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1.  平成22年2月期第3四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年11月30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 ％

22年2月期第3四半期 21,794 ― 3,692 ― 3,778 ― 1,887 ―

21年2月期第3四半期 30,348 16.6 6,890 10.6 6,991 12.3 3,678 12.8

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3四半期 41.91 ―

21年2月期第3四半期 81.66 ―

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3四半期 49,822 43,249 82.4 912.09
21年2月期 51,158 42,816 78.1 887.52

（参考） 自己資本   22年2月期第3四半期  41,083百万円 21年2月期  39,978百万円

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 ― 8.50 ― 10.50 19.00
22年2月期 ― 9.50 ―

22年2月期 
（予想）

9.50 19.00

3.  平成22年2月期の連結業績予想（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）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 28,800 △22.6 4,600 △38.9 4,800 △37.4 2,500 △37.8 55.50
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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  無  

(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） 

（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。 

(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．上記の業績予想につきましては、平成21年４月14日に公表しました業績予想を修正しております。詳細につきましては、平成21年９月28日に公表しまし
た「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
２．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。なお、「財務諸表の用語、様
式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号のただし書きにより、改正後
の四半期連結財務諸表規則を早期に適用しております。 
３．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大きく
異なる結果となる可能性があります。 

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） 22年2月期第3四半期 45,124,954株 21年2月期  45,124,954株

② 期末自己株式数 22年2月期第3四半期  81,636株 21年2月期  80,585株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年2月期第3四半期 45,043,777株 21年2月期第3四半期 45,046,919株
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 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、国内鉱工業生産の回復傾向が続くなど、引続き景気持ち直

しの動きが見られましたが、厳しい雇用情勢や急激な円高等により景気の先行き不透明感は高まり、本格的な景

気回復までは至らない状況で終わりました。 

 当社グループの主力事業である産業廃棄物中間処理・リサイクル事業におきましては、国内製造業の生産状況

が回復するのに伴い、当第３四半期連結会計期間においても徐々に処理受託量が回復してまいりました。しかし

ながら、顧客であります国内メーカーの先行きに対する見通しは総じて慎重であり、工場メンテナンス等の実施

状況の回復は極めて緩やかな状況で推移してまいりました。また地域別に見ると、自動車産業の影響が強い中部

地区は関東・関西地区に比べ当社の業績回復が遅れておりましたが、自動車生産の回復を背景に当社の業績も回

復ベースに乗ってまいりました。これにより、工場集積度の低い北陸地区を除いた全地域において業績の回復傾

向が確認されました。 

 また、当社グループ企業である土壌汚染の調査・分析・処理事業を行う株式会社ダイセキ環境ソリューション

におきましては、国内の不動産、建設、製造業の設備投資の回復が見られず、引続き厳しい外部環境が続きまし

た。しかしながら当第３四半期連結会計期間の業績は、大型土壌処理案件の完了等により売上、利益ともに計画

並びに昨年実績を上回りました。また、引き合い案件も第２四半期会計期間と比べ徐々にではありますが増加傾

向にあり、業績の底は第２四半期会計期間であったものと確認されつつあります。 

 一方、鉛リサイクル事業を行う株式会社ダイセキＭＣＲにおきましては、鉛の国際価格上昇に伴い、売上・利

益ともに計画を上回って推移し、また、利益に関しては昨年実績を上回りました。しかしながら、稼働率は既に

１００％近いものがあり、生産量の増加は図れず、鉛の市場価格に業績が大きく左右される状況が続いておりま

す。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高21,794百万円、経常利益3,778百万円、四半期純利益

1,887百万円となりました。 

  

  

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ1,335百万円減少し49,822百万円となりまし

た。これは資産の部におきましては、主に投資有価証券が2,248百万円増加し、現金及び預金が2,445百万円、た

な卸資産が589百万円減少したこと等によります。負債の部におきましては、主に未払法人税等が1,266百万円減

少しております。 

 純資産は43,249百万円と前連結会計年度末に比べ432百万円増加いたしました。これは主に利益獲得及び配当金

の支払等により利益剰余金が986百万円増加し、少数株主持分が673百万円減少したことによるものであります。

 （キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動による資金の

獲得2,919百万円、投資活動による資金の支出4,100百万円、財務活動による資金の支出1,267百万円により、前連

結会計年度末に比べ2,449百万円減少し、当第３四半期連結会計期間末には15,978百万円となりました。 

 当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・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） 

 当第３四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、主に法人税等の支払額2,823百万円

があったものの、税金等調整前四半期純利益3,587百万円、減価償却費1,517百万円、たな卸資産の減少額589百万

円等により、総額では2,919百万円の収入となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、主に投資有価証券の取得による支

出2,058百万円、有形固定資産の取得による支出1,261百万円、子会社株式の取得による支出726百万円等により、

総額では4,100百万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３四半期連結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

円があったものの、配当金の支払額863百万円、長期借入金の返済による支出311百万円等により、総額では1,267

百万円の支出となりました。 

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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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 平成21年９月28日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

 該当事項はありません。 

    

 該当事項はありません。 

  

①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。 

②通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として原価法によっておりましたが、第１四半期

連結会計期間より「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日公表分）が適

用されたことに伴い、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。また、本会計基準を期首たな卸資産の評価から適用したとみなし、期首残高に含まれる変更差額

を「たな卸資産評価損」として特別損失に178百万円計上しております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は、それぞ

れ122百万円増加し、税金等調整前四半期純利益は55百万円減少しております。  

  

（追加情報） 

 第１四半期連結会計期間より、平成20年度の法人税法改正による法定耐用年数の変更を契機として、経済的使

用可能予測期間を見直した結果、構築物及び機械装置について耐用年数を変更しております。 

 これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ

171百万円減少しております。 

３．連結業績予想に関する定性的情報

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
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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３四半期連結会計期間末
(平成21年11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２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 15,994 18,440

受取手形及び売掛金 5,612 5,743

たな卸資産 1,090 1,680

繰延税金資産 236 222

その他 367 511

貸倒引当金 △13 △13

流動資産合計 23,288 26,584

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,710 4,804

機械装置及び運搬具（純額） 2,715 3,170

土地 9,306 8,905

建設仮勘定 62 406

その他（純額） 139 165

有形固定資産合計 16,933 17,451

無形固定資産   

のれん 1,377 1,097

その他 293 298

無形固定資産合計 1,671 1,395

投資その他の資産   

投資有価証券 4,834 2,585

繰延税金資産 560 585

その他 2,564 2,587

貸倒引当金 △29 △31

投資その他の資産合計 7,929 5,726

固定資産合計 26,534 24,573

資産合計 49,822 51,158
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年11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２月28日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,860 1,870

短期借入金 898 1,223

未払法人税等 310 1,577

賞与引当金 32 210

その他 2,033 2,010

流動負債合計 5,135 6,893

固定負債   

長期借入金 565 602

退職給付引当金 654 612

役員退職慰労引当金 211 228

その他 5 5

固定負債合計 1,437 1,448

負債合計 6,573 8,341

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,382 6,382

資本剰余金 7,051 7,051

利益剰余金 27,613 26,626

自己株式 △124 △122

株主資本合計 40,922 39,937

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 161 40

評価・換算差額等合計 161 40

少数株主持分 2,165 2,838

純資産合計 43,249 42,816

負債純資産合計 49,822 51,158
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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：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 21,794

売上原価 15,107

売上総利益 6,686

販売費及び一般管理費 2,994

営業利益 3,692

営業外収益  

受取利息 93

受取配当金 6

その他 32

営業外収益合計 132

営業外費用  

支払利息 11

固定資産賃貸費用 34

その他 0

営業外費用合計 45

経常利益 3,778

特別利益  

固定資産売却益 1

特別利益合計 1

特別損失  

固定資産売却損 0

固定資産除却損 1

投資有価証券評価損 12

たな卸資産評価損 178

特別損失合計 192

税金等調整前四半期純利益 3,587

法人税、住民税及び事業税 1,758

法人税等調整額 △219

法人税等合計 1,538

少数株主利益 160

四半期純利益 1,887
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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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11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 3,587

減価償却費 1,517

のれん償却額 146

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2

賞与引当金の増減額（△は減少） △178

退職給付引当金の増減額（△は減少） 103

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △17

受取利息及び受取配当金 △99

支払利息 11

固定資産売却損益（△は益） △1

固定資産除却損 1

投資有価証券評価損益（△は益） 12

売上債権の増減額（△は増加） △120

たな卸資産の増減額（△は増加） 589

仕入債務の増減額（△は減少） △74

未払金の増減額（△は減少） 425

未払消費税等の増減額（△は減少） △171

その他 △60

小計 5,668

利息及び配当金の受取額 85

利息の支払額 △11

法人税等の支払額 △2,823

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,919

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △28

定期預金の払戻による収入 25

投資有価証券の取得による支出 △2,058

保険積立金の積立による支出 △63

保険積立金の解約による収入 5

有形固定資産の取得による支出 △1,261

有形固定資産の売却による収入 11

無形固定資産の取得による支出 △4

子会社株式の取得による支出 △726

その他 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,100

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） △250

長期借入れによる収入 200

長期借入金の返済による支出 △311

配当金の支払額 △863

少数株主への配当金の支払額 △41

自己株式の処分による収入 0

自己株式の取得による支出 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,267

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,449

現金及び現金同等物の期首残高 18,427

現金及び現金同等物の四半期末残高 15,978
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 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。 

  

 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等 

  （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20年３月１日～11月30日） 

  

  

  該当事項はありません。  

  

科目 

前年同四半期
（平成21年２月期 
第３四半期） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高  30,348

Ⅱ 売上原価  20,276

売上総利益  10,072

Ⅲ 販売費及び一般管理費  3,182

営業利益  6,890

Ⅳ 営業外収益  127

Ⅴ 営業外費用  25

経常利益  6,991

Ⅵ 特別利益  18

Ⅶ 特別損失  74

税金等調整前四半期純利益  6,936

税金費用  2,896

少数株主利益  360

四半期純利益  3,678

６．その他の情報
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