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1.  平成23年6月期第2四半期の業績（平成22年7月1日～平成22年12月31日） 

（注）23年6月期第2四半期における潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しますが希薄化効果を有している潜在株式が存
在しない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 ％

23年6月期第2四半期 823 △1.1 52 △32.4 10 △66.6 14 △25.4
22年6月期第2四半期 832 ― 77 ― 31 ― 19 ―

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6月期第2四半期 117.64 ―
22年6月期第2四半期 180.63 172.24

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6月期第2四半期 2,940 824 27.9 6,546.77
22年6月期 2,991 816 27.3 6,499.13

（参考） 自己資本   23年6月期第2四半期  821百万円 22年6月期  815百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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6月期 ― 0.00 ― 70.00 70.00
23年6月期 ― 0.00
23年6月期 

（予想）
― 100.00 100.00

3.  平成23年6月期の業績予想（平成22年7月1日～平成23年6月30日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 1,640 2.3 110 △18.3 40 △20.1 36 7.4 286.85



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.5 「その他」をご覧ください。）

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） 23年6月期2Q 125,500株 22年6月期  125,500株
② 期末自己株式数 23年6月期2Q  ―株 22年6月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年6月期2Q 125,500株 22年6月期2Q 109,500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、金融商品取引法に基
づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了しておりません。 

※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、作成日現在において入手可能な情報に基づいて算定しております。今後の経済状況等
の変化により、実際の業績は異なる結果と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）４ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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当第２四半期累計期間における取り組みは、食品リサイクル事業の拡大並びに非建設系廃棄物の取扱

数量の拡大による収益の安定化と拡大に努めてまいりました。建設系廃棄物を取り巻く事業環境は、戸

建て住宅等の一部においては回復の兆しはありますが全般的には新設住宅着工戸数の大幅な減少等、厳

しい状況が継続しております。一方、食品リサイクル事業を含めたバイオマスリサイクル事業を取り巻

く事業環境は、新エネルギー電力の固定価格買い取り制度に関する法制化への取り組み等、社会的な環

境意識は様々な場面で高まりを見せており、今後の事業拡大には恵まれた事業環境であると認識してお

ります。具体的には、建設系リサイクル事業において非建設系の小口取引先の開拓に注力した結果、前

年同期の主要取引先の取引金額が概ね10％以下でありますが、廃棄物の受入数量は前年同期を上回って

おり、取引先の分散化と安定化により外部環境に影響を受けない売上構成の構築を進めております。第

１四半期に前処理設備の不具合により、焼却設備において大幅な受入制限を行った結果、廃棄物の受入

数量が計画を下回っておりましたが、第２四半期は焼却設備を含め、計画を上回っており、第２四半期

（平成22年10月～12月）の月次収益は養豚事業におけ評価減の計上等を行っておりますが、経常黒字が

継続しております。 

これらの結果、当２四半期累計期間の売上高は823百万円（前年同四半期比1.1％減）となりました。

売上原価は第１四半期に引き続き各設備の定期補修工事を実施したことにより、修繕費及び消耗品費が

46百万円増加した結果、売上総利益は146百万円（前年同四半期比30.1％減）となりました。販売管理

費は徹底した削減と効率化により前年同四半期比28.7％減となりましたが、売上原価の増加により営業

利益52百万円（前年同四半期比32.4％減）、経常利益は10百万円（前年同四半期比66.6％減）、四半期

純利益は14百万円（前年同四半期比25.4％減）となりました。 

  

建設系リサイクル事業は、非建設系廃棄物の増加と取引先社数の増加により一般廃棄物の受入数量

は前年同四半期比で倍増しております。木くず等のバイオマスは発電施設において受入数量が

11.0％、受入平均単価が5.8％前年同四半期比で向上しております。がれき類、廃プラスチック類等

のその他廃棄物の受入数量につきましても順調に推移しており、がれき類は前年同四半期比32.9％増

加、廃プラスチック類は111.1％増加しております。 

これらの結果、当第２四半期累計期間の売上高は591百万円（前年同四半期比1.0％減）となりまし

た。第１四半期会計期間から継続しておりました受入制限の影響と維持管理費の増加により売上総利

益は98百万円（前年同四半期比32.1％減）となりました。 

（単位：百万円）
 

  

食品系リサイクル事業は、受入平均単価の向上とリキッドフィード（液状化飼料）の改善による肥

育の安定化に努めてまいりました。鉾田ファームにおいて自動給餌システムによる給餌が効率化さ

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する定性的情報

①  建設系リサイクル事業

当第２四半期 前第２四半期 前年同四半期比 計画 計画比

売上高 591 597 ▲5 575 16

売上原価 493 452 40 456 37

売上総利益 98 145 ▲46 119 ▲20

②  食品系リサイクル事業
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れ、外部コンサルタントの助言等により肥育体制も向上しております。様々な食品循環資源の組み

合わせにより栄養価も安定しており、標準的な肥育期間であります生後６ヶ月での出荷が可能となり

ました。 

受入平均単価は前年同四半期比で1.6％向上しておりますが、受入数量は8.0％減少しております。

畜産飼料の高騰により、食品循環資源を利用した畜産が拡大傾向であり、上質な原料は発生工場渡し

で有価物として取引される状況が発生しております。当社は受入価格の安定した一般廃棄物の受入数

量増加により、売上の拡大を目指しておりますが、食品工場からの受入数量が減少しております。今

後も加工により利用可能な食品循環資源の受入を強化し、受入数量の増加と飼料の増産に努めてまい

ります 

売上原価は機械化による人件費、設備の維持管理費等の削減により前年同期及び計画を下回ってお

りますが、養豚施設における出産頭数の減少と豚肉価格の下落による評価減を原価計上したため、前

年同四半期比で14百万円増加しております。 

これらの結果、当第２四半期累計期間の売上高は131百万円（前年同四半期比3.6％減）、売上総利

益は30百万円（前年同四半期比38.4％減）となりました。 

（単位：百万円）
 

  

白蟻解体工事は、概ね計画通り推移しております。白蟻工事は前年同四半期比で10.4％増加してお

り、今後も既存工事売上が堅調に推移する見通しであります。解体工事につきましては月次での増減

はありますが、売上高及び売上総利益は前年同期並みであります。 

これらの結果、当第２四半期累計期間の売上高は99百万円（前年同四半期比2.1％増）、売上総利

益は17百万円（前年同四半期比17.3％増）となりました。 

（単位：百万円）
 

  

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の状況は、前事業年度末に比べ51百万円減少し、2,940百万円とな

りました。主な増減要因は次のとおりであります。 

流動資産については、有形固定資産の取得等により現金及び預金が39百万円減少しましたが、売掛金

が18百万円、肥育豚の増加により仕掛品が７百万円、繰延税金資産が４百万円増加したことにより、前

事業年度末に比べ12百万円減少し、307百万円となりました。 

固定資産については、減価償却費により128百万円減少しましたが、焼却施設並びに養豚施設の設備

当第２四半期 前第２四半期 前年同四半期比 計画 計画比

売上高 131 136 ▲4 142 ▲10

売上原価 101 87 14 99 2

売上総利益 30 49 ▲19 43 ▲12

③  白蟻解体工事

当第２四半期 前第２四半期 前年同四半期比 計画 計画比

売上高 99 97 2 90 9

売上原価 82 82 0 74 8

売上総利益 17 14 2 16 1

(2) 財政状態に関する定性的情報
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投資を行ったため、前事業年度末に比べて38百万円減少し、2,632百万円となりました。 

流動負債については、１年以内返済予定借入金が40百万円増加したため、前事業年度に比べて44百万

円増加し、443百万円となりました。 

固定負債については、借入金の返済等により、前事業年度と比べて、102百万円減少し、1,673百万円

となりました。 

純資産については、四半期純利益14百万円増加したものの、期末配当金８百万円の計上等により、前

事業年度末と比べて７百万円増加し、824百万円となりました。 

  

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、前事業年度末に比べて39百万円減少し、31

百万円となりました。当第２四半期累計期間における各活動におけるキャッシュ・フローの状況とそれ

らの要因は次のとおりであります。 

営業活動の結果得られた資金は、147百万円（前年同四半期は145百万円の収入）となりました。こ

れは主に税引前四半期純利益７百万円、減価償却費128百万円の計上等によるものであります。 

投資活動の結果使用した資金は、80百万円（前年同四半期は43百万円の支出）となりました。これ

は主に有形固定資産の取得等によるものであります。 

財務活動の結果使用した資金は、106百万円（前年同四半期は232百万円の支出）となりました。こ

れは主に長期借入金の返済59百万円、割賦債務の返済31百万円、ファイナンス・リース債務の返済７

百万円、期末配当金８百万円の支出等によるものであります。 

  

業績予想につきましては、外部環境に影響を受けない運営体制の構築に注力した結果、機械設備の故

障による受入制限もありましたが、非建設系廃棄物の受入強化により受入数量及び売上高は概ね計画通

り推移しております。また厳しい事業環境下での限られた原資により食品リサイクル事業の拡大に向け

た取り組みを進めております。  

一方、売上原価は各設備の経年劣化による修繕費、消耗品費等が計画を上回り発生するとともに養豚

事業における初期費用が発生しております。第３四半期以降も営業強化、処分業の変更許可取得等の取

り組みにより売上高は向上する見通しでありますが、当期における維持管理費も期首の計画を上回る見

積額を計上しております。  

平成23年６月期通期の業績見通しにつきましては、平成23年２月1日に業績修正を行い、売上高1,640

百万円（前年比2.3％増）、営業利益110百万円（前年比18.3％減）、経常利益40百万円（前年比20.1％

減）、当期純利益36百万円（前年比7.4％増）を見込んでおります。  

  

  

(営業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)

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

(3) 業績予想に関する定性的情報
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①たな卸資産の評価方法  

当第２四半期会計期末の棚卸高の算出については、実地棚卸を省略し、前事業年度末の実施棚卸高

を基礎として合理的な方法により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 

定率法を採用している資産については、事業年度末に係る減価償却費の額を期間按分して算定する

方法によっております。 

  

（資産除去債務に関する会計基準）  

当第１四半期会計期間より、「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。 

これによる、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響はありません。 

  

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 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22年12月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 31,462 71,238

受取手形及び売掛金 199,041 180,150

仕掛品 13,940 6,453

原材料及び貯蔵品 5,922 4,056

前払費用 21,518 29,569

繰延税金資産 37,578 32,595

その他 3,313 509

貸倒引当金 △4,942 △4,388

流動資産合計 307,835 320,184

固定資産

有形固定資産

建物 1,529,171 1,506,993

減価償却累計額 △435,871 △405,862

建物（純額） 1,093,300 1,101,130

構築物 264,791 254,134

減価償却累計額 △148,736 △141,829

構築物（純額） 116,054 112,305

機械及び装置 2,451,933 2,428,816

減価償却累計額 △1,415,220 △1,346,814

機械及び装置（純額） 1,036,713 1,082,001

車両運搬具 48,340 41,132

減価償却累計額 △40,067 △38,137

車両運搬具（純額） 8,273 2,995

工具、器具及び備品 37,884 31,226

減価償却累計額 △28,349 △26,490

工具、器具及び備品（純額） 9,535 4,735

生物 2,312 1,205

減価償却累計額 △329 △93

生物（純額） 1,983 1,111

土地 319,262 319,252

建設仮勘定 11,211 3,941

有形固定資産合計 2,596,334 2,627,475

無形固定資産

その他 6,634 6,985

無形固定資産合計 6,634 6,985

投資その他の資産

関係会社株式 35 35

その他 30,638 38,466

繰延税金資産 374 －

貸倒引当金 △1,380 △1,551

投資その他の資産合計 29,666 36,949

固定資産合計 2,632,635 2,671,410

資産合計 2,940,470 2,991,594
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成22年12月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 103,790 78,997

1年内返済予定の長期借入金 213,234 172,506

未払金 78,449 99,046

未払法人税等 2,492 3,532

その他 45,317 45,078

流動負債合計 443,283 399,160

固定負債

長期借入金 1,519,553 1,619,555

長期未払金 112,683 112,959

繰延税金負債 － 2,465

その他 40,800 40,800

固定負債合計 1,673,036 1,775,780

負債合計 2,116,319 2,174,941

純資産の部

株主資本

資本金 206,375 206,375

資本剰余金 327,475 327,475

利益剰余金 287,769 281,790

株主資本合計 821,619 815,640

新株予約権 2,531 1,012

純資産合計 824,151 816,653

負債純資産合計 2,940,470 2,991,594
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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）

前第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)

当第２四半期累計期間
(自 平成22年７月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 832,197 823,303

売上原価 622,520 676,679

売上総利益 209,676 146,624

販売費及び一般管理費 132,403 94,355

営業利益 77,273 52,269

営業外収益

受取利息 18 15

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 3,600

その他 596 714

営業外収益合計 6,024 4,329

営業外費用

支払利息 43,907 36,616

支払手数料 4,788 4,242

その他 3,308 5,295

営業外費用合計 52,004 46,153

経常利益 31,293 10,445

特別利益

固定資産売却益 1,044 699

特別利益合計 1,044 699

特別損失

固定資産除却損 641 3,432

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 65

特別損失合計 16,795 3,498

税引前四半期純利益 15,542 7,646

法人税、住民税及び事業税 1,579 706

法人税等調整額 △5,816 △7,823

法人税等合計 △4,236 △7,116

四半期純利益 19,779 14,763
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【第２四半期会計期間】

（単位：千円）

前第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)

当第２四半期会計期間
(自 平成22年10月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 455,905 438,458

売上原価 328,899 340,657

売上総利益 127,005 97,801

販売費及び一般管理費 70,744 45,320

営業利益 56,261 52,481

営業外収益

受取利息 4 4

パークゴルフ入場料 1,742 －

受取家賃 1,200 1,800

その他 195 458

営業外収益合計 3,142 2,263

営業外費用

支払利息 21,096 17,098

支払手数料 2,340 2,126

その他 1,560 2,076

営業外費用合計 24,998 21,301

経常利益 34,405 33,443

特別利益

貸倒引当金戻入額 350 11

特別利益合計 350 11

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 33,455

法人税、住民税及び事業税 1,296 353

法人税等調整額 △2,683 △3,891

法人税等合計 △1,387 △3,538

四半期純利益 19,888 36,993
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(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前第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)

当第２四半期累計期間
(自 平成22年７月１日
至 平成22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 7,646

減価償却費 140,491 128,646

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,993 383

金利スワップ評価損益（△は益） △522 －

金利キャップ評価損益（△は益） － 5

受取利息及び受取配当金 △18 △15

支払利息 43,907 36,616

固定資産除却損 641 3,432

有形固定資産売却損益（△は益） △1,044 △699

貸倒損失 5,614 －

売上債権の増減額（△は増加） △35,858 △18,738

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,017 △9,352

仕入債務の増減額（△は減少） 36,832 24,792

その他 △9,373 12,329

小計 190,201 185,048

利息及び配当金の受取額 29 15

利息の支払額 △42,120 △36,488

法人税等の支払額 △2,132 △1,311

営業活動によるキャッシュ・フロー 145,979 147,262

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 △80,603

無形固定資産の取得による支出 － △1,379

有形固定資産の売却による収入 1,322 1,500

貸付金の回収による収入 120 100

その他 61 295

投資活動によるキャッシュ・フロー △43,285 △80,086

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 △59,274

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 △31,771

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △5,480 △7,122

配当金の支払額 － △8,785

財務活動によるキャッシュ・フロー △232,878 △106,952

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △130,184 △39,776

現金及び現金同等物の期首残高 151,772 71,238

現金及び現金同等物の四半期末残高 21,587 31,462
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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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