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1.  平成23年6月期の業績（平成22年7月1日～平成23年6月30日） 

（注）平成23年6月1日付けで普通株式１株を20株の割合で株式分割しております。このため、22年6月期の1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり
当期純利益については、当該株式分割前の数値で表示しております。 

(2) 財政状態 

（注）平成23年6月1日付けで普通株式１株を20株の割合で株式分割しております。このため、22年6月期の1株当たり純資産については、当該株式分割前の数
値で表示しております。 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年6月期 1,703 6.2 124 △7.6 42 △16.1 74 122.5
22年6月期 1,603 4.1 134 ― 50 ― 33 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年6月期 29.59 29.34 8.7 1.4 7.3
22年6月期 299.40 287.30 4.3 1.6 8.4

（参考） 持分法投資損益 23年6月期  ―百万円 22年6月期  ―百万円

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 2,974 893 30.0 349.02
22年6月期 2,991 816 27.3 6,499.13

（参考） 自己資本   23年6月期  890百万円 22年6月期  815百万円

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 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

23年6月期 314 △152 △183 49
22年6月期 292 △22 △350 71

2.  配当の状況 

（注）平成23年6月1日付けで普通株式１株を20株の割合で株式分割しております。このため、22年6月期の配当金については、当該株式分割前の数値で表示し
ております。 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第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 百万円 ％ ％

22年6月期 ― 0.00 ― 70.00 70.00 8 23.4 1.0
23年6月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00 12 16.9 1.5
24年6月期(予想) ― 0.00 ― 6.00 6.00 16.8

3.  平成24年6月期の業績予想（平成23年7月1日～平成24年6月30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) 900 9.3 70 33.9 30 187.2 20 35.5 7.94
通期 1,840 8.0 175 40.8 100 138.0 90 20.7 35.71



4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

（注）詳細は、添付資料P.19「（７）重要な会計方針の変更」をご覧ください。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、添付資料P.26「１株当たり情報」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 2,552,400 株 22年6月期 125,500 株
② 期末自己株式数 23年6月期 ― 株 22年6月期 ― 株
③ 期中平均株式数 23年6月期 2,520,350 株 22年6月期 111,954 株

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続きは
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。 
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 ① 当期の経営成績 

当事業年度におけるわが国経済は、中国、インド等新興国の好調な内需に向けた輸出拡大により、企

業収益も回復傾向で推移するとともに政府によるエコカー減税、省エネ家電及び住宅関連のエコポイン

ト等の国内景気対策により、回復基調で推移しました。しかしながら円高が定着するとともに改善傾向

ではありますが完全失業率は高水準で推移する等、回復ペースは緩やかなものとなりました。さらに平

成23年3月11日に東日本大震災が発生し、電力不足等の影響により企業の生産活動とともに個人消費が

急激に落ち込みました。震災からの復旧作業が進められる中で、雇用の更なる悪化等、先行きは不透明

な状況が続いております。 

当社を取り巻く事業環境は、住宅減税及び住宅エコポイント等の政策により新設住宅の着工戸数も増

加しておりますが、大幅に落ち込んだ2009年との比較であり、絶対数では大幅な改善が見られず、減少

している市場環境において価格競争が発生する等、厳しい状況が継続しております。 

このような外部環境において、中期的な安定稼働と適正な収益の確保を目的として、受入価格の安定

化が見込まれる非建設系廃棄物の受入強化を進めてまいりました。第３四半期には従前より手続を進め

ておりました焼却施設及び前処理破砕施設において事業範囲の変更許可を取得しております。取り扱い

可能な廃棄物の種類が増加することにより、価格競争の発生等、厳しい市場環境が継続しております建

設系廃棄物から一般廃棄物を含めたその他廃棄物へ転換すること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す。 

食品系リサイクル事業におきましては、将来の中核事業への拡大を目的として、事業開始時から行っ

ております堆肥化から飼料化拡大への取り組みを進めてまいりました。従来からの乾燥飼料に加え、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）の加工方法及び原料の改善を進めること

により、今後の需要増加に対応可能な体制の構築に努めてまいりました。また、第４四半期に業務提携

を締結しました㈱ファームネットジャパンとの協力体制により、養豚施設の肥育状況も大幅に改善し、

ハム・ソーセージ等の加工食品及び外食店舗向けに安定的な出荷体制の構築に努めてまいりました。 

上記の取り組みに加え、第４四半期後半には震災関連廃棄物の受入を行うことにより廃棄物の受入数

量が増加した結果、当期の売上高は1,703百万円（前期比6.2％増）となりました。原価は消耗品、修繕

費等の維持管理費が82百万円、鉾田ファームに関する費用が55百万円、その他売上高の増加に伴う外注

費等が増加したことにより、前期と比較して164百万円の増加となりました。一方、販売費及び一般管

理費は研究開発費、支払手数料等各費目において削減に努めた結果、前期比54百万円の減少となりまし

た。原価の増加により、営業利益は124百万円（前期比7.6％減）、経常利益が42百万円（前期比16.1％

減）となりました。特別損失が減少するとともに来期の見通しを踏まえ、繰延税金資産の回収時期を見

直した結果、当期純利益は74百万円（前期比122.5％増）となりました。 

  

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析
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 セグメントの業績は、以下の通りです。  

 セグメント別売上高 

 
  

 １）建設系リサイクル事業 

  建設系リサイクル事業は、一般廃棄物を含めた非建設系廃棄物の受入強化に注力することにより、受

入価格の安定化に努めてまいりました。焼却施設における建設系廃棄物の受入平均単価は前期比10.3％

向上しておりますが、受入数量は54.3％減少しております。その他廃棄物は受入平均単価が8.4％向上

するとともに、受入数量も14.7％増加しております。一般廃棄物も受入平均単価が7.4％向上するとと

もに、受入数量が50.1％増加したことにより、施設合計では受入数量が9.1％減少しておりますが、受

入平均単価は8.6％向上しております。発電施設につきましても取引先社数の増加により、受入数量の

確保と受入価格の安定化に努めてまいりました。その結果、受入数量は8.5％減少しておりますが、受

入平均単価は17.5％向上した結果、売上高は7.5％増加しております。発電施設の売上高は345百万円

（前年同期比7.2％増）、維持管理費が増加しておりますが売上総利益は124百万円（前年同期比7.2％

増）となりました。がれき類等のその他廃棄物の売上高は、新規取引先の増加に加え、第４四半期に震

災関連廃棄物の受入数量が増加したことにより前年同期比59百万円の増加となりました。収集運搬につ

きましては、リフォーム工事の収集業務が増加しておりますが、新築関連が減少しておりますので前年

同期比で６百万円の減少となりました。 

 これらの結果、売上高は1,234百万円（前年同期比6.0％増）、売上原価は維持管理費が増加したこと

により、前年同期比12.4％増の1,013百万円となり、売上総利益は220百万円（前年同期比15.9％減）と

なりました。 

（単位：百万円）
 

  

セグメントの名称 売上高 構成比 前期比

建設系リサイクル事業 1,234百万円 72.5％ 6.0％

食品系リサイクル事業 282百万円 16.6％ 5.9％

白蟻解体工事 185百万円 10.9％ 8.3％

合計 1,703百万円 100.0％ 6.2％

当期 前期 前期比 計画 計画比

売上高 1,234 1,164 69 1,182 51

売上原価 1,013 902 111 969 44

売上総利益 220 262 △41 213 7
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 ２）食品系リサイクル事業 

   食品系リサイクル事業は、中核事業への拡大に向けた取り組みを進めてまいりました。受入数量は工

場等から発生する産業廃棄物は単品物（野菜、麺類等一種類での発生数量が多い物）が多く、飼料原料

として需要が増加傾向であるため一部において受入価格が下落しており、工場渡しで有価になっている

ものも発生しております。当社はこのような環境下において、受入価格の安定化に努めた結果、受入平

均単価は2.7％向上しておりますが、受入数量は30.2％減少しております。一方、スーパー等から発生

する一般廃棄物は受入価格も安定しており、新規取引先の増加等により受入数量は11.0％増加しており

ます。農業との連携強化による取り組みとして、再生堆肥を利用した農作物の販売を行うとともにリキ

ッドフィード（液状化飼料）による肥育豚の販売拡大に努めてまいりました。また将来の事業拡大に向

けた発酵飼料の研究開発として、ダチョウの肥育試験を開始しております。 

   これらの結果、売上高は282百万円（前期比5.9％増）、売上原価はリサイクル施設の運営費用は各費

目の削減に努めた結果、前年同期比で9百万円減少しておりますが、鉾田ファームの運営費用が増加し

たため、前年同期比26.6％増の217百万円となり、売上総利益は65百万円（前年同期比31.3％減）とな

りました。 

（単位：百万円）
 

  

 ３）白蟻解体工事 

   白蟻防除工事は、新築工事及び既存工事ともに若干増加したため、前年同期比2百万円（4.0％増）増

の売上高となりました。解体工事は戸建て住宅の回復傾向により、前年同期比12百万円（10.2％増）増

加しております。 

   これらの結果、売上高は185百万円（前年同期比8.3％増）、売上原価は前年同期比5.3％増の153百万

円となり、売上総利益は32百万円（前年同期比25.4％増）となりました。 

（単位：百万円）
 

  

当期 前期 前期比 計画 計画比

売上高 282 267 15 272 10

売上原価 217 171 45 217 0

売上総利益 65 95 △29 55 10

当期 前期 前期比 計画 計画比

売上高 185 171 14 185 0

売上原価 153 145 7 152 0

売上総利益 32 26 6 32 0
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 ② 次期の見通し 

   次期の見通しにつきましては、東日本大震災の影響等による消費の低迷、雇用の不安定化により先行

きの不透明感から事業環境は厳しい状況が継続するものと予測しております。 

   このような事業環境におきまして、保有施設の 大限の活用による収益の向上に努めてまいります。

取引先社数の増加、受入廃棄物の転換、受入料金の見直し、新規の許可取得等、平成21年６月期から進

めてまいりました取り組みの成果が見えてきましたので、次期以降も事業の安定化に努めてまいりま

す。建設系の施設においては平成23年６月より、食品系の施設は平成23年７月より受入価格の見直しを

順次行っておりますので、受入平均単価及び価格改定による受入数量の見通しに予測困難な部分はござ

いますが、売上高の向上に取り組んでまいります。 

   売上原価につきましては、売上高の増加に伴い、人件費及び変動費の増加を見込んでおり、発電施設

の法定点検及び焼却施設の部品交換等による維持管理費の増加により、前期比80百万円増の1,465百万

円を見込んでおります。販売管理費は前期比6百万円増の200百万円を見込んでおります。 

   平成24年６月期（平成23年７月１日～平成24年６月30日）の業績見通しは以下の通りです。 

    売上高    1,840百万円（前年同期比   8.0％増） 

    営業利益    175百万円（前年同期比  40.8％増） 

    経常利益    100百万円（前年同期比 138.0％増） 

    当期純利益    90百万円（前年同期比  20.7％増） 

  

 ③ 中期経営計画等の進捗状況 

   当社は、平成22年３月末に作成した「金融債務の返済金額並びに返済期間の変更に関する再建計画」

に対して、全金融機関から同意書を受領の上、変更契約を締結しておりますが、当該再建計画の進捗状

況は以下の通りであります。 

 １）業績 

   平成22年７月以降の業績につきましては、新規取引先の増加による受入数量の確保と受入単価の安定

化に注力した結果、前期に引き続き営業利益、経常利益、純利益を計上しており、概ね計画通り推移し

ております。 

  

 ２）返済計画 

   平成22年７月より、返済額を月額10百万円増加しておりますが、営業キャッシュ・フローが計画を上

回っており、計画通り返済が進んでおります。 

  

 ３）計画に基づく今後の取り組み 

   主力事業であります建設系リサイクル事業を取り巻く外部環境は、平成23年３月11日に発生した東日

本大震災の影響により、がれき類等震災廃棄物の処理需要が高まることにより、既存処理施設の稼働率

は高水準で推移するものと見込んでおります。これまでの様々な取り組みにより、受入数量の増加と受

入単価の安定化を進めてまいります。安定した事業収益の構築により営業キャッシュ・フローの増加に

取り組んでまいります。 
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（２）財政状態に関する分析 

 ① 資産、負債及び純資産の状況 

   当事業年度における総資産の状況は、前事業年度末に比べ17百万円減少し、2,974百万円となりまし

た。主な増減要因として、資産については借入金の返済等により現預金が22百万円減少、売上高の増加

により売掛金が58百万円増加したこと等により、流動資産が前事業年度末に比べ26百万円増加し、346

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265百万円、減損及び除却損により13百万円

減少、取得により153百万円増加したこと等により、前事業年度末に比べ44百万円減少し、2,627百万円

となりました。負債については短期借入金が55百万円増加、売上原価の増加により買掛金が47百万円増

加したこと等により、流動負債が前事業年度末に比べ114百万円増加し、513百万円となりました。固定

負債については借入金の返済等により前事業年度末に比べ208百万円減少し、1,566百万円となりまし

た。負債合計は前事業年度末に比べ94百万円減少し、2,080百万円となりました。純資産については新

株予約権の行使及び純利益の計上等により77百万円増加し、893百万円となりました。 

  

 ② キャッシュ・フローの状況 

   当事業年度における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ21百万円減少し、49百万円となりま

した。当事業年度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314百万円（前事業年度は292百万円の収入）となりました。これは主

に減価償却費の計上265百万円、税引前当期純利益28百万円の計上等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152百万円（前事業年度は22百万円の支出）となりました。これは主

に有形固定資産の取得による153百万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183百万円（前事業年度は350百万円の支出）となりました。これは主

に短期借入金による55百万円の収入と長期借入金、割賦未払金の償還等による237百万円の支出による

ものであります。 
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
注１．各指標の算出方法は次の通りであります。 

 ① 自己資本比率：自己資本／総資産 

 ② 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

 ③ キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

 ④ インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

２．各指標は、いずれも個別ベースの財務諸表により算出しております。 

３．時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。 

４．キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の「営業活動によるキャッシュ・フロー」を使用しており

ます。 

５．有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象にしておりま

す。また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の「利息の支払額」を使用しております。 

６．当社は、平成22年６月期より非連結会社となっており、連結財務諸表は作成しておりません。そのため、平成

19年6月期～平成21年6月期については記載しておりません。 

  

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

   当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題として認識しておりますが、今後の成長に向けた

設備投資を機動的に行い、事業拡大および経営基盤の安定に向けた設備投資等の資金需要を勘案し、長

期的な事業展望に備えて内部留保を優先する方針であります。このような基本方針に基づき、成長に応

じた株主の皆様への利益還元が重要課題の一つであると認識しておりますが、現状は事業拡大に向けた

設備投資に注力したいと考えております。なお、内部留保資金につきましては財務体質の安定に留意し

つつ、リサイクル施設の設備投資等に活用することにより、企業価値の向上に努めてまいります。 

   以上の基本方針を踏まえ、平成23年６月期の期末配当につきましては、１株当たり５円を予定してお

ります。また、次期の配当につきましては、１株当たり６円を予定しております。 

  

当事業年度における事業等のリスクは、 近の有価証券報告書（平成22年９月28日）における記載か

ら、新たに重要なリスクが顕在化していないため、記載を省略しております。 

  

平成19年６月期 平成20年６月期 平成21年６月期 平成22年６月期 平成23年６月期

自己資本比率 ― ― ― 27.3％ 30.0％

時価ベースの自己資本比率 ― ― ― 13.2％ 58.2％

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

― ― ― 6.6年 5.6年

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

― ― ― 3.7 4.7

（４）事業等のリスク
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当社は、当社(株式会社フジコー)及び非連結子会社(株式会社遊楽ファーム)により構成されており、建

設系リサイクル事業、食品系リサイクル事業、白蟻解体工事を行っております。 

当社の事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。 

  

   

以上述べた事項を事業系統図によって示すと次の通りであります。 

  

［事業系統図］ 

 

  

２．企業集団の状況

セグメントの名称 事業内容 会社名

建設系リサイクル事業

首都圏近郊の廃棄物処理会社、ハウスメーカー並びに工場、倉

庫、ショッピングセンター等からの委託を受け、木くず、紙くず、

廃プラスチック類、がれき類等の産業廃棄物及び一般廃棄物を受入

れ、当社が保有する施設において、焼却、破砕、リサイクル処理を

行っております。発電施設では、受入れた木くず等のバイオマス

（生物資源）を原料とした発電により、温室効果ガスの削減を推進

し、自然エネルギーとして付加価値の高い電力販売を行っておりま

す。あわせて住宅、アパート等の新築、改築時に発生する廃棄物を

発生場所から処理施設まで運搬する収集運搬業務を行っておりま

す。

当社

食品系リサイクル事業

食品関連事業者等から委託を受け、食品廃棄物のうち、リサイク

ルが可能な食品循環資源である産業廃棄物及び一般廃棄物を受入

れ、当社が保有する施設において、発酵分解による堆肥化、メタン

発電による発電、乾燥及び発酵による飼料化へのリサイクル処理を

行っております。当社が保有する養豚施設において、リサイクル製

品であるリキッドフィードを利用して、豚の肥育を行っておりま

す。

再生堆肥の品質向上を目的として、農作物の栽培試験及び農作物

の生産販売を（株）遊楽ファームにて行っております。

当社 

㈱遊楽ファーム

白蟻解体工事

建築関連事業者等からの依頼により、住宅及びアパート等の解体

工事、白蟻予防工事の見積調査及び施工を主として行っておりま

す。あわせて、リフォーム会社からの依頼により、既存住宅の白蟻

防除工事、家屋害虫の駆除工事等を行っております。

当社
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 平成22年６月期決算短信(平成22年８月11日開示)により開示を行った内容から重要な変更がないため開示

を省略します。 

  

 当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただけます。 

  (当社ホームページ) 

   http://www.fujikoh-net.co.jp/irlib2 

  (東京証券取引所ホームページ(上場会社情報検索ページ)) 

   http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

  

３．経営方針
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４．財務諸表

（１）貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成22年６月30日)

当事業年度
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 71,238 49,695

売掛金 180,150 ※1 238,520

仕掛品 6,453 9,131

原材料及び貯蔵品 4,056 7,980

前払費用 29,569 20,350

繰延税金資産 32,595 26,608

その他 509 474

貸倒引当金 △4,388 △5,865

流動資産合計 320,184 346,897

固定資産

有形固定資産

建物 1,506,993 1,530,761

減価償却累計額 △405,862 △466,524

建物（純額） ※1, ※2 1,101,130 ※1, ※2 1,064,236

構築物 254,134 277,341

減価償却累計額 △141,829 △156,092

構築物（純額） ※1 112,305 ※1 121,249

機械及び装置 2,428,816 2,530,193

減価償却累計額 △1,346,814 △1,502,474

機械及び装置（純額） ※1, ※2 1,082,001 ※1, ※2 1,027,719

車両運搬具 41,132 48,088

減価償却累計額 △38,137 △39,693

車両運搬具（純額） 2,995 8,395

工具、器具及び備品 31,226 35,930

減価償却累計額 △26,490 △28,655

工具、器具及び備品（純額） 4,735 7,274

生物 1,205 3,035

減価償却累計額 △93 △762

生物（純額） 1,111 2,272

土地 ※1 319,252 ※1 311,595

建設仮勘定 3,941 4,009

有形固定資産合計 2,627,475 2,546,752

無形固定資産

ソフトウエア 6,072 5,298

電話加入権 912 912

無形固定資産合計 6,985 6,211

投資その他の資産

関係会社株式 35 35

破産更生債権等 1,581 1,428

長期前払費用 27,721 14,865

繰延税金資産 － 51,148

その他 9,163 8,320

貸倒引当金 △1,551 △1,428

投資その他の資産合計 36,949 74,369

固定資産合計 2,671,410 2,627,334

資産合計 2,991,594 2,974,231
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(単位：千円)

前事業年度
(平成22年６月30日)

当事業年度
(平成23年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 78,997 126,744

短期借入金 － ※1 55,954

1年内返済予定の長期借入金 ※1 172,506 ※1 200,004

未払金 99,046 92,844

未払費用 23,780 18,692

未払法人税等 3,532 3,387

未払消費税等 14,548 8,396

前受金 1,125 1,324

預り金 4,994 5,742

前受収益 630 658

流動負債合計 399,160 513,749

固定負債

長期借入金 ※1 1,619,555 ※1 1,419,551

長期未払金 112,959 106,464

繰延税金負債 2,465 －

株主からの長期預り金 40,000 40,000

その他 800 800

固定負債合計 1,775,780 1,566,816

負債合計 2,174,941 2,080,565

純資産の部

株主資本

資本金 206,375 211,071

資本剰余金

資本準備金 327,475 332,171

資本剰余金合計 327,475 332,171

利益剰余金

その他利益剰余金

特別償却準備金 5,543 －

別途積立金 81,550 81,550

繰越利益剰余金 194,697 266,039

利益剰余金合計 281,790 347,589

株主資本合計 815,640 890,831

新株予約権 1,012 2,833

純資産合計 816,653 893,665

負債純資産合計 2,991,594 2,974,231
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（２）損益計算書

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年７月１日
至 平成22年６月30日)

当事業年度
(自 平成22年７月１日
至 平成23年６月30日)

売上高 1,603,587 1,703,407

売上原価 1,219,434 1,384,319

売上総利益 384,152 319,088

販売費及び一般管理費 ※1, ※2 249,525 ※1, ※2 194,754

営業利益 134,626 124,333

営業外収益

受取利息 107 22

受取配当金 3 4

金利スワップ評価益 40 －

パークゴルフ入場料 6,427 －

受取家賃 6,000 7,200

その他 712 951

営業外収益合計 13,290 8,178

営業外費用

支払利息 77,947 66,805

社債利息 2,161 －

支払手数料 10,285 14,224

減価償却費 6,102 5,491

その他 1,355 3,973

営業外費用合計 97,852 90,494

経常利益 50,064 42,017

特別利益

固定資産売却益 ※3 1,157 ※3 816

特別利益合計 1,157 816

特別損失

固定資産売却損 ※4 1,928 －

固定資産除却損 ※5 3,531 ※5 5,400

減損損失 － ※6 8,063

貸倒損失 5,614 －

金利キャップ評価損 10,385 －

貸倒引当金繰入額 41 113

事業構造改善費用 24,644 －

その他 895 484

特別損失合計 47,042 14,060

税引前当期純利益 4,179 28,772

法人税、住民税及び事業税 1,311 1,816

法人税等調整額 △30,650 △47,627

法人税等合計 △29,338 △45,811

当期純利益 33,518 74,583
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製造原価明細書

前事業年度
(自  平成21年７月１日
至  平成22年６月30日)

当事業年度
(自  平成22年７月１日
至  平成23年６月30日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

Ⅰ  材料費 6,397 0.5 7,284 0.5

Ⅱ  労務費 344,722 28.3 349,367 25.2

Ⅲ  経費 ※１ 868,314 71.2 1,027,667 74.3

売上原価 1,219,434 100.0 1,384,319 100.0

前事業年度
(自  平成21年７月１日
至  平成22年６月30日)

当事業年度
(自  平成22年７月１日
至  平成23年６月30日)

※１  経費の主な内訳は次の通りであります。

外注加工費 127,104千円

光熱費 75,592

修繕費 76,549

減価償却費 263,973

※１  経費の主な内訳は次の通りであります。

外注加工費 129,068千円

光熱費 74,373

修繕費 121,338

減価償却費 233,864
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（３）株主資本等変動計算書

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年７月１日
至 平成22年６月30日)

当事業年度
(自 平成22年７月１日
至 平成23年６月30日)

株主資本

資本金

前期末残高 190,375 206,375

当期変動額

新株の発行 16,000 4,696

当期変動額合計 16,000 4,696

当期末残高 206,375 211,071

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 311,235 327,475

当期変動額

新株の発行 16,240 4,696

当期変動額合計 16,240 4,696

当期末残高 327,475 332,171

資本剰余金合計

前期末残高 311,235 327,475

当期変動額

新株の発行 16,240 4,696

当期変動額合計 16,240 4,696

当期末残高 327,475 332,171

利益剰余金

その他利益剰余金

特別償却準備金

前期末残高 16,906 5,543

当期変動額

特別償却準備金の取崩 △11,363 △5,543

当期変動額合計 △11,363 △5,543

当期末残高 5,543 －

別途積立金

前期末残高 81,550 81,550

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 81,550 81,550

繰越利益剰余金

前期末残高 149,815 194,697

当期変動額

特別償却準備金の取崩 11,363 5,543

当期純利益 33,518 74,583

剰余金の配当 － △8,785

当期変動額合計 44,882 71,342

当期末残高 194,697 266,039

（株）フジコー（2405）　平成23年６月　決算短信（非連結）

－ 14 －



(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年７月１日
至 平成22年６月30日)

当事業年度
(自 平成22年７月１日
至 平成23年６月30日)

利益剰余金合計

前期末残高 248,272 281,790

当期変動額

当期純利益 33,518 74,583

剰余金の配当 － △8,785

当期変動額合計 33,518 65,798

当期末残高 281,790 347,589

株主資本合計

前期末残高 749,882 815,640

当期変動額

新株の発行 32,240 9,392

当期純利益 33,518 74,583

剰余金の配当 － △8,785

当期変動額合計 65,758 75,191

当期末残高 815,640 890,831

新株予約権

前期末残高 240 1,012

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 772 1,821

当期変動額合計 772 1,821

当期末残高 1,012 2,833

純資産合計

前期末残高 750,122 816,653

当期変動額

新株の発行 32,240 9,392

当期純利益 33,518 74,583

剰余金の配当 － △8,785

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 772 1,821

当期変動額合計 66,531 77,012

当期末残高 816,653 893,665
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（４）キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前事業年度
(自 平成21年７月１日
至 平成22年６月30日)

当事業年度
(自 平成22年７月１日
至 平成23年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 4,179 28,772

減価償却費 282,327 265,704

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,941 1,353

金利キャップ評価損益（△は益） 10,385 53

金利スワップ評価損益（△は益） △40 －

固定資産売却損益（△は益） 770 △816

固定資産除却損 3,531 5,400

減損損失 － 8,063

受取利息及び受取配当金 △110 △26

支払利息 80,108 66,805

売上債権の増減額（△は増加） △13,764 △58,217

たな卸資産の増減額（△は増加） △8,362 △6,602

仕入債務の増減額（△は減少） 10,925 47,746

その他 5,465 24,516

小計 372,471 382,753

利息及び配当金の受取額 127 26

利息の支払額 △79,266 △66,487

法人税等の支払額 △1,158 △1,540

営業活動によるキャッシュ・フロー 292,174 314,752

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 △43,969 △153,636

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 23,246 1,662

貸付けによる支出 △1,200 △120

貸付金の回収による収入 1,360 180

その他 △1,559 851

投資活動によるキャッシュ・フロー △22,122 △152,441

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） △30,000 55,954

長期借入金の返済による支出 △192,220 △172,506

長期借入れによる収入 137,062 －

社債の償還による支出 △185,000 －

割賦債務の返済による支出 △100,895 △51,528

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △11,532 △13,805

株式の発行による収入 32,000 6,816

配当金の支払額 － △8,785

財務活動によるキャッシュ・フロー △350,585 △183,854

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △80,533 △21,543

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期末残高 ※ 71,238 ※ 49,695
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  該当事項はありません。  

  

  

 
  

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）重要な会計方針

項目
前事業年度

(自  平成21年７月１日
至  平成22年６月30日)

当事業年度
(自  平成22年７月１日
至  平成23年６月30日)

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用し

ております。

(1) 子会社株式及び関連会社株式

同左

(2) その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時

価法(評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定)を採用

しております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

――――――

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用

しております。

時価のないもの

――――――

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

デリバティブ

時価法を採用しております。

デリバティブ

同左

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1) 原材料及び貯蔵品

終仕入原価法による原価法(収

益性の低下に基づく簿価切下げの

方法)

(1) 原材料及び貯蔵品

同左

(2) 仕掛品

先入先出法による原価法(収益性

の低下に基づく簿価切下げの方

法)

(2) 仕掛品

同左

(追加情報)

当事業年度より、新たに養豚事業を

開始しております。平成22年４月より

営業を開始し、養豚の製造に係る仕掛

品については先入先出法による原価法

を採用しております。

――――――

４．固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

定率法(ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物(附属設備

を除く)は定額法)を採用しており

ます。

なお、主な耐用年数は以下の通り

であります。

建物                ３～50年

構築物              ７～30年

機械及び装置        ５～17年

車両運搬具          ２～７年

工具、器具及び備品  ３～10年

生物                    ３年

(1) 有形固定資産

定率法(ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物(附属設備

を除く)は定額法)を採用しており

ます。

なお、主な耐用年数は以下の通り

であります。

建物                ２～50年

構築物              ７～35年

機械及び装置        ５～17年

車両運搬具          ２～７年

工具、器具及び備品  ２～10年

生物                    ３年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能

期間(５年)に基づいております。

(2) 無形固定資産

同左
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項目
前事業年度

(自  平成21年７月１日
至  平成22年６月30日)

当事業年度
(自  平成22年７月１日
至  平成23年６月30日)

５．繰延資産の処理方法 株式交付費

支出時に全額費用として処理して

おります。

株式交付費

――――――

６．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に

備えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回

収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

(1) 貸倒引当金

同左

７．ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

金利スワップ及び金利キャップに

ついて、特例処理の条件を満たし

ている場合には特例処理を採用し

ております。

(1) ヘッジ会計の方法

金利キャップについて、特例処理

の条件を満たしている場合には特

例処理を採用しております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段………金利スワップ

金利キャップ

ヘッジ対象………借入金利息

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段………金利キャップ

ヘッジ対象………借入金利息

(3) ヘッジ方針

金利変動リスクの回避及び金融収

支改善のため、ヘッジ取引を行っ

ております。

(3) ヘッジ方針

同左

(4) ヘッジ有効性評価の方法

特例処理の要件を満たしている場

合は、有効性の評価を省略してお

ります。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

同左

８．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

手元現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以内に償還期

限の到来する短期投資からなっており

ます。

同左

９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。

消費税等の処理方法

同左
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（７）重要な会計方針の変更

前事業年度
(自  平成21年７月１日
至  平成22年６月30日)

当事業年度
(自  平成22年７月１日
至  平成23年６月30日)

―――――― 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

当事業年度より、「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、当事業年度の営業利益、経常利益及

び税引前当期純利益に与える影響はありません。

（８）財務諸表に関する注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(平成22年６月30日)

当事業年度 
(平成23年６月30日)

 

 

※１  担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次の通りであります。

建物 959,319千円

構築物 536

機械及び装置 510,608

土地 235,444

  計 1,705,909

担保付債務は次の通りであります。

１年内返済予定の長期借入金 161,070千円

長期借入金 1,509,422

  計 1,670,492

 

※１  担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次の通りであります。

売掛金 238,520千円

建物
構築物

912,879
375

機械及び装置 432,404

土地 227,381

 計 1,811,561

担保付債務は次の通りであります。

短期借入金 55,954千円

１年内返済予定の長期借入金
長期借入金

186,761
1,322,661

 計 1,565,376

※２  国庫補助金の受入れによる有形固定資産の圧縮記

帳は次の通りであります。

建物 303,690千円

機械及び装置 638,210

  計 941,900

※２  国庫補助金の受入れによる有形固定資産の圧縮記

帳は次の通りであります。

建物 303,690千円

機械及び装置 638,210

 計 941,900
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(損益計算書関係)

前事業年度
(自  平成21年７月１日
至  平成22年６月30日)

当事業年度
(自  平成22年７月１日
至  平成23年６月30日)

※１  販売費に属する費用のおおよその割合は2.0％、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は

98.0％であります。

主要な費目及び金額は次の通りであります。

役員報酬 27,160千円

給料手当 51,885

支払手数料 40,966

減価償却費 10,928

租税公課 26,902

地代家賃 13,005

委託手数料 4,358

※１  販売費に属する費用のおおよその割合は1.9％、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は

98.1％であります。

主要な費目及び金額は次の通りであります。

役員報酬 24,100千円

給料手当 54,788

支払手数料 37,449

減価償却費 6,098

法定福利費 11,172

※２  一般管理費に含まれる研究開発費 15,054千円 ※２  一般管理費に含まれる研究開発費 4,898千円

※３  固定資産売却益の内訳は、次の通りであります。

機械及び装置 202千円

車両運搬具 206

工具、器具及び備品 568

その他 180

  計 1,157
 

※３  固定資産売却益の内訳は、次の通りであります。

機械及び装置 699千円

車両運搬具 16

工具、器具及び備品 100

 計 816

※４  固定資産売却損の内訳は、次の通りであります。

機械及び装置 1,068千円

建設仮勘定 859

  計 1,928

※４        ─────────

※５  固定資産除却損の内訳は、次の通りであります。

構築物 231千円

機械及び装置 3,245

工具、器具及び備品 54

  計 3,531
 

※５  固定資産除却損の内訳は、次の通りであります。

機械及び装置 5,326千円

工具、器具及び備品 73

 計 5,400

─────────

 

※６  減損損失

事業用資産については、管理会計上の区分を基礎

としてグルーピングを行っております。資産の処分

や事業の廃止に関する意思決定を行った資産及び遊

休資産については、個別の資産単位毎に把握してお

ります。

当社は、以下の遊休資産について減損損失を計上

しました。

用途 種類 場所 その他

遊休資産 土地 埼玉県日高市 事業用土地

上記資産については、食品リサイクル事業用土地

として取得しましたが、土地の拡張性不足による理

由から売却処分の意思決定を行い、その代替的な投

資も予定していないことから、正味売却価額まで減

額し、当該減少額を減損損失（8,063千円）として

特別損失に計上しました。

減損損失の内訳は、土地8,063千円であります。

なお、正味売却価額については、不動産鑑定評価

額から算定しております。
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前事業年度(自  平成21年７月１日  至  平成22年６月30日) 

  

 
(注)  平成12年６月５日付けで発行しました新株引受権並びに平成12年６月20日付けで発行しました第１回新株引受

権付社債の権利行使により16,000株増加いたしました。 

  

  

 
(注)  平成22年ストック・オプションとしての新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

  

該当事項はありません。 

 
  

(株主資本等変動計算書関係)

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
(千株)

当事業年度
増加株式数(千株)

当事業年度
減少株式数(千株)

当事業年度末株式数
(千株)

発行済株式

普通株式(注) 109 16 ― 125

合計 109 16 ― 125

自己株式

普通株式 ― ― ― ―

合計 ― ― ― ―

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の 
目的となる 
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数(株) 当事業年度末
残高 
(千円)前事業年度末

当事業年度
増加

当事業年度
減少

当事業年度末

提出会社
平成22年ストッ
ク・オプションと
しての新株予約権

― ― ― ― ― 1,012

合計 ― ― ― ― ― 1,012

３．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

(決議) 株式の種類
配当金の 
総額(千円)

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年９月27日 
定時株主総会

普通株式 8,785 利益剰余金 70 平成22年６月30日 平成22年９月28日
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当事業年度(自  平成22年７月１日  至  平成23年６月30日) 

  

 
(注)  普通株式の発行済株式数の増加株式数は、第１回新株予約権の行使による増加4,780株、平成23年６月１日付株

式分割による増加2,422,120株であります。 

  

  

  

 
(注)  平成23年ストック・オプションとしての新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

  

  

   

   次のとおり、決議を予定しております。 

 
  

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
(千株)

当事業年度
増加株式数(千株)

当事業年度
減少株式数(千株)

当事業年度末株式数
(千株)

発行済株式

普通株式(注) 125 2,426 ― 2,552

合計 125 2,426 ― 2,552

自己株式

普通株式 ― ― ― ―

合計 ― ― ― ―

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の 
目的となる 
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数(株) 当事業年度末
残高 
(千円)前事業年度末

当事業年度
増加

当事業年度
減少

当事業年度末

提出会社

平成22年ストッ
ク・オプションと
しての新株予約権

普通株式 ― 50,000 42,400 7,600 352

平成23年ストッ
ク・オプションと
しての新株予約権
（注）

― ― ― ― ― 2,481

合計 ― ― 50,000 42,400 7,600 2,833

３．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

平成22年９月27日 
定時株主総会

普通株式 8,785 70 平成22年６月30日 平成22年９月28日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

(決議) 株式の種類
配当金の 
総額(千円)

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成23年９月27日 
定時株主総会

普通株式 12,762 利益剰余金 5 平成23年６月30日 平成23年９月28日
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１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。当社は、サービスの性質及びサービスの提供方法に基づいて事業カテゴリーを区分し、包括的な戦略

の立案、事業活動を展開しております。したがって、当社は、事業カテゴリー別に「建設系リサイクル事

業」、「食品系リサイクル事業」及び「白蟻解体工事」の３つを報告セグメントとしております。 

「建設系リサイクル事業」は、首都圏近郊の廃棄物処理会社、ハウスメーカー並びに工場、倉庫、ショ

ッピングセンター等からの委託を受け、木くず、紙くず、廃プラスチック類、がれき類等の産業廃棄物及

び一般廃棄物を受入れ、当社が保有する施設において、焼却、破砕、リサイクル処理を行っております。

発電施設では、受入れた木くず等のバイオマス（生物資源）を原料とした発電により、温室効果ガスの削

減を推進し、自然エネルギーとして付加価値の高い電力販売を行っております。あわせて住宅、アパート

等の新築、改築時に発生する廃棄物を発生場所から処理施設まで運搬する収集運搬業務を行っておりま

す。 

「食品系リサイクル事業」は、食品関連事業者等から委託を受け、食品廃棄物のうち、リサイクルが可

能な食品循環資源である産業廃棄物及び一般廃棄物を受入れ、当社が保有する施設において、発酵分解に

よる堆肥化、メタン発電による発電、乾燥及び発酵による飼料化へのリサイクル処理を行っております。

当社が保有する養豚施設において、リサイクル製品であるリキッドフィードを利用して、豚の肥育を行っ

ております。再生堆肥の品質向上を目的として、農作物の栽培試験及び農作物の生産販売を（株）遊楽フ

ァームにて行っております。 

「白蟻解体工事」は、建築関連事業者等からの依頼により、住宅及びアパート等の解体工事、白蟻予防

工事の見積調査及び施工を主として行っております。あわせて、リフォーム会社からの依頼により、既存

住宅の白蟻防除工事、家屋害虫の駆除工事等を行っております。 

  

２  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」における記載と概ね同一であ

り、報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。  

  

(キャッシュ・フロー計算書関係)

前事業年度
(自  平成21年７月１日
至  平成22年６月30日)

当事業年度
(自  平成22年７月１日
至  平成23年６月30日)

※  現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

(平成22年６月30日現在)

現金及び預金勘定 71,238千円

現金及び現金同等物 71,238

※  現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

(平成23年６月30日現在)

現金及び預金勘定 49,695千円

現金及び現金同等物 49,695

(セグメント情報等)

(セグメント情報)
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３  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

当該事業年度(自  平成22年７月１日  至  平成23年６月30日) 

 
  

４  報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項) 

  

 
（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。 

  

 
（注）全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金、有形固定資産であります。 

  

(単位：千円) 

 
（注）調整額は、主に報告セグメントに帰属しない減価償却費であります。 

  

  

(単位：千円)

報告セグメント

合計
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

売上高

外部顧客への売上高 1,234,559 282,918 185,929 1,703,407

セグメント間の内部 
売上高又は振替高

― ― ― ―

計 1,234,559 282,918 185,929 1,703,407

セグメント利益 220,606 60,764 32,819 314,190

セグメント資産 1,961,757 519,896 60,835 2,542,489

その他の項目
 減価償却費 185,324 66,065 347 251,737

(単位：千円)

利益 当該事業年度

報告セグメント計 314,190

セグメント間取引消去 ―

全社費用（注） △189,856

財務諸表の営業利益 124,333

(単位：千円)

資産 当該事業年度

報告セグメント計 2,542,489

セグメント間取引消去 ―

全社資産（注） 431,741

財務諸表の資産合計 2,974,231

その他の項目
報告セグメント計 その他 調整額(注) 財務諸表計上額

当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業年度

減価償却費 251,737 － 13,967 265,704
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当該事業年度(自  平成22年７月１日  至  平成23年６月30日) 

１  製品及びサービスごとの情報 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

２．地域ごとの情報 

(1) 売上高 

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。 

  

(2) 有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記

載を省略しております。 

  

３．主要な顧客ごとの情報 

損益計算書の売上高の10％以上を占める主要な顧客は存在しておりません。 

  

当該事業年度(自  平成22年７月１日  至  平成23年６月30日) 

 
  

当該事業年度(自  平成22年７月１日  至  平成23年６月30日) 

該当事項はありません。 

  

当該事業年度(自  平成22年７月１日  至  平成23年６月30日) 

該当事項はありません。  

  

  (追加情報) 

当該事業年度より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平成21年３

月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号  平

成20年３月21日)を適用しております。 

  

  

 
  

(関連情報)

(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)

(単位：千円)

報告セグメント

全社・消去 合計建設系
リサイクル

事業

食品系
リサイクル

事業

白蟻解体
工事

計

減損損失 ― ― ― ― 8,063 8,063

(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)

(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)

(持分法投資損益等)

前事業年度
(自  平成21年７月１日
至  平成22年６月30日)

当事業年度
(自  平成22年７月１日
至  平成23年６月30日)

利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性の乏しい

非連結子会社であるため、記載を省略しております。

          同左
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(注)  １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであ

ります。 

  

 
  

(１株当たり情報)

前事業年度
(自  平成21年７月１日
至  平成22年６月30日)

当事業年度
(自  平成22年７月１日
至  平成23年６月30日)

 

１株当たり純資産額 6,499円13銭

１株当たり当期純利益金額 299円40銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 287円30銭

１株当たり純資産額 349円02銭

１株当たり当期純利益金額 29円59銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 29円34銭

当社は、平成23年６月１日付けで普通株式１株を20株
の割合で株式分割を行いました。

当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合にお
ける前事業年度の（１株当たり情報）の各数値は以下の
とおりであります。

１株当たり純資産額 324円96銭

１株当たり当期純利益金額 14円97銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 14円37銭

項目
前事業年度

(自  平成21年７月１日
至  平成22年６月30日)

当事業年度
(自  平成22年７月１日
至  平成23年６月30日)

損益計算書上の当期純利益(千円) 33,518 74,583

普通株式に係る当期純利益(千円) 33,518 74,583

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳(千円) 該当事項はありません。 同左

普通株式の期中平均株式数(千株) 111 2,520

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定
に用いられた普通株式増加数の主要な内訳(千株)

  新株予約権 4 21

普通株式増加数(千株) 4 21

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式
の概要

平成21年９月18日定時
株主総会決議並びに平成
22年３月３日取締役会決
議に基づく第１回新株予
約権250個（2,500株）

――――――
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(重要な後発事象)

前事業年度
(自  平成21年７月１日
至  平成22年６月30日)

当事業年度
(自  平成22年７月１日
至  平成23年６月30日)

───────── 当社は、平成23年７月13日開催の取締役会決議によ

り、行使価額修正条項付き第３回新株予約権を発行いた

しました。その概要は次のとおりであります。

1.割当日

 平成23年７月29日

2.新株予約権の目的となる株式の種類

 当社普通株式

3.発行する新株予約権の総数

 6,200個（620,000株）

4.発行価額

 新株予約権１個当たり1,830円

 （総額11,346,000円）

なお、発行価額の総額11,346,000円につきましては、

平成23年７月29日に払込が完了しております。

5.行使価額及び行使価額の修正条件

 当初行使価額898円でありますが、行使価額は下記概

要により修正されます。

 ①修正日が、払込期日から20取引日目より後に到来す

る場合は、当該修正日の直前の金曜日の取引所における

当社普通株式の普通取引の終値の90％に相当する金額

（１円未満切上げ）に修正されます。但し、取引所にお

ける当社普通株式の普通取引の終値が653円を下回る場

合、本新株予約権の行使が制限されるため、588円が行

使価額の下限となります。

 ②修正日が、払込期日から20取引日目までの期間内に

到来する場合は、修正日の直前取引日の取引所における

当社普通株式の普通取引の終値の90％に相当する金額

（１円未満切上）に修正されます。但し、取引所におけ

る当社普通株式の普通取引の終値が612円を下回る場

合、本新株予約権の行使が制限されるため、551円が行

使価額の下限となります。

 また、上記に基づき修正された行使価額が、1,224円

を超える場合は、1,224円になります。 

6.資金調達の額

 538,743,200円（手取概算額）

 資金調達の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を合算

した金額から、発行諸費用の概算額を差し引いた金額で

す。

 行使価額が修正又は調整された場合には、資金調達の

額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株

予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が

取得した本新株予約権を消却した場合には、資金調達の

額は減少します。

7.行使期間

 平成23年７月29日から平成25年７月28日まで

8.割当先

 マッコーリー・バンク・リミテッド

9.資金の使途

 廃棄物リサイクル施設への設備投資及び運転資金に充

当する予定であります。
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開示内容が定まった時点で開示します。  

該当事項はありません。 

  

５．その他

（１）役員の異動

（２）その他
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