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1.  平成22年6月期第2四半期の業績（平成21年7月1日～平成21年12月31日） 

（注）21年6月期第2四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2四半期は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2四半期 832 ― 77 ― 31 ― 19 ―
21年6月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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2四半期 180.63 172.24
21年6月期第2四半期 ― ―

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2四半期 3,139 769 24.5 7,028.87
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2四半期  769百万円 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 1,610 0.5 150 ― 50 ― 25 ― 228.31
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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2四半期 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2四半期  ―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2四半期 109,500株 21年6月期第2四半期 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財務諸表を作成しておりませ

ん。これにより当第２四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、前年同期比較に関する情報は参考として記載しております。 

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、政府の経済対策に加え輸出及び生産に改善の兆しが見られた結果、

一部では景気の回復傾向があったものの、全般的には企業収益の大幅な減少が続く中、厳しい雇用・所得環境に加

え、円高の進行により、景気の先行きは依然として不透明感が強い状況が継続しております。 

建設廃棄物を取り巻く事業環境は、公共工事の減少傾向が継続するとともに、国内住宅投資も新設住宅着工戸数が

大幅に落ち込むなど、依然として厳しい状況が続いております。 

一方、政府の各種環境対策及びコペンハーゲンで行われたＣＯＰ15（国連気候変動枠組条約第15回締結国会合）等

を契機とした地球温暖化問題に対する取り組みが強化されております。また、これらの社会的な意識の高まりを背景

として、国民生活の中にも環境活動が購入商品の選択肢となる等、バイオマスリサイクルの市場環境は今後の成長が

期待されます。 

これらの事業環境において、新規取引先及び取引先業種の拡大に努めた結果、当第２四半期累計期間の新規取引先

の取引社数は168社となり、当該取引先に対する売上高は64百万円を計上しております。当第２四半期累計期間にお

いてバイオマスの受入数量が月毎に増加する傾向が続いており、月次での黒字化が定着する等、業績の向上が明確に

なってまいりました。 

既存取引先からの受入数量は下落傾向が継続しておりましたが、月毎の搬入数量は概ね安定化しており、計画通り

推移しております新規取引先の搬入数量が上積みされる状況が10月以降継続しております。 

これらの結果、当第２四半期累計期間の業績は、売上高832百万円（前期同期比4.5％増）、営業利益は77百万円

（前年同期は18百万円の営業損失）、経常利益は31百万円（前年同期は67百万円の経常損失）、四半期純利益は19百

万円（前年同期は95百万円の当期純損失）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、建設不動産不況の影響等により、建設及び住宅着工戸数が大幅に減少する等、厳しい事

業環境でありますが、取引先業種並びに取引先社数の拡大に努めてまいりました。主要取引先の売上高構成比は50％

以下に減少しておりますが、年間の取引金額が50～100万円前後の取引先が大幅に増加しております。また、取引先

業種も建設業以外の構成比が高まり、月次の売上高並びに受入数量が安定化しており、各施設の稼働率も大幅に向上

した結果、月次では計画を上回る売上が継続しております。廃棄物の受入につきましては焼却、発電施設において、

受入平均単価は前年同期比で概ね同額でありますが、受入数量は13.7％の増加となりました。がれき類等のその他廃

棄物は、解体工事の減少等により受入数量は12.7％の減少となりました。これらの結果、当第２四半期累計期間の売

上高は597百万円（前年同期比6.9％増）、営業利益は145百万円（前年同期比70.1％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、社会的なバイオマスリサイクルに対する意識の高まりにより拡大傾向である市場環境に

おいて、乾燥及びリキッド飼料に向けた受入数量の増加に注力してまいりました。当社で製造したリキッド飼料によ

る養豚事業の開業準備を進めております。既存取引先の受入数量は若干計画を下回っておりますが、新たなリサイク

ルループの構築に向けた取り組みを強化する事により、新規取引先の拡大に努めてまいります。 

これらの結果、当第２四半期累計期間の売上高は136百万円（前年同期比1.0％減）、営業利益は39百万円（前年同

期比14.6％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 千円 597,539 ％ 71.8 ％ 106.9

 食品系リサイクル事業 千円 136,953 ％ 16.5 ％ 99.0

 その他事業 千円 97,704 ％ 11.7 ％ 98.1

合計 千円 832,197 ％ 100.0 ％ 104.5
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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も順調に推移しており、既存取引先から単価の高い工事受注もあり、第１

四半期累計期間の未達分を回復しております。白蟻工事につきましては既存工事の受注件数が計画通り推移しており

ます。これらの結果、当第２四半期累計期間の売上高は97百万円（前年同期比1.9％減）、営業利益は14百万円（前

年同期比203.4％増）となりました。 

  

(１) 資産、負債及び純資産の状況 

当第２四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195百万円減少し、3,139百万円となりまし

た。主な増減要因として、流動資産については有利子負債の返済により現預金が106百万円減少し、売上高の増加

により売掛金が41百万円増加しております。固定資産については減価償却等により135百万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、215百万円の減少となりました。純資産については四半期

純利益の計上により19百万円増加し、769百万円となりました。 

  

(２) キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、21百万円となりました。当第２四半期累計期間にお

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145百万円となりました。これは主に減価償却費140百万円の収入と税引前四半

期純利益15百万円の計上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43百万円となりました。これは主に定期預金の預入による23百万円の支出と有

形固定資産の取得による21百万円の支出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232百万円となりました。これは主に長期借入れによる50百万円の収入と長期借

入金、割賦未払金等の返済による302百万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解消し、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、経常損失133百万円及び当期純損失148百万円を計上しておりましたが、当第２四半期累計期間におい

ては、経営計画の達成に向けた取り組みにより業績が大幅に改善した結果、四半期経常利益及び四半期純利益を

計上しております。しかしながら、営業キャッシュ・フローと比して高水準な状況でありました金融機関への返

済につきましては取引金融機関と協議の結果、平成21年12月以降の銀行返済を利息の支払いのみを行うことで、

元金返済を猶予して頂いております。今後の返済につきましては、現状の営業キャッシュ・フローを返済原資と

した返済額並びに返済期間の変更に関する契約締結に向けて、引き続き支援を要請しております。 

当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況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。具体的な施策

といたしましては、①新規取引先及び取引業種の拡大、②食品系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であり、抜本的な売上高の増加に向けた営業体制の強化等によ

る新規取引先及び取引先業種の拡大に努めた結果、当第２四半期累計期間の新規取引先の取引社数は168社とな

り、当該取引先に対する売上高は64百万円を計上しております。食品系リサイクル事業は、リキッド飼料の安定

化による生産拡大への取り組みを強化し、飼料化に向けた受入数量の増加とともに営業利益の更なる拡大に努め

てまいります。また、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、取引先社数の増加を進め

ることにより、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てまいります。 

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

善により、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しております。 

  

２．財政状態に関する定性的情報
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業績予想につきましては、抜本的な売上高の増加に向けた営業体制の強化等により、第２四半期会計期間より新規

取引先の売上高が計画を上回って推移しておりますが、今後も安定的な廃棄物の確保を図るとともに収益の改善を強

化してまいります。食品系リサイクル事業につきましては、リキッド飼料の安定化による生産拡大への取り組みを強

化し、飼料化に向けた受入数量の増加とともに営業利益の更なる拡大に努めてまいります。建設系リサイクル事業

は、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、取引業種の拡大及び取引先社数の増加を進めるこ

とにより、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てまいります。 

平成22年６月期通期の業績見通しにつきましては、平成22年１月27日に業績修正を行い、売上高1,610百万円（前

年同期比4.6％増）、営業利益150百万円（前年同期38百万円の営業損失）、経常利益50百万円（前年同期133百万円

の経常損失）、当期純利益25百万円（前年同期148百万円の当期純損失）を見込んでおります。 

  

  

固定資産の減価償却費の算定方法 

減価償却費の方法として定率法を採用している資産については、事業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。  

  

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12月31日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 45,025

受取手形及び売掛金 207,419

原材料及び貯蔵品 6,166

その他 45,397

貸倒引当金 △5,041

流動資産合計 298,967

固定資産  

有形固定資産  

建物 1,498,775

減価償却累計額 △375,201

建物（純額） 1,123,574

構築物 254,279

減価償却累計額 △134,952

構築物（純額） 119,327

機械及び装置 2,449,887

減価償却累計額 △1,267,207

機械及び装置（純額） 1,182,679

車両運搬具 41,417

減価償却累計額 △37,301

車両運搬具（純額） 4,115

工具、器具及び備品 32,257

減価償却累計額 △26,158

工具、器具及び備品（純額） 6,098

土地 317,700

建設仮勘定 28,508

有形固定資産合計 2,782,004

無形固定資産  

その他 8,353

無形固定資産合計 8,353

投資その他の資産  

関係会社株式 235

その他 51,620

貸倒引当金 △1,847

投資その他の資産合計 50,007

固定資産合計 2,840,366

資産合計 3,139,334
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

負債の部  

流動負債  

支払手形及び買掛金 104,904

1年内返済予定の長期借入金 411,947

1年内償還予定の社債 117,500

短期借入金 50,000

未払金 150,372

未払法人税等 2,470

その他 58,756

流動負債合計 895,950

固定負債  

社債 80,000

長期借入金 1,233,049

長期未払金 142,786

その他 17,646

固定負債合計 1,473,481

負債合計 2,369,432

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 268,051

株主資本合計 769,661

新株予約権 240

純資産合計 769,901

負債純資産合計 3,139,334
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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７月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 832,197

売上原価 622,520

売上総利益 209,676

販売費及び一般管理費 132,403

営業利益 77,273

営業外収益  

受取利息 18

金利スワップ評価益 522

パークゴルフ入場料 3,087

受取家賃 1,800

その他 596

営業外収益合計 6,024

営業外費用  

支払利息 43,907

支払手数料 4,788

その他 3,308

営業外費用合計 52,004

経常利益 31,293

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  

固定資産除却損 641

事業構造改善費用 10,000

貸倒引当金繰入額 29

貸倒損失 5,614

その他 510

特別損失合計 16,795

税引前四半期純利益 15,542

法人税、住民税及び事業税 1,579

法人税等調整額 △5,816

法人税等合計 △4,236

四半期純利益 19,779
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（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 455,905

売上原価 328,899

売上総利益 127,005

販売費及び一般管理費 70,744

営業利益 56,261

営業外収益  

受取利息 4

パークゴルフ入場料 1,742

受取家賃 1,200

その他 195

営業外収益合計 3,142

営業外費用  

支払利息 21,096

支払手数料 2,340

その他 1,560

営業外費用合計 24,998

経常利益 34,405

特別利益  

貸倒引当金戻入額 350

特別利益合計 350

特別損失  

固定資産除却損 641

事業構造改善費用 10,000

貸倒損失 5,614

特別損失合計 16,255

税引前四半期純利益 18,500

法人税、住民税及び事業税 1,296

法人税等調整額 △2,683

法人税等合計 △1,387

四半期純利益 19,888
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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７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  

税引前四半期純利益 15,542

減価償却費 140,491

支払手数料 3,500

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,993

金利スワップ評価損益（△は益） △522

受取利息及び受取配当金 △18

支払利息 43,907

有形固定資産売却損益（△は益） △1,044

固定資産除却損 641

貸倒損失 5,614

売上債権の増減額（△は増加） △29,804

営業債権の増減額（△は増加） △6,053

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,017

仕入債務の増減額（△は減少） 36,832

未払金の増減額（△は減少） 4,787

未払消費税等の増減額（△は減少） △15,732

その他 △1,928

小計 190,201

利息及び配当金の受取額 29

利息の支払額 △42,120

法人税等の支払額 △2,132

営業活動によるキャッシュ・フロー 145,979

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 △23,437

有形固定資産の取得による支出 △21,351

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 120

その他 61

投資活動によるキャッシュ・フロー △43,285

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 △162,223

社債の償還による支出 △77,500

割賦債務の返済による支出 △57,675

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △5,480

財務活動によるキャッシュ・フロー △232,878

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △130,184

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 21,587
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 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）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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 796,612

売上原価 669,917

売上総利益 126,694

販売費及び一般管理費 145,363

営業損失（△） △18,668

営業外収益  

受取利息 146

法人税等還付加算金 27

助成金収入 1,605

金利スワップ評価益 107

その他 2,450

営業外収益合計 4,337

営業外費用  

支払利息 43,363

有価証券売却損 707

支払手数料 4,766

その他 4,422

営業外費用合計 53,260

経常損失（△） △67,591

特別利益  

固定資産売却益 10,675

受取保険金 1,815

特別利益合計 12,490

特別損失  

固定資産売却損 20,491

固定資産除却損 615

貸倒引当金繰入額 10,635

特別損失合計 31,741

税金等調整前四半期純損失（△） △86,842

法人税、住民税及び事業税 856

法人税等調整額 8,341

法人税等合計 9,198

四半期純損失（△） △96,040
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       （前第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 422,542

売上原価 325,893

売上総利益 96,649

販売費及び一般管理費 68,605

営業利益 28,043

営業外収益  

受取利息 3

法人税等還付加算金 16

助成金収入 1,605

その他 1,051

営業外収益合計 2,676

営業外費用  

支払利息 21,728

支払手数料 2,387

その他 2,726

営業外費用合計 26,842

経常利益 3,878

特別利益  

固定資産売却益 10,675

特別利益合計 10,675

特別損失  

固定資産売却損 20,491

固定資産除却損 141

貸倒引当金繰入額 759

特別損失合計 21,391

税金等調整前四半期純損失（△） △6,837

法人税、住民税及び事業税 428

法人税等調整額 13,832

法人税等合計 14,260

四半期純損失（△） △21,098
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     （２）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
       （前第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20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損失（△） △86,842

減価償却費 162,742

支払手数料 3,500

貸倒引当金の増減額（△は減少） 15,311

受取利息及び受取配当金 △146

支払利息 43,363

金利スワップ評価損益（△は益） △107

有形固定資産売却損益（△は益） 9,815

固定資産除却損 615

売上債権の増減額（△は増加） △51,568

営業債権の増減額（△は増加） △21,040

たな卸資産の増減額（△は増加） △699

仕入債務の増減額（△は減少） △15,079

未払金の増減額（△は減少） 1,323

未払消費税等の増減額（△は減少） 31,457

その他 2,493

小計 95,138

利息及び配当金の受取額 149

利息の支払額 △42,388

法人税等の支払額 △2,198

営業活動によるキャッシュ・フロー 50,701

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 △35,045

有形固定資産の売却による収入 41,428

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 17,378

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 302,000

長期借入金の返済による支出 △220,764

社債の償還による支出 △82,500

割賦債務の返済による支出 △55,680

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △4,967

財務活動によるキャッシュ・フロー △61,911

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6,168

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 68,589
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