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(百万円未満切捨て) 

１．2020年３月期第１四半期の連結業績（2019年４月１日～2019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 
親会社株主に帰属 
する四半期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

2020年３月期第１四半期 2,891 5.1 235 △1.0 240 △0.6 158 △0.6 

2019年３月期第１四半期 2,750 － 238 － 242 － 159 － 
 
(注) 包括利益 2020年３月期第１四半期 137 百万円 (  △24.3 ％) 2019年３月期第１四半期 182 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 

2020年３月期第１四半期 10.00 － 

2019年３月期第１四半期 10.05 － 
（注） 2019年３月期第１四半期の対前年同四半期増減率については、2018年３月期第１四半期の財務諸表を作成してい

ないため記載していません。 
 
（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 ％ 

2020年３月期第１四半期 20,462 14,888 72.8 

2019年３月期 20,647 14,957 72.4 
 
(参考) 自己資本 2020年３月期第１四半期 14,888 百万円  2019年３月期 14,957 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 

2019年３月期 ― 0.00 ― 13.00 13.00 

2020年３月期 ―         

2020年３月期(予想)   0.00 ― 13.00 13.00 

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 

  

３．2020年３月期の連結業績予想（2019年４月１日～2020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 
親会社株主に帰属 
する当期純利益 

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) 5,816 5.3 533 13.8 550 10.5 366 10.9 23.08 

通期 11,826 4.7 990 △3.2 1,021 △3.8 682 0.5 43.00 

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 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 ： 無 

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) 

  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 

（注） 詳細は、添付資料P.８「四半期連結財務諸表に関する注記事項（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理
の適用）」をご覧ください。 

 

（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 ： 無 

② ①以外の会計方針の変更 ： 無 

③ 会計上の見積りの変更 ： 無 

④ 修正再表示 ： 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) 2020年３月期１Ｑ 15,871,400株 2019年３月期 15,871,400株 

② 期末自己株式数 2020年３月期１Ｑ －株 2019年３月期 －株 

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年３月期１Ｑ 15,871,400株 2019年３月期１Ｑ 15,871,400株 

  

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です 

  

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  （将来に関する記述等についてのご注意） 

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、本資料の提出日現在において当社が入手している情

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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありませ

ん。また、実際の業績等は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。なお、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、添付資料３ページ「1.当四半期決算に関する定

性的情報（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」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）経営成績に関する説明 

  ①2020年３月期 第１四半期連結累計期間の概況 

当第１四半期連結累計期間における国内景気は、輸出や生産の一部に弱さが見られ、企業収益と設備投資はやや足踏

みするも、観光支援補助金や10連休の効果もあって個人消費は緩やかな回復が継続しております。一方、世界経済は、

海外の通商政策の動向、中国経済の減速、英国のＥＵ離脱等の影響による海外経済の先行き不透明感は強く、予断を許

さない状態が続いております。 

当社グループの主要業務である廃棄物処理業につきましては、循環型社会形成の推進及び資源の有効利用促進といっ

た、環境保全や法令遵守において当業界に対する社会的要求の高まりに応える努力と変革が引き続き求められておりま

す。 

このような経営環境の下、一般廃棄物及び産業廃棄物の収集運搬処分業務を主業とし、より厳格なコンプライアンス

や適正処理の推進、顧客ニーズに合致する営業活動と業容の拡大に取り組んでまいりました。また、徹底した原価低減

を継続しましたが、廃プラ処理費用の上昇や当業界における資源相場の変動等の影響を受けることとなりました。 

その結果、当連結会計年度の売上高は2,891,264千円（前年同期比5.1%増）となりました。また、営業利益は235,936

千円（前年同期比1.0%減）、経常利益は240,988千円（前年同期比0.6%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は

158,635千円（前年同期比0.6%減）となりました。 

 

  ②セグメント別の概況 

当社グループは単一セグメントでありますが、事業区分別の売上高では、収集運搬・処分事業2,004,661千円（前年

同期比5.0%増）、リサイクル事業298,079千円（前年同期比3.3%減）、行政受託事業588,523千円（前年同期比10.4%増）

となりました。 

 

（２）財政状態に関する説明 

 （流動資産） 

当第１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は5,961,199千円となり、前連結会計年度末に比べ202,703千円

減少いたしました。主な要因は、配当金の支払、鹿浜リサイクルセンター建替え工事の進行及び借入金の約定返済等に

より現金及び預金が310,984千円減少したこと等であります。 

 （固定資産） 

当第１四半期連結会計期間末における固定資産の残高は14,501,486千円となり、前連結会計年度末に比べ17,465千円

増加いたしました。主な要因は、鹿浜リサイクルセンター建替え工事の進行等により建設仮勘定が61,830千円増加した

こと等であります。 

 （流動負債） 

当第１四半期連結会計期間末における流動負債の残高は2,186,895千円となり、前連結会計年度末に比べ6,778千円減

少いたしました。主な要因は、短期借入金が163,681千円増加したものの、法人税等の支払により未払法人税等が

90,560千円、賞与の支払により賞与引当金が40,732千円、リース債務が40,747千円それぞれ減少したこと等であります。 

 （固定負債） 

当第１四半期連結会計期間末における固定負債の残高は3,386,965千円となり、前連結会計年度末に比べ110,072千円

減少いたしました。主な要因は、約定返済により長期借入金が82,925千円減少したこと等であります。 

 （純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は14,888,825千円となり、前連結会計年度末に比べ68,386千円減 

少いたしました。主な要因は、配当金の支払による206,328千円の減少と四半期純利益による158,635千円の増加により 

利益剰余金が47,692千円減少したこと等であります。 
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

2020年３月期第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、2019年５月15日に公表した数値から変

更しておりません。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記 

（１）四半期連結貸借対照表 
           (単位：千円) 
          

前連結会計年度 
(2019年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(2019年６月30日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 4,857,956 4,546,971 

  売掛金 1,235,144 1,305,046 

  商品 4,432 4,855 

  貯蔵品 14,727 9,898 

  前払費用 38,358 91,189 

  その他 14,080 4,112 

  貸倒引当金 △796 △874 

  流動資産合計 6,163,903 5,961,199 

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 1,056,774 1,053,522 

   土地 8,738,476 8,743,476 

   リース資産（純額） 561,104 490,855 

   建設仮勘定 902,618 964,448 

   その他（純額） 229,596 221,355 

   有形固定資産合計 11,488,570 11,473,658 

  無形固定資産   

   のれん 18,870 14,152 

   その他 103,642 109,913 

   無形固定資産合計 122,513 124,065 

  投資その他の資産   

   投資有価証券 834,952 806,873 

   繰延税金資産 282,345 291,478 

   長期預金 5,000 5,000 

   保険積立金 1,596,269 1,622,940 

   その他 156,035 179,595 

   貸倒引当金 △1,666 △2,127 

   投資その他の資産合計 2,872,936 2,903,761 

  固定資産合計 14,484,020 14,501,486 

 資産合計 20,647,923 20,462,686 
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           (単位：千円) 
          

前連結会計年度 
(2019年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(2019年６月30日) 

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 328,771 311,395 

  短期借入金 178,327 342,008 

  1年内償還予定の社債 40,000 40,000 

  1年内返済予定の長期借入金 331,386 331,512 

  リース債務 301,049 260,302 

  未払法人税等 198,092 107,531 

  賞与引当金 199,278 158,546 

  その他 616,767 635,598 

  流動負債合計 2,193,673 2,186,895 

 固定負債   

  社債 40,000 40,000 

  長期借入金 1,526,824 1,443,898 

  リース債務 297,618 263,588 

  繰延税金負債 680,048 668,483 

  退職給付に係る負債 500,994 514,915 

  役員退職慰労引当金 401,617 406,020 

  その他 49,934 50,059 

  固定負債合計 3,497,037 3,386,965 

 負債合計 5,690,711 5,573,860 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 827,736 827,736 

  資本剰余金 1,400,341 1,400,341 

  利益剰余金 12,539,588 12,491,895 

  株主資本合計 14,767,667 14,719,974 

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 189,544 168,850 

  その他の包括利益累計額合計 189,544 168,850 

 純資産合計 14,957,211 14,888,825 

負債純資産合計 20,647,923 20,462,686 
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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１四半期連結累計期間 

           (単位：千円) 
          前第１四半期連結累計期間 

(自 2018年４月１日 
 至 2018年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 2019年４月１日 

 至 2019年６月30日) 

売上高 2,750,060 2,891,264 

売上原価 2,208,204 2,345,854 

売上総利益 541,855 545,409 

販売費及び一般管理費 303,494 309,472 

営業利益 238,361 235,936 

営業外収益   

 受取利息 328 198 

 受取配当金 2,649 2,795 

 保険解約返戻金 5,905 6,471 

 その他 3,186 2,368 

 営業外収益合計 12,070 11,834 

営業外費用   

 支払利息 8,030 6,783 

 営業外費用合計 8,030 6,783 

経常利益 242,400 240,988 

特別利益   

 固定資産売却益 2,249 1,688 

 投資有価証券売却益 973 － 

 特別利益合計 3,223 1,688 

特別損失   

 固定資産除却損 16 46 

 特別損失合計 16 46 

税金等調整前四半期純利益 245,608 242,629 

法人税等 86,029 83,994 

四半期純利益 159,579 158,635 

親会社株主に帰属する四半期純利益 159,579 158,635 
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四半期連結包括利益計算書 

第１四半期連結累計期間 

           (単位：千円) 
          前第１四半期連結累計期間 

(自 2018年４月１日 
 至 2018年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 2019年４月１日 

 至 2019年６月30日) 

四半期純利益 159,579 158,635 

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 22,739 △20,693 

 その他の包括利益合計 22,739 △20,693 

四半期包括利益 182,318 137,941 

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 182,318 137,941 
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 

（継続企業の前提に関する注記） 

       該当事項はございません。 

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） 

    該当事項はございません。 

 

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用） 

当社の税金費用については、当第１四半期会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

 


