,276,835 

土地 313,515 
建設仮勘定 25,148 
その他 32,921 

減価償却累計額 △26,230 
その他（純額） 6,690 

有形固定資産合計 2,899,613 

無形固定資産 9,822 
投資その他の資産  

投資有価証券 235 
その他 73,585 
貸倒引当金 △6,897 
投資その他の資産合計 66,922 

固定資産合計 2,976,359 

資産合計 3,334,743 
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（単位：千円）

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年６月30日) 

負債の部  
流動負債  

支払手形及び買掛金 68,071 
1年内返済予定の長期借入金 415,440 
1年内償還予定の社債 155,000 
未払金 161,504 
短期借入金 30,000 
未払法人税等 2,614 
その他 74,686 
流動負債合計 907,317 

固定負債  
社債 120,000 
長期借入金 1,341,779 
長期未払金 201,288 
繰延税金負債 2,414 
その他 11,822 
固定負債合計 1,677,304 

負債合計 2,584,621 

純資産の部  
株主資本  

資本金 190,375 
資本剰余金 311,235 
利益剰余金 248,272 
株主資本合計 749,882 

新株予約権 240 
純資産合計 750,122 

負債純資産合計 3,334,743 
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    ２ 四半期連結財務諸表  
     （１）四半期連結損益計算書 
       （前第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 374,069 
売上原価 344,023 
売上総利益 30,045 

販売費及び一般管理費 76,758 

営業損失（△） △46,712 

営業外収益  
受取利息 143 
法人税等還付加算金 10 
金利スワップ評価益 574 
その他 1,398 
営業外収益合計 2,126 

営業外費用  
支払利息 21,635 
有価証券売却損 707 
支払手数料 2,378 
その他 2,162 
営業外費用合計 26,884 

経常損失（△） △71,469 

特別利益  
受取保険金 1,815 
特別利益合計 1,815 

特別損失  
固定資産除却損 474 
貸倒引当金繰入額 9,875 
特別損失合計 10,349 

税金等調整前四半期純損失（△） △80,004 

法人税、住民税及び事業税 427 
法人税等調整額 △5,490 
法人税等合計 △5,062 

四半期純損失（△） △74,941 
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     （２）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
       （前第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20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損失（△） △80,004 
減価償却費 81,091 
支払手数料 1,750 
貸倒引当金の増減額（△は減少） 10,109 
賞与引当金の増減額（△は減少） 12,407 
受取利息及び受取配当金 △143 
支払利息 21,635 
金利スワップ評価損益（△は益） △574 
固定資産除却損 474 
売上債権の増減額（△は増加） 8,985 
営業債権の増減額（△は増加） △19,751 
たな卸資産の増減額（△は増加） 747 
仕入債務の増減額（△は減少） △11,084 
未払金の増減額（△は減少） 3,498 
未払消費税等の増減額（△は減少） 19,834 
その他 △6,454 
小計 42,521 

利息及び配当金の受取額 146 
利息の支払額 △22,506 
法人税等の支払額 △2,191 
営業活動によるキャッシュ・フロー 17,968 

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 △20,722 
有形固定資産の売却による収入 52,500 
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 42,773 

財務活動によるキャッシュ・フロー  
長期借入れによる収入 222,000 
長期借入金の返済による支出 △106,951 
社債の償還による支出 △82,500 
割賦債務の返済による支出 △33,547 
ファイナンス・リース債務の返済による支出 △2,433 

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,431 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 57,311 

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 119,732 
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