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（百万円未満切捨て） 

１．平成25年３月期第２四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年９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 ％

25年３月期第２四半期 10,596 33.9 1,357 121.4 1,217 149.0 704 266.7
24年３月期第２四半期 7,912 7.1 612 88.3 489 260.1 191 －
（注）包括利益  25年３月期第２四半期  711百万円（215.9％）  24年３月期第２四半期  225百万円（－％） 

 

 
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

25年３月期第２四半期 113.78 111.01
24年３月期第２四半期 31.31 30.59
 
(2) 連結財政状態 

 総  資  産 純  資  産 自己資本比率 
 百万円 百万円 ％ 

25年３月期第２四半期 33,332 13,850 40.4 
24年３月期 31,091 12,996 40.6 
（参考）自己資本    25年３月期第２四半期  13,454百万円  24年３月期  12,630百万円 

 
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 

24年３月期 － 5.00 － 10.00 15.00 
25年３月期 － 10.00  
25年３月期(予想)  － 11.00 21.00 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：有・無 

 
３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期、四半期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

     

通      期 21,500 23.2 2,800 33.3 2,600 39.5 1,300 49.3 210.09
（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：有・無 

 



 

※ 注記事項 
 
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 
：有・無 

新規  -社  （社名） 、除外  -社  （社名） 
  
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ：有・無 
   
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ：有・無 
②  ①以外の会計方針の変更 ：有・無 
③  会計上の見積りの変更 ：有・無 
④  修正再表示 ：有・無 

  
(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) 25年３月期２Ｑ 6,542,000株 24年３月期 6,505,200株
②  期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 246,953株 24年３月期 366,891株
③  期中平均株式数(四半期累計) 25年３月期２Ｑ 6,187,874株 24年３月期２Ｑ 6,131,338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、四半期連結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の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。業績予想の前提に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１ページ「連結業績予想に関する定性的情報」）をご覧ください。 
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１．当四半期決算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２四半期（平成24年４月１日から平成24年９月30日まで）における当社グループの収益につきまし

ては、株式会社タケエイにおいて東北地域における震災廃棄物処理事業の期間内における処理量が当初計

画を上回るペースで進んだことや、連結子会社において、各社間それぞれの相乗効果が顕著に現れ始め、

期初想定以上に好調に推移したこと等により、第２四半期連結累計期間売上高は10,596百万円（前年同四

半期比33.9％増）、営業利益は1,357百万円（前年同四半期比121.4％増）、経常利益は1,217百万円（前年

同四半期比149.0％増）、四半期純利益は704百万円（前年同四半期比266.7％増）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：東北地域での震災廃棄物処理事業が計画を上回るペースで進捗し、第２四半期連結

累計期間における売上高は当初計画を上回りました。他方、首都圏における既存事業も順調に進み、

あわせて諸経費の低減に努めたことも奏功し、増収増益となりました。 

■ 株式会社リサイクル・ピア：東京都の災害廃棄物受入処理事業に昨年11月から積極的に取り組んでお

り、期中においても、平成24年７月～９月分を追加で受注しました。 

  現在、平成24年12月分までの処理事業を受注しており、引き続き災害廃棄物を受け入れております。 

■ 株式会社北陸環境サービス：ほぼ当初計画どおりに推移しました。 

■ 株式会社ギプロ・株式会社池田商店：社会的な『適正処理及びリサイクル率の向上』という強い追い風

の中、当初計画を上回るペースで推移しました。 

■ 諏訪重機運輸株式会社・有限会社野口木材起業：昨年のＭ＆Ａ以降、市場開拓は順調に進んでいます。

また、両社は、経営効率を高めることを目的に平成24年７月１日付で合併しました。加えて、平成24

年10月16日には、長野県安曇野市（旧東筑摩郡明科町）を中心に中信地域全域において事業を行なっ

ている橋本建材興業有限会社を子会社化し、さらなる営業エリアの拡大を図っています。 

 

(2)  連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は33,332百万円（前連結会計年度末比2,240百万円の増加、

前連結会計年度末比7.2％増）となりました。流動資産は9,852百万円（前連結会計年度末比126百万円の減

少）となりました。これは、受取手形及び売掛金が810百万円増加しましたが、現金及び預金が951百万円

減少したこと等によります。固定資産は23,116百万円（前連結会計年度末比2,363百万円の増加）となりま

した。これは、土地が1,554百万円、その他（リース資産）が1,054百万円増加したこと等によります。 

当第２四半期連結会計期間末における負債合計は19,481百万円（前連結会計年度末比1,386百万円の増

加、前連結会計年度末比7.7％増）となりました。流動負債は9,557百万円（前連結会計年度末比1,756百万

円の増加）となりました。これは、買掛金が356百万円、短期借入金が316百万円、1年内返済予定の長期借

入金が392百万円、その他（リース債務）が787百万円増加したこと等によります。固定負債は9,924百万円

（前連結会計年度末比369百万円の減少）となりました。これは、その他（長期リース債務）が359百万円

増加しましたが、長期借入金が645百万円、繰延税金負債が43百万円減少したこと等によります。 

当第２四半期連結会計期間末における純資産は13,850百万円（前連結会計年度末比853百万円の増加、前

連結会計年度末比6.6％増）となりました。これは、資本剰余金が101百万円、利益剰余金が642百万円増加

したこと等によります。 

 

(3)  連結業績予想に関する定性的情報 

今期の連結業績予想は、平成24年10月16日に公表した業績予想を据え置きます。 

国内景気については９月のエコカー補助金制度終了や日中関係悪化による景気の下振れ懸念、また、当

社グループの事業については震災廃棄物処理事業の進捗や今後の受注動向など不透明な点もあり大きく変

動する可能性が残ることから、慎重に動向を見極める必要があると考えます。従いまして、今後の状況に

ついては、進捗状況を随時確認し、見直しが必要な場合には、速やかに開示してまいります。 

また、今秋資本業務提携を結んだ株式会社アースアプレイザル・クマケン工業株式会社・株式会社東海

テクノにつきましては、相互に提携効果を出せるよう取り組みを進め、『統合型事業モデル』を早期に構

築するべく、積極的に事業を推進してまいります。 
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２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

(1)  当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

 

(2)  四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

①固定資産の減価償却費の算定方法 

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)  会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更) 

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月

１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更

しております。 

これによる当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に

与える影響は軽微であります。 
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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)

 
前連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間

(平成24年９月30日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 5,581  4,630

  受取手形及び売掛金 3,510  4,321

  商品及び製品 4  4

  仕掛品 36  42

  原材料及び貯蔵品 268  248

  繰延税金資産 224  198

  未収入金 162  110

  その他 200  304

  貸倒引当金 △10  △8

  流動資産合計 9,979  9,852

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物（純額） 5,941  5,879

   機械装置及び運搬具（純額） 2,485  2,466

   最終処分場（純額） 2,049  1,911

   土地 7,615  9,169

   その他（純額） 756  1,900

   有形固定資産合計 18,849  21,326

  無形固定資産  

   のれん 826  728

   その他 48  41

   無形固定資産合計 875  770

  投資その他の資産  

   投資有価証券 223  164

   繰延税金資産 53  77

   その他 789  806

   貸倒引当金 △37  △27

   投資その他の資産合計 1,028  1,019

  固定資産合計 20,753  23,116

 繰延資産 359  362

 資産合計 31,091  33,332
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  (単位：百万円)

 
前連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間

(平成24年９月30日) 

負債の部  

 流動負債  

  買掛金 588  945

  短期借入金 1,305  1,622

  1年内返済予定の長期借入金 3,480  3,873

  1年内償還予定の社債 90  20

  未払法人税等 737  529

  その他 1,597  2,566

  流動負債合計 7,800  9,557

 固定負債  

  社債 850  850

  長期借入金 7,660  7,014

  繰延税金負債 324  280

  退職給付引当金 145  172

  資産除去債務 405  409

  その他 908  1,197

  固定負債合計 10,294  9,924

 負債合計 18,095  19,481

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 4,139  4,158

  資本剰余金 4,303  4,404

  利益剰余金 4,441  5,084

  自己株式 △307  △207

  株主資本合計 12,576  13,440

 その他の包括利益累計額  

  その他有価証券評価差額金 53  13

  その他の包括利益累計額合計 53  13

 少数株主持分 366  395

 純資産合計 12,996  13,850

負債純資産合計 31,091  33,332
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(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 

四半期連結損益計算書 

第２四半期連結累計期間 

  (単位:百万円)

 

前第２四半期連結累計期間

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

売上高 7,912  10,596

売上原価 5,936  7,773

売上総利益 1,976  2,822

販売費及び一般管理費 1,363  1,465

営業利益 612  1,357

営業外収益  

 受取利息 0  0

 受取保険金 0  5

 受取賃貸料 4  9

 債務取崩益 5  3

 助成金収入 8  －

 持分法による投資利益 －  0

 その他 18  19

 営業外収益合計 38  38

営業外費用  

 支払利息 130  125

 持分法による投資損失 18  －

 その他 13  52

 営業外費用合計 162  178

経常利益 489  1,217

特別利益  

 固定資産売却益 6  48

 保険解約返戻金 31  －

 その他 8  －

 特別利益合計 46  48

特別損失  

 固定資産売却損 －  0

 減損損失 7  －

 災害義援金 10  －

 その他 0  －

 特別損失合計 17  0

税金等調整前四半期純利益 517  1,265

法人税、住民税及び事業税 329  533

法人税等調整額 △27  △18

法人税等合計 301  514

少数株主損益調整前四半期純利益 216  751

少数株主利益 24  47

四半期純利益 191  704
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四半期連結包括利益計算書 

第２四半期連結累計期間 

  (単位:百万円)

 

前第２四半期連結累計期間

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 216  751

その他の包括利益  

 その他有価証券評価差額金 9  △39

 その他の包括利益合計 9  △39

四半期包括利益 225  711

（内訳）  

 親会社株主に係る四半期包括利益 201  664

 少数株主に係る四半期包括利益 24  47
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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２四半期連結累計期間

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９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 517  1,265

 減価償却費 736  1,187

 のれん償却額 98  97

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △31  △11

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 19  27

 受取利息及び受取配当金 △2  △2

 支払利息 130  125

 支払手数料 1  11

 固定資産売却損益（△は益） △6  △48

 売上債権の増減額（△は増加） △27  △800

 たな卸資産の増減額（△は増加） 3  12

 仕入債務の増減額（△は減少） 45  356

 繰延資産の増減額（△は増加） △68  △3

 未払金の増減額（△は減少） 52  201

 未払消費税等の増減額（△は減少） △15  △0

 その他 △375  △12

 小計 1,078  2,407

 利息及び配当金の受取額 1  2

 利息の支払額 △135  △129

 法人税等の支払額 △260  △740

 営業活動によるキャッシュ・フロー 684  1,539

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  7

 定期預金の預入による支出 △4  △4

 定期預金の払戻による収入 14  －

 投資有価証券の取得による支出 △2  △2

 投資有価証券の売却による収入 0  －

 有形固定資産の取得による支出 △334  △2,165

 有形固定資産の売却による収入 7  83

 子会社株式の取得による支出 △2  －

 その他 32  △25

 投資活動によるキャッシュ・フロー △287  △2,136
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  (単位:百万円)

 

前第２四半期連結累計期間

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

 短期借入金の増減額（△は減少） 117  316

 長期借入れによる収入 1,378  1,488

 長期借入金の返済による支出 △1,543  △1,752

 長期未払金の返済による支出 △45  △57

 社債の償還による支出 △20  △70

 株式の発行による収入 9  38

 自己株式の売却による収入 －  183

 配当金の支払額 △49  △61

 少数株主への配当金の支払額 △14  △17

 その他 △158  △425

 財務活動によるキャッシュ・フロー △326  △358

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 69  △955

現金及び現金同等物の期首残高 3,845  5,118

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,915  4,162
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

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２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日） 

当社は、平成24年７月９日開催の取締役会において、第三者割当による自己株式の処分を行うこ

とを決議し、平成24年８月27日付で普通株式120,000株を処分しました。この結果、当第２四半期連

結累計期間において資本剰余金が82百万円増加、自己株式が100百万円減少し、当第２四半期連結会

計期間末において資本剰余金が4,404百万円、自己株式が207百万円となっております。 
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