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1.  平成23年6月期第3四半期の業績（平成22年7月1日～平成23年3月31日） 

（注）23年6月期第3四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3四半期 1,228 1.9 81 △16.4 21 △33.2 25 59.8
22年6月期第3四半期 1,205 ― 97 ― 32 ― 15 ―

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3四半期 200.03 ―
22年6月期第3四半期 143.50 136.79

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3四半期 2,960 836 28.2 6,621.55
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3四半期  833百万円 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  
23年6月期（予想）の1株当たり配当金につきましては、平成23年4月22日に付けで公表しております株式分割（普通株式を1株につき20株の割合をもって分
割）を勘案しております。 

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）
5.00 5.00

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  
1株当たり当期純利益につきましては、平成23年4月22日に付けで公表しております株式分割（普通株式を1株につき20株の割合をもって分割）を勘案して
おります。 

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 14.34



(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3Q 125,940株 22年6月期  125,500株
② 期末自己株式数 23年6月期3Q  ―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3Q 125,548株 22年6月期3Q 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）５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３四半期累計期間における取り組みは、非建設系廃棄物の構成比を高め、受入平均単価の向上に

より、収益の拡大と営業キャッシュフローの増加に努めてまいりました。平成19年８月より廃棄物処理

法に基づく、焼却施設の設置許可（排気ガスの浄化装置の新設であり、処理施設の新規設置ではありま

せんが、廃棄物処理法では取り扱う廃棄物の種類を増加する場合、新規の設置とみなされ、多くの手続

きが必要となります。）手続きを進めておりました。平成23年１月に千葉県の完成検査が完了し、平成

23年３月31日付で焼却施設及び前処理破砕施設について、産業廃棄物処分業並びに一般廃棄物処分業の

変更許可を取得しております。この度の変更許可取得により一般廃棄物を含め、取り扱い可能な廃棄物

の種類が大幅に増加しますので、発生廃棄物の減少による価格競争の発生等、厳しい状況が継続してお

ります建設系廃棄物の構成比を減少させることにより、受入平均単価並びに施設稼働率の向上に努めて

まいります。また、食品リサイクル事業において、リキッドフィード（食品循環資源を液状化させた畜

産向け飼料）の原料並びに加工方法の改善により肉質が向上した結果、販売単価も向上しております。

この結果を踏まえ、今後は乾燥飼料と同様にリキッドフィードの外部販売を目指し、受入原料の増加を

進めてまいります。 

期首からの取り組みにより、当第３四半期会計期間（平成23年１月から３月）における売上高は、建

設系リサイクル事業、食品系リサイクル事業、白蟻解体工事の全事業で前年同期を上回っております。

特にがれき類等の受入数量は取引先の増加及び震災の影響等により前年同期比で33.9％増加しておりま

す。 

今後も取引先業種の分散化を進めることにより、外部環境に影響を受けない売上構成の構築を進めて

まいります。 

これらの結果、当第３四半期累計期間の売上高は1,228百万円（前年同期比1.9％増）となりました。

売上原価は、修繕費及び消耗品費が62百万円、養豚に関する費用等を含め91百万円増加した結果、売上

総利益は222百万円（前年同期比23.3％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

141百万円（前年同四半期比26.8％減）となりましたが、営業利益は81百万円（前年同期比16.4％

減）、経常利益は21百万円（前年同期比33.2％減）、四半期純利益は25百万円（前年同期比59.8％増）

となりました。 

  

建設系リサイクル事業は、当第３四半期会計期間（平成23年１月から３月）も建設系廃棄物の受入

数量は大幅に減少しておりますが、非建設系廃棄物の受入数量は増加傾向で推移しております。新規

取引先も計画通り推移しており、一般廃棄物の受入数量が増加した結果、焼却施設と発電施設を合わ

せた受入平均単価は前年同期比で18.1％向上（第３四半期累計期間（平成22年７月から平成23年３

月）では5.6％向上）しております。廃プラスチック類は中国への輸出が回復しており、廃棄物とし

ての発生量は減少しておりますが、屋根瓦、ブロック塀等、がれき類の受入数量が大幅に増加してお

り、その他廃棄物の売上高も前年同期比で33百万円増加しております。 

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
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これらの結果、第１四半期の受入制限の影響により売上高が第２四半期まで前年同期を下回ってお

りましたが、当第３四半期累計期間の売上高は893百万円（前年同四半期比1.7％増）となりました。

売上総利益は維持管理費が62百万円増加したことにより前年同期比45百万円減少し、160百万円（前

年同四半期比21.8％減）となりました。 

（単位：百万円）
 

  

食品系リサイクル事業は、リキッドフィード（液状化飼料）の改善により肉豚の販売単価も向上し

ておりますが、出産頭数が計画を下回っているため、１頭当たりの肥育コストが割高となり、評価損

の計上が継続しております。従来は、外部コンサルタントの助言等により肥育体制の構築に努めてお

りましたが、ファームネットジャパンとの協議を進める中で、全般的に助言指導を受け、早期の収益

改善に取り組んでおります。また、リキッドフィードの外販に向けた原料確保に努めた結果、良質な

原料が受け入れられる食品工場との契約を締結しており、今後の増産に向けた受入数量の拡大を進め

てまいります。 

受入数量は一般廃棄物が前年同期比10.3％増加しておりますが、産業廃棄物が47.7％減少してお

り、合計では7.6％減少しております。受入平均単価は価格競争の少ない一般廃棄物の受入数量が増

加した結果、前年同期比で2.1％向上しております。今後も受入価格の安定した一般廃棄物の受入数

量増加により、売上拡大を目指しておりますが、食品工場から発生する食品循環資源は飼料化向けの

需要増加により、受入単価が下落傾向で推移するものと予測しております。 

売上原価は白井事業所の人件費、車両費、光熱費、燃料費等の低減により10百万円を削減しており

ますが、養豚施設における出産頭数の減少により評価損が増加しており、前年同期比で26百万円増加

しております。 

これらの結果、当第３四半期累計期間の売上高は195百万円（前年同四半期比2.1％減）、売上総利

益は38百万円（前年同四半期比44.4％減）となりました。 

（単位：百万円）
 

当第３四半期 前第３四半期 前年同四半期比 計画 計画比

売上高 893 878 15 881 12

売上原価 733 673 60 731 2

売上総利益 160 205 ▲45 150 10

②  食品系リサイクル事業

当第３四半期 前第３四半期 前年同四半期比 計画 計画比

売上高 195 199 ▲4 200 ▲5

売上原価 157 131 26 159 ▲2

売上総利益 38 68 ▲30 40 ▲3
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白蟻工事は既存工事売上高が前年同期比で16.2％増加するとともに分譲住宅が回復傾向であり、新

築工事売上も1.8％増加しております。 

解体工事は注文住宅の新規着工が回復するとともに新規取引先の増加により、前年同期比で8.6％

増加しております。 

これらの結果、当第３四半期累計期間の売上高は139百万円（前年同四半期比9.4％増）、売上総利

益は23百万円（前年同四半期比49.9％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３四半期会計期間末の総資産の状況は、前事業年度末に比べ31百万円減少し、2,960百万円とな

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33百万円減少しましたが、売掛金

が10百万円、肥育豚の増加により仕掛品が6百万円増加したことにより、前事業年度末に比べ18百万円

減少し、302百万円となりました。 

固定資産については、減価償却により195百万円減少しましたが、焼却施設において品目追加の許可

取得に際して設備投資を行ったため、前事業年度末に比べ13百万円の減少となり、2,657百万円となり

ました。 

流動負債については、短期借入金が60百万円、１年以内返済予定借入金が33百万円、買掛金が22百万

円増加したため、前事業年度に比べて92百万円増加し、491百万円となりました。 

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、143百万円減少し、1,632百万円

となりました。 

純資産については、四半期純利益が25百万円増加したため、前事業年度末と比べて19百万円増加し、

836百万円となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当第３四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33百万円減少し、37

百万円となりました。当第３四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。 

③  白蟻解体工事

当第３四半期 前第３四半期 前年同四半期比 計画 計画比

売上高 139 127 12 139 0

売上原価 116 112 4 115 1

売上総利益 23 15 8 23 ▲1

(2) 財政状態に関する定性的情報
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営業活動の結果得られた資金は、225百万円（前年同四半期は191百万円の収入）となりました。こ

れは主に税引前四半期純利益17百万円、減価償却費195百万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、137百万円（前年同四半期は15百万円の支出）となりました。これ

は主に有形固定資産の取得によるものであります。 

財務活動の結果使用した資金は、120百万円（前年同四半期は283百万円の支出）となりました。こ

れは主に長期借入金の返済116百万円、割賦債務の返済47百万円、ファイナンス・リース債務の返済10

百万円、期末配当金８百万円の支出等によるものと短期借入金60百万円の収入によるものでありま

す。 

  

平成23年６月期の業績につきましては、平成23年２月９日に公表いたしました「平成23年６月期 第

２四半期決算短信（非連結）」の業績予想に変更はありません。 

  

  

①たな卸資産の評価方法  

当第３四半期会計期間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。 

  

(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

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３四半期会計期間末
(平成23年３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 37,874 71,238

受取手形及び売掛金 190,674 180,150

仕掛品 12,984 6,453

原材料及び貯蔵品 6,172 4,056

前払費用 20,293 29,569

繰延税金資産 38,478 32,595

その他 652 509

貸倒引当金 △4,671 △4,388

流動資産合計 302,458 320,184

固定資産

有形固定資産

建物 1,530,171 1,506,993

減価償却累計額 △451,180 △405,862

建物（純額） 1,078,991 1,101,130

構築物 264,791 254,134

減価償却累計額 △152,302 △141,829

構築物（純額） 112,488 112,305

機械及び装置 2,459,413 2,428,816

減価償却累計額 △1,456,759 △1,346,814

機械及び装置（純額） 1,002,654 1,082,001

車両運搬具 48,088 41,132

減価償却累計額 △37,863 △38,137

車両運搬具（純額） 10,225 2,995

工具、器具及び備品 37,884 31,226

減価償却累計額 △29,546 △26,490

工具、器具及び備品（純額） 8,338 4,735

生物 3,236 1,205

減価償却累計額 △576 △93

生物（純額） 2,660 1,111

土地 319,262 319,252

建設仮勘定 88,502 3,941

有形固定資産合計 2,623,124 2,627,475

無形固定資産

その他 6,773 6,985

無形固定資産合計 6,773 6,985

投資その他の資産

関係会社株式 35 35

繰延税金資産 1,119 －

その他 28,125 38,466

貸倒引当金 △1,380 △1,551

投資その他の資産合計 27,900 36,949

固定資産合計 2,657,797 2,671,410

資産合計 2,960,256 2,991,594
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(単位：千円)

当第３四半期会計期間末
(平成23年３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 101,254 78,997

短期借入金 60,000 －

1年内返済予定の長期借入金 206,253 172,506

未払金 83,737 99,046

未払法人税等 2,477 3,532

賞与引当金 5,653 －

その他 32,077 45,078

流動負債合計 491,453 399,160

固定負債

長期借入金 1,469,552 1,619,555

長期未払金 122,138 112,959

繰延税金負債 － 2,465

その他 40,800 40,800

固定負債合計 1,632,491 1,775,780

負債合計 2,123,944 2,174,941

純資産の部

株主資本

資本金 207,349 206,375

資本剰余金 328,449 327,475

利益剰余金 298,118 281,790

株主資本合計 833,918 815,640

新株予約権 2,393 1,012

純資産合計 836,311 816,653

負債純資産合計 2,960,256 2,991,594
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(2) 四半期損益計算書

【第３四半期累計期間】

(単位：千円)

前第３四半期累計期間
(自 平成21年７月１日
至 平成22年３月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成22年７月１日
至 平成23年３月31日)

売上高 1,205,895 1,228,905

売上原価 915,806 1,006,462

売上総利益 290,089 222,443

販売費及び一般管理費 193,006 141,312

営業利益 97,082 81,130

営業外収益

受取利息 28 18

金利スワップ評価益 817 178

パークゴルフ入場料 4,494 －

受取家賃 4,200 5,400

その他 631 825

営業外収益合計 10,172 6,423

営業外費用

支払利息 62,410 51,901

支払手数料 7,439 6,246

その他 4,851 7,657

営業外費用合計 74,701 65,805

経常利益 32,553 21,748

特別利益

固定資産売却益 1,130 716

特別利益合計 1,130 716

特別損失

固定資産売却損 859 －

固定資産除却損 641 5,030

貸倒引当金繰入額 14 －

貸倒損失 5,614 －

事業構造改善費用 24,644 －

その他 895 65

特別損失合計 32,670 5,096

税引前四半期純利益 1,013 17,368

法人税、住民税及び事業税 2,039 1,723

法人税等調整額 △16,739 △9,468

法人税等合計 △14,699 △7,744

四半期純利益 15,713 25,112
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【第３四半期会計期間】

(単位：千円)

前第３四半期会計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年３月31日)

当第３四半期会計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年３月31日)

売上高 373,697 405,602

売上原価 293,285 329,783

売上総利益 80,412 75,818

販売費及び一般管理費 60,602 46,957

営業利益 19,809 28,861

営業外収益

受取利息 9 3

金利スワップ評価益 295 184

パークゴルフ入場料 1,407 －

受取家賃 2,400 1,800

その他 35 110

営業外収益合計 4,147 2,099

営業外費用

支払利息 18,502 15,285

支払手数料 2,651 2,003

その他 1,543 2,368

営業外費用合計 22,696 19,657

経常利益 1,260 11,303

特別利益

貸倒引当金戻入額 15 －

固定資産売却益 85 16

特別利益合計 101 16

特別損失

固定資産売却損 859 －

固定資産除却損 － 1,598

事業構造改善費用 14,644 －

その他 385 －

特別損失合計 15,889 1,598

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △14,528 9,721

法人税、住民税及び事業税 460 1,017

法人税等調整額 △10,923 △1,645

法人税等合計 △10,462 △627

四半期純利益又は四半期純損失（△） △4,065 10,349
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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３四半期累計期間
(自 平成21年７月１日
至 平成22年３月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成22年７月１日
至 平成23年３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 1,013 17,368

減価償却費 211,291 195,301

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,224 112

賞与引当金の増減額（△は減少） 5,817 5,653

金利スワップ評価損益（△は益） △817 △178

受取利息及び受取配当金 △28 △18

支払利息 62,410 51,901

有形固定資産売却損益（△は益） △271 △716

固定資産除却損 641 5,030

貸倒損失 5,614 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,828 △10,371

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,864 △8,646

仕入債務の増減額（△は減少） 156 22,256

その他 △25,985 682

小計 256,581 278,376

利息及び配当金の受取額 45 18

利息の支払額 △61,953 △51,555

法人税等の支払額 △2,809 △1,479

営業活動によるキャッシュ・フロー 191,864 225,360

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 －

定期預金の払戻による収入 23,437 －

有形固定資産の取得による支出 △38,794 △138,551

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 23,197 1,562

関係会社の整理による収入 200 －

貸付けによる支出 △1,200 －

貸付金の回収による収入 1,340 140

その他 61 295

投資活動によるキャッシュ・フロー △15,195 △137,932

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 60,000

長期借入れによる収入 134,062 －

長期借入金の返済による支出 △162,223 △116,256

社債の償還による支出 △185,000 －

割賦債務の返済による支出 △82,163 △46,782

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △8,601 △10,382

株式の発行による支出 － 1,414

配当金の支払額 － △8,785

財務活動によるキャッシュ・フロー △283,925 △120,791

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △107,256 △33,364

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 44,516 37,874
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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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