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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3月期第3四半期 11,179 3.1 906 50.6 600 105.0 190 97.0
21年3月期第3四半期 10,843 ― 602 ― 293 ― 96 ―

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3四半期 36.71 36.21
21年3月期第3四半期 18.76 17.74

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3四半期 28,811 10,225 34.4 1,909.42
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3四半期  9,917百万円 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3四半期 5,194,400株 21年3月期  5,180,800株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  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3四半期 5,186,400株 21年3月期第3四半期 5,152,480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３四半期連結累計期間における事業環境につきましては、東京都区内で再開発が一部着工するな

ど、やや明るい兆しが出ているものの、依然として景気低迷の影響を受け国内の不動産市況や建築着工
が低迷し、建設系産業廃棄物業界は引き続き厳しい環境にあります。また、グループの株式会社北陸環
境サービス、株式会社池田商店で受け入れている建設系以外の産業廃棄物につきましても、景気低迷の
影響を受け廃棄物の排出量が減少しております。 
このような状況下において、当社グループは、マーケットシェアの拡大を狙い、顧客の多様なニーズ

にあわせた積極的な営業展開を行ないました。この結果、売上高は11,179百万円（前年同期比336百万円
の増加、前年同期比3.1％増)と、前年同期を上回りました。加えて、徹底したコスト削減の結果、営業
利益は906百万円（前年同期比304百万円の増加、前年同期比50.6％増）、経常利益は600百万円（前年同
期比307百万円の増加、前年同期比105.0％増）、四半期純利益は190百万円（前年同期比93百万円の増加、
前年同期比97.0％増）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３四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。 

 一昨年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、一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、収益が改善しました。 

 反面、一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。しかしながら、当第３四半期連結会計期間は市況の好転により前年同期比
プラスに転じました。 

 
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、徹底したコスト削減
を行ない、前年同期を上回る収益を確保することができました。 

 前年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、引き続き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ているものの、
積極的に新規顧客の取り込み（営業エリアの広域化）を行なった結果、売上は回復傾向にあり、ま
た、収益的には堅調に推移しました。 

 法規制強化にあわせ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３四半期連結会計期間末における総資産は28,811百万円（前連結会計年度末比2.9％減）となり、

前連結会計年度末に比べ854百万円減少いたしました。流動資産は7,725百万円となり、前連結会計年度
末に比べ671百万円減少いたしました。これは、現金及び預金が615百万円減少したことなどによります。
固定資産は20,804百万円となり、前連結会計年度末に比べ193百万円減少いたしました。これは、最終処
分場が194百万円減少したことなどによります。 
 

（負債） 
当第３四半期連結会計期間末における負債合計は18,586百万円（前連結会計年度末比5.1％減）となり、

前連結会計年度末に比べ1,005百万円減少いたしました。流動負債は6,221百万円となり、前連結会計年
度末に比べ1,760百万円減少いたしました。これは、短期借入金が530百万円、１年内償還予定の社債が
1,240百万円減少したことなどによります。固定負債は12,365百万円となり、前連結会計年度末に比べ
754百万円増加いたしました。これは、社債が710百万円増加したことなどによります。 
 

（純資産） 
当第３四半期連結会計期間末における純資産は10,225百万円（前連結会計年度末比1.5％増）となり、

前連結会計年度末に比べ151百万円増加いたしました。これは、利益剰余金が125百万円増加したことな
どによります。 
 

（キャッシュ・フローの状況） 
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当第３四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1,567百万円
増加、投資活動により751百万円減少し、財務活動により1,331百万円減少しました。この結果、現金及
び現金同等物は、3,533百万円（前年同期比762百万円の増加)となり、期首と比較して516百万円減少し
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 
利息の支払額265百万円、法人税等の支払額101百万円等の支出がありましたが、減価償却費1,069百

万円、税金等調整前四半期純利益605百万円、売上債権の減少額168百万円等の収入により、営業活動
によるキャッシュ・フローは、1,567百万円の増加（前年同期比765百万円の増加)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106百万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785

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、751百万円の減少（前年同期比874百
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2,967百万円、長期借入れによる収入2,196百万円、社債の発行による収入732

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3,497百万円、社債の償還による支出
1,280百万円、長期借入金の返済による支出2,288百万円等の支出より、財務活動によるキャッシュ・
フローは、1,331百万円の減少（前年同期比1,277百万円の減少）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。 
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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12月31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 4,076 4,692

受取手形及び売掛金 2,748 2,917

商品及び製品 1 0

仕掛品 15 18

原材料及び貯蔵品 223 227

繰延税金資産 72 155

未収入金 117 209

その他 488 201

貸倒引当金 △18 △25

流動資産合計 7,725 8,397

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,878 6,009

機械装置及び運搬具（純額） 2,944 3,056

最終処分場（純額） 2,170 2,364

土地 6,884 6,643

その他（純額） 642 478

有形固定資産合計 18,519 18,551

無形固定資産   

のれん 1,266 1,413

その他 103 95

無形固定資産合計 1,370 1,509

投資その他の資産   

投資有価証券 65 66

繰延税金資産 207 221

その他 686 695

貸倒引当金 △45 △45

投資その他の資産合計 914 936

固定資産合計 20,804 20,997

繰延資産 281 271

資産合計 28,811 29,666
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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12月31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 406 484

短期借入金 1,282 1,812

1年内返済予定の長期借入金 3,104 3,181

1年内償還予定の社債 60 1,300

未払法人税等 168 38

その他 1,200 1,164

流動負債合計 6,221 7,981

固定負債   

社債 1,000 290

長期借入金 9,763 9,774

繰延税金負債 391 410

退職給付引当金 193 209

処分場閉鎖引当金 268 255

その他 748 670

固定負債合計 12,365 11,610

負債合計 18,586 19,592

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,282 3,278

資本剰余金 3,445 3,442

利益剰余金 3,193 3,067

自己株式 △0 △0

株主資本合計 9,919 9,787

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1 △0

評価・換算差額等合計 △1 △0

少数株主持分 307 287

純資産合計 10,225 10,073

負債純資産合計 28,811 29,666
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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）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 10,843 11,179

売上原価 8,352 8,225

売上総利益 2,491 2,954

販売費及び一般管理費 1,889 2,048

営業利益 602 906

営業外収益   

受取利息 5 3

受取保険金 － 22

債務取崩益 8 3

その他 17 17

営業外収益合計 31 46

営業外費用   

支払利息 280 278

持分法による投資損失 0 1

その他 59 73

営業外費用合計 340 352

経常利益 293 600

特別利益   

固定資産売却益 55 10

貸倒引当金戻入額 39 5

保険解約返戻金 43 －

特別利益合計 138 16

特別損失   

固定資産売却損 － 5

固定資産除却損 72 4

リース解約損 28 －

その他 16 2

特別損失合計 117 11

税金等調整前四半期純利益 314 605

法人税、住民税及び事業税 100 313

法人税等調整額 108 77

法人税等合計 208 390

少数株主利益 9 24

四半期純利益 96 190
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 3,883 3,988

売上原価 2,949 2,917

売上総利益 933 1,071

販売費及び一般管理費 640 679

営業利益 292 391

営業外収益   

受取利息 0 0

受取保険金 － 3

債務取崩益 1 1

その他 7 3

営業外収益合計 9 8

営業外費用   

支払利息 85 90

持分法による投資損失 0 0

その他 17 35

営業外費用合計 103 126

経常利益 198 273

特別利益   

固定資産売却益 24 8

貸倒引当金戻入額 － 2

特別利益合計 24 10

特別損失   

固定資産除却損 3 0

投資有価証券売却損 － 2

リース解約損 9 －

その他 1 0

特別損失合計 14 2

税金等調整前四半期純利益 208 281

法人税、住民税及び事業税 39 116

法人税等調整額 69 44

法人税等合計 109 161

少数株主利益 0 10

四半期純利益 98 110
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 314 605

減価償却費 834 1,069

のれん償却額 72 146

貸倒引当金の増減額（△は減少） △43 △8

処分場閉鎖引当金の増減額（△は減少） 1 12

退職給付引当金の増減額（△は減少） 24 △15

受取利息及び受取配当金 △6 △3

支払利息 280 278

支払手数料 － 4

社債発行費 － 17

デリバティブ評価損益（△は益） △2 －

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 1 2

固定資産売却損益（△は益） △55 △5

固定資産除却損 72 4

売上債権の増減額（△は増加） 446 168

たな卸資産の増減額（△は増加） △20 6

仕入債務の増減額（△は減少） △10 △77

繰延資産の増減額（△は増加） △17 △10

未払金の増減額（△は減少） △109 △59

未払消費税等の増減額（△は減少） △294 134

その他 272 △338

小計 1,761 1,931

利息及び配当金の受取額 6 3

利息の支払額 △249 △265

法人税等の支払額 △716 △101

営業活動によるキャッシュ・フロー 801 1,567

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

短期貸付金の回収による収入 － 0

長期貸付金の回収による収入 2 0

定期預金の預入による支出 △68 △6

定期預金の払戻による収入 267 106

投資有価証券の取得による支出 △2 △3

投資有価証券の売却による収入 － 0

有形固定資産の取得による支出 △1,064 △785

有形固定資産の売却による収入 401 21

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△1,125 －

その他 △16 △38

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,626 △751
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 395 2,967

短期借入金の返済による支出 △196 △3,497

長期借入れによる収入 4,090 2,196

長期借入金の返済による支出 △4,085 △2,288

長期未払金の返済による支出 △78 △59

社債の発行による収入 － 732

社債の償還による支出 △150 △1,280

株式の発行による収入 40 6

少数株主からの払込みによる収入 50 －

配当金の支払額 △102 △64

少数株主への配当金の支払額 △5 △3

その他 △12 △40

財務活動によるキャッシュ・フロー △54 △1,331

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △878 △516

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 2,770 3,533
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

  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 

  該当事項はありません。 
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