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（百万円未満切捨て） 

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 
(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 ％

23年３月期第１四半期 3,539 4.0 91 △30.7 △23 － △42 －
22年３月期第１四半期 3,403 2.1 131 20.2 26 － △40 －
 

 
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

23年３月期第１四半期 △7.64 －
22年３月期第１四半期 △7.81 －
 
(2) 連結財政状態 

 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

23年３月期第１四半期 29,887 12,069 39.3 1,813.26
22年３月期 29,321 10,458 34.6 1,952.89
（参考）自己資本  23年３月期第１四半期 11,760百万円 22年３月期 10,146百万円 

 
２．配当の状況 

年間配当金 
 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 

22年３月期 － 5.00 － 8.00 13.00 
23年３月期 －  
23年３月期(予想)  5.00 8.00 13.00 

（注）当四半期における配当予想の修正有無 ：有・無 

 
３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率） 

 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) 

7,400 2.9 620 20.3 442 35.2 174 116.5 33.49

通     期 15,500 2.7 1,595 10.1 1,200 13.5 530 27.6 102.01
（注）当四半期における業績予想の修正有無 ：有・無 



４．その他 （詳細は、【添付資料】P.２「その他の情報」をご覧ください。） 
 
(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ：有・無 

 新規  －社  （社名      ） 、除外  －社  （社名      ） 
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  
(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：有・無 

（注）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の有無となります。 

  
(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有・無 
② ①以外の変更 ：有・無 
（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  
(4) 発行済株式数（普通株式）  

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 6,486,000株 22年３月期 5,195,600株
② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 291株 22年３月期 200株
③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年３月期１Ｑ 5,518,177株 22年３月期１Ｑ 5,181,000株

 
 
（※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示） 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期
決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続を実施中です。 
 
（※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項） 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理
的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性
があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四
半期決算短信(添付資料)２ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 



○添付資料の目次 

 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報..............................................１ 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報..................................................１ 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報..................................................１ 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報..................................................２ 

２．その他の情報........................................................................２ 

(1) 重要な子会社の異動の概要........................................................２ 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要..........................................２ 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要....................................３ 

３．四半期連結財務諸表..................................................................４ 

(1) 四半期連結貸借対照表............................................................４ 

(2) 四半期連結損益計算書............................................................６ 

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書..............................................７ 

(4) 継続企業の前提に関する注記......................................................９ 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記....................................９ 

 

 

 

 



 

― ― 1

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間につきましては、依然として建築着工が本格的な回復に至らず、建設系産業

廃棄物処理業界にとって引き続き厳しい事業環境にありました。また、事業系産業廃棄物処理業界にとり

ましては、行政の景気刺激策等により個人消費に回復の兆しが見られるものの、急激な円高の進行による

先行き不安もあり、本格回復までには至りませんでした。 

このような状況下、当社グループは、前期に引き続き顧客の多様なニーズにあわせた積極的な営業展開

を行い、前年同期を上回る受入量を確保することができました。一方、株式市況等の悪化を受け年金資産

運用が軟調であったため退職給付費用が計画を大きく上回ったことや、第三者割当による新株式発行に伴

う費用、両者あわせ、当初想定していなかった72百万円を費用として計上いたしました。 

この結果、第１四半期連結累計期間における売上高は3,539百万円（前年同四半期比4.0％増）、営業利

益は91百万円（前年同四半期比30.7％減）、経常損失は23百万円（前年同四半期比50百万円の減少は26百

万円の利益）、四半期純損失は42百万円（前年同四半期比1百万円の減少は40百万円の損失）となりまし

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。 

・ 株式会社タケエイ、株式会社リサイクル・ピア：顧客の多様なニーズにあわせた積極的な営業展開を行

い、前年同期を上回る受入量を確保したものの、反面、競争激化による受注単価の下落傾向は続いてお

り、加えて受入廃棄物の組成悪化（含水率が高く処理が困難な廃棄物等の受入増加）により処理コストが

増加いたしました。一方、再資源化品の売却額（有価物控除額）は、鉄スクラップ等の市況好転により、

当初想定以上に増加いたしました。 

・ 株式会社北陸環境サービス：製造業の業績回復と積極的な営業拡大策が功を奏し、大幅な増収増益とな

りました。 

・ 株式会社ギプロ：法規制強化にあわせた適正処理意識の高まりにより、搬入される廃石膏ボードは引き

続き大幅に増加し、当初想定を上回る増収増益となりました。 

・ 株式会社池田商店：収益率の低いがれき等の受入量は大幅に増加しているものの、収益率の高い製造業

から排出される鉱さいの受入は、本格受入の遅れ（８月より開始見込）により低迷いたしました。 

・ 環境保全株式会社：当社グループの営業力を活用することで、首都圏の建設現場や廃棄物関連会社から

の分析依頼が引き続き増加いたしました。また、従来外注していた品目も機器導入等により内製化が進ん

だことで利益率が向上し、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１四半期連結会計期間末における総資産は29,887百万円（前連結会計年度比1.9％増）となり前連結

会計年度末に比べ565百万円増加いたしました。流動資産は、9,036百万円となり、547百万円増加いたしま

した。これは受取手形及び売掛金が360百万円減少しましたが、現金及び預金が863百万円増加したことな

どによります。固定資産は、20,569百万円となり、15百万円増加いたしました。これは無形固定資産のの

れんが48百万円減少しましたが、有形固定資産の最終処分場が49百万円、機械装置及び運搬具が7百万円増

加したことなどによります。 

 

（負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における負債合計は、17,817百万円（前連結会計年度比5.5％減）となり前

連結会計年度末に比べ1,045百万円減少いたしました。流動負債は5,484百万円となり、544百万円減少いた

しました。これは未払法人税等が369百万円、短期借入金が160百万円減少したことなどによります。固定

負債は12,333百万円となり、500百万円減少いたしました。これは資産除去債務が350百万円増加しました

が、長期借入金が578百万円、処分場閉鎖引当金が268百万円減少したことなどによります。 

 

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産は12,069百万円（前連結会計年度比15.4％増）となり、前

連結会計年度末に比べ1,610百万円増加いたしました。資本金が850百万円、資本剰余金が850百万円増加し

たことなどによります。 
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（自己資本比率） 

当第１四半期連結会計期間末における自己資本比率は39.3％（前連結会計年度比4.7ポイント増）となり

ました。 

 

（１株当たり純資産額） 

当第１四半期連結会計期間末における１株当たり純資産額は1,813円26銭（前連結会計年度比139円63銭

の減少）となりました。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期連結会計期間末におけるキャッシュ・フローは、現金及び現金同等物が、5,112百万円（前

年同四半期比727百万円の増加）となりました。 

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 

営業活動によるキャッシュ・フローは、296百万円の増加（前年同四半期比267百万円の減少）となり

ました。収入の主な内訳は、減価償却費332百万円、売上債権の減少額360百万円等であり、支出の主な

内訳は、法人税等の支払額434百万円等であります。 

 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動によるキャッシュ・フローは、174百万円の減少（前年同四半期比14百万円の増加）となりま

した。収入の主な内訳は、定期預金の払戻による収入50百万円等であり、支出の主な内訳は、有形固定

資産の取得による支出224百万円等であります。 

 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動によるキャッシュ・フローは、787百万円の増加（前年同四半期比827百万円の増加）となり

ました。収入の主な内訳は、株式発行による収入1,692百万円等であり、支出の主な内訳は、長期借入金

の返済による支出632百万円、短期借入金の返済による支出160百万円等であります。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

廃棄物処理及びリサイクルに関する法規制は、年々強化される方向にあります。特に来年・再来年にか

けては、廃棄物処理法の改正案（廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案）が今通常

国会で可決成立され、現在関連省令の見直しに移っていることから、一気に法規制強化が進むものと考え

られます。この結果、排出事業者による産業廃棄物処理事業者の選別が進み、業界再編も起こり得ると推

測されます。タケエイグループは、これらの市場環境に迅速に対応し、「総合環境企業」への成長を目指

して、従来のＭ＆Ａ・協業戦略に加え、今４月に株式会社ダイセキ環境ソリューション、５月にＪＦＥエ

ンジニアリンググループとそれぞれ資本業務提携を行ない、事業シナジーの創出に向けて、様々な取り組

みを進めております。 

 今期の見通しにつきましては、景気の先行きに関し不透明要素もあり、産業廃棄物処理業界は厳しい事

業環境が続くと推測されます。こうした中、当社グループは、顧客ニーズに立脚し、グループ総合力を結

集し積極的な営業展開を継続することで、市場占有率を拡大させ、来るべき業界再編にむけて足固めを図

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22年５月12日発表）を据え置

きとさせていただきます。 

 

２．その他の情報 

(1) 重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①固定資産の減価償却費の算定方法 
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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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

資産除去債務に関する会計基準の適用 

当第１四半期連結累計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年３月

31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31

日）を適用しております。 
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３．四半期連結財務諸表 

 

(1) 四半期連結貸借対照表 

(単位：百万円) 

 
当第１四半期 
連結会計期間末 

(平成22年６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22年３月31日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 5,609  4,746

  受取手形及び売掛金 2,609  2,969

  商品及び製品 1  5

  仕掛品 16  19

  原材料及び貯蔵品 262  238

  繰延税金資産 152  133

  未収入金 120  161

  その他 277  235

  貸倒引当金 △12  △22

  流動資産合計 9,036  8,489

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物（純額） 5,824  5,816

   機械装置及び運搬具（純額） 2,846  2,839

   最終処分場（純額） 2,157  2,108

   土地 6,885  6,885

   その他（純額） 666  650

   有形固定資産合計 18,380  18,299

  無形固定資産  

   のれん 1,169  1,217

   その他 95  99

   無形固定資産合計 1,264  1,317

  投資その他の資産  

   投資有価証券 67  70

   繰延税金資産 167  167

   その他 743  754

   貸倒引当金 △55  △55

   投資その他の資産合計 923  936

  固定資産合計 20,569  20,553

 繰延資産 281  278

 資産合計 29,887  29,321
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当第１四半期 
連結会計期間末 

(平成22年６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22年３月31日) 

負債の部  

 流動負債  

  買掛金 356  431

  短期借入金 681  842

  1年内返済予定の長期借入金 2,952  3,005

  1年内償還予定の社債 40  60

  未払法人税等 68  438

  その他 1,385  1,250

  流動負債合計 5,484  6,028

 固定負債  

  社債 980  980

  長期借入金 9,719  10,298

  繰延税金負債 372  381

  退職給付引当金 216  177

  処分場閉鎖引当金 －  268

  資産除去債務 350  －

  その他 694  728

  固定負債合計 12,333  12,834

 負債合計 17,817  18,862

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 4,132  3,282

  資本剰余金 4,295  3,445

  利益剰余金 3,334  3,418

  自己株式 △0  △0

  株主資本合計 11,761  10,145

 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 309  312

 純資産合計 12,069  10,458

負債純資産合計 29,887  29,321

 



 

― ― 6

(2) 四半期連結損益計算書 

第１四半期連結累計期間 

  (単位:百万円)

 

前第１四半期連結累計期間

(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

売上高 3,403  3,539

売上原価 2,589  2,715

売上総利益 813  823

販売費及び一般管理費 681  732

営業利益 131  91

営業外収益  

 受取利息 0  0

 債務取崩益 1  2

 その他 6  4

 営業外収益合計 8  8

営業外費用  

 支払利息 94  78

 持分法による投資損失 0  0

 アドバイザリー手数料 －  30

 その他 18  14

 営業外費用合計 113  122

経常利益又は経常損失（△） 26  △23

特別利益  

 固定資産売却益 1  3

 貸倒引当金戻入額 0  10

 退職給付引当金戻入額 9  －

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 －  34

 特別利益合計 11  47

特別損失  

 固定資産売却損 3  －

 固定資産除却損 －  0

 特別損失合計 3  0

税金等調整前四半期純利益 34  24

法人税、住民税及び事業税 72  83

法人税等調整額 △0  △26

法人税等合計 71  57

少数株主損益調整前四半期純損失（△） －  △33

少数株主利益 2  9

四半期純損失（△） △40  △42
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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１四半期連結累計期間

(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６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 34  24

 減価償却費 328  332

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 －  △34

 のれん償却額 48  48

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △0  △10

 処分場閉鎖引当金の増減額（△は減少） 2  －

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △24  39

 受取利息及び受取配当金 △1  △1

 支払利息 94  78

 支払手数料 1  1

 固定資産売却損益（△は益） 2  △3

 固定資産除却損 －  0

 売上債権の増減額（△は増加） 538  360

 たな卸資産の増減額（△は増加） 22  △15

 仕入債務の増減額（△は減少） △199  △75

 繰延資産の増減額（△は増加） △12  △2

 未払金の増減額（△は減少） △152  △12

 未払消費税等の増減額（△は減少） 123  △19

 その他 △81  86

 小計 722  795

 利息及び配当金の受取額 1  1

 利息の支払額 △69  △66

 法人税等の支払額 △90  △434

 営業活動によるキャッシュ・フロー 563  296

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 △30  －

 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 0  －

 定期預金の預入による支出 △2  △2

 定期預金の払戻による収入 100  50

 投資有価証券の取得による支出 △1  △1

 有形固定資産の取得による支出 △252  △224

 有形固定資産の売却による収入 1  1

 その他 △4  0

 投資活動によるキャッシュ・フロー △188  △174

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 950  －

 短期借入金の返済による支出 △1,599  △160

 長期借入れによる収入 1,200  －

 長期借入金の返済による支出 △485  △632

 長期未払金の返済による支出 △19  △19

 社債の償還による支出 △40  △20

 株式の発行による収入 0  1,692

 配当金の支払額 △38  △41

 少数株主への配当金の支払額 △3  △12
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  (単位:百万円)

 

前第１四半期連結累計期間

(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

 その他 △2  △18

 財務活動によるキャッシュ・フロー △39  787

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 335  910

現金及び現金同等物の期首残高 4,049  4,201

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,385  5,112
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６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１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

 当社は、平成22年６月14日付で、ＪＦＥエンジニアリング株式会社から第三者割当増資の払込みを受けました。

この結果、当第１四半期連結累計期間において資本金が850百万円、資本準備金が850百万円増加し、当第１四半期

連結累計期間末において資本金が4,132百万円、資本剰余金が4,295百万円となっております。 


