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 (百万円未満切捨て) 
１．2020年３月期の連結業績（2019年４月１日～2020年３月31日） 

（１）連結経営成績 (％表示は対前期増減率) 
 

 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 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

2020年３月期 11,490 1.7 806 △21.1 821 △22.6 570 △16.0 

2019年３月期 11,297 4.5 1,023 △10.4 1,061 △4.9 678 △8.2 
 

(注) 包括利益 2020年３月期 517 百万円 ( △23.8 ％)  2019年３月期 679 百万円 ( △12.6 ％) 
  

 
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 ％ ％ ％ 

2020年３月期 35.94 ― 3.8 4.0 7.0 

2019年３月期 42.78 ― 4.6 5.2 9.1 
 

(参考) 持分法投資損益 2020年３月期 ― 百万円  2019年３月期 ― 百万円 
  

（２）連結財政状態  
 

 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 

2020年３月期 20,475 15,268 74.6 962.03 

2019年３月期 20,647 14,957 72.4 942.40 
 

(参考) 自己資本  2020年３月期 15,268 百万円   2019年３月期 14,957 百万円 
  

（３）連結キャッシュ・フローの状況  
 

 
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 

2020年３月期 872 △671 △730 3,366 

2019年３月期 1,331 294 △873 3,895 

  

２．配当の状況 

 
年間配当金 配当金総額 

(合計) 
配当性向 
(連結) 

純資産 
配当率 
(連結) 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 ％ ％ 

2019年３月期 ― 0.00 ― 13.00 13.00 206 30.4 1.4 

2020年３月期 ― 0.00 ― 11.00 11.00 174 30.6 1.2 
2021年３月期 

(予想) 
― 0.00 ― ― ―  ―  

 (注）2021年３月期（予想）配当金につきましては、現時点において未定です。具体的な配当金額につきましては、 

    決定後速やかに公表いたします。 
  



３．2021年３月期の連結業績予想（2020年４月１日～2021年３月31日） 

 第２四半期（累計）及び通期業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大が、当社グルー

プの事業環境に大きく影響を及ぼしており、現段階では合理的な業績予想の算定が難しい状況であることから、公表

を見送ることといたします。詳細は、添付資料３ページ「１．経営成績等の概況（４）今後の見通し」をご覧くださ

い。 

 

※ 注記事項 

（１）期中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) ： 無 

  新規  ―社 (社名)          、除外  ―社 (社名) 

  

（２）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 

  

（３）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 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 ― 株 2019年３月期 ― 株 

③ 期中平均株式数 2020年３月期 15,871,400 株 2019年３月期 15,871,400 株 

  

(参考) 個別業績の概要 

１．2020年３月期の個別業績（2019年４月１日～2020年３月31日） 

（１）個別経営成績 (％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 ％ 

2020年３月期 9,605 1.4 731 △22.8 757 △23.9 538 △19.6 

2019年３月期 9,469 4.5 947 △12.2 994 △5.8 670 △5.6 
  

 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 
 円 銭 円 銭 

2020年３月期 33.96 ― 

2019年３月期 42.23 ― 

  

（２）個別財政状態 

 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 

2020年３月期 19,452 15,205 78.2 958.06 

2019年３月期 19,651 14,925 76.0 940.41 
 

(参考) 自己資本 2020年３月期 15,205 百万円   2019年３月期 14,925 百万円 

  

２．2021年３月期の個別業績予想（2020年４月１日～2021年３月31日） 

 第２四半期（累計）及び通期業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大が、当社の事業

環境に大きく影響を及ぼしており、現段階では合理的な業績予想の算定が難しい状況であることから、公表を見送る

ことといたします。 

 

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です 

  

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 当社は、2020年６月４日（木）に決算説明会の資料を開示するとともに、ホームページに動画配信を掲載する予定で

す。 
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１．経営成績等の概況 

（１）当期の経営成績の概況 

当連結会計年度におけるわが国経済は、海外経済の減速等を背景に外需が弱いものの、自然災害の復旧・復興及び

消費増税の影響による下振れからの持ち直しもあり、雇用・所得環境は改善傾向が持続しております。一方、新型コ

ロナウイルスの影響による世界経済及び国内経済の動向や新興国経済の見通し及び地政学リスクといった様々な景気

下振れリスクにも直面しており、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、廃プラ処理費用の高騰や資源相場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11,490,323千円（前年同期比1.7％増）となりました。営業利益は806,887千

円（前年同期比21.1%減）、経常利益は821,765千円（前年同期比22.6%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は

570,451千円（前年同期比16.0%減）となりました。 

 

（２）当期の財政状態の概況 

 （流動資産） 

 当連結会計年度末における流動資産は、5,619,429千円となり、前連結会計年度末に比べ、544,473千円減少いた

しました。主な要因は、鹿浜リサイクルセンターを始めとした設備投資資金の支払等により現金及び預金が524,533

千円減少したことであります。 

 （固定資産） 

 当連結会計年度末における固定資産は、14,856,520千円となり、前連結会計年度末に比べ、372,500千円増加いた

しました。主な要因は、鹿浜リサイクルセンターの設備投資等による機械装置224,487千円の増加他により有形固定

資産その他が251,486千円増加したことであります。なお、建設仮勘定は739,825千円減少しましたが、同リサイク

ルセンターの設備完成により建物及び構築物等に振り替わったものであります。 

 （流動負債） 

 当連結会計年度末における流動負債の残高は1,817,592千円となり、前連結会計年度末に比べ376,081千円減少い

たしました。主な要因は、未払法人税等95,004千円、鹿浜リサイクルセンターの完成等による未払消費税73,279千

円の減少等により流動負債その他が213,059千円減少したことであります。 

 （固定負債） 

 当連結会計年度末における固定負債の残高は3,389,599千円となり、前連結会計年度末に比べ107,438千円減少い

たしました。主な要因は、リース負債が133,374千円増加したものの、約定返済により長期借入金が245,505千円減

少したことであります。 

 （純資産） 

 当連結会計年度末における純資産の残高は15,268,757千円となり、前連結会計年度末に比べ311,545千円増加いた

しました。主な要因は、親会社株主に帰属する当期純利益570,451千円及び配当金の支払206,328千円により利益剰

余金が364,123千円増加したことであります。 
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（３）当期のキャッシュ・フローの概況 

 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の期末残高は、前連結会計年度の期末残  

高に比べ、529,537千円減少し、3,366,210千円となりました。 

    当連結会計年度における各キャッシュ・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） 

 当連結会計年度の営業活動により増加した資金は872,391千円(前連結会計年度比34.5％減)となりました。主な要

因は、税金等調整前当期純利益が832,682千円となったこと及び減価償却費596,233千円等の収入、法人税の支払額

368,497千円等の支出によるものです。 

   （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度の投資活動により減少した資金は671,846千円(前連結会計年度は294,260千円の収入)となりまし

た。主な要因は、鹿浜リサイクルセンター既存建物建替え工事及び社員寮の取得等の有形固定資産の取得による支

出652,878千円によるものです。 

   （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度の財務活動により減少した資金は730,082千円(前連結会計年度比16.4%減)となりました。主な要

因は、長期借入金の返済による支出331,386千円、ファイナンス・リース債務の返済による支出248,243千円、配当

金の支払による支出205,842千円によるものです。 

 

（４）今後の見通し 

 今後のわが国の経済情勢は、新型コロナウイルスの世界的な流行により内外需ともに大きく下振れし、企業収益

の悪化とともに設備投資は慎重化される等、大幅なマイナス成長が続くものと思われます。 

 このような環境の下で、当社グループは引き続きコンプライアンス重視の姿勢を一貫し、営業力の強化と、より

一層の安全と安心を求める社会的要求に応える体制を整えるべく投資を行い、事業の拡大を目指していきたいと考

えております。 

  しかしながら、次期(2021年３月期)の連結業績見通しに関しましては、新型コロナウイルス感染症の影響により、

顧客事業の一定期間の自粛等当社グループの事業環境に大きく影響を及ぼすことが予想され、現時点において新型

コロナウイルス感染拡大の終息時期及び回復時期については予想が困難であるため、公表を見送り、開示が可能と

なった時点で速やかに公表することといたします。 

 

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方 

 当社グループは、連結財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、会計基準につきましては日

本基準を適用しております。なお、IFRS（国際財務報告基準）の適用につきましては、国内外の情勢を考慮の上、

適切に対応していく方針であります。  
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３．連結財務諸表及び主な注記 

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

前連結会計年度 
(2019年３月31日) 

当連結会計年度 
(2020年３月31日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 4,857,956 4,333,422 

  売掛金 1,235,144 1,212,659 

  商品 4,432 4,966 

  貯蔵品 14,727 16,347 

  前払費用 38,358 49,368 

  その他 14,080 2,995 

  貸倒引当金 △796 △330 

  流動資産合計 6,163,903 5,619,429 

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 1,056,774 1,790,694 

   土地 8,738,476 8,798,448 

   リース資産（純額） 561,104 647,143 

   建設仮勘定 902,618 162,793 

   その他（純額） 229,596 481,082 

   有形固定資産合計 11,488,570 11,880,162 

  無形固定資産   

   のれん 18,870 ― 

   その他 103,642 99,175 

   無形固定資産合計 122,513 99,175 

  投資その他の資産   

   投資有価証券 834,952 767,020 

   繰延税金資産 282,345 320,700 

   長期預金 5,000 ― 

   保険積立金 1,596,269 1,589,098 

   その他 156,035 201,596 

   貸倒引当金 △1,666 △1,233 

   投資その他の資産合計 2,872,936 2,877,182 

  固定資産合計 14,484,020 14,856,520 

 資産合計 20,647,923 20,475,949 
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           (単位：千円) 
          

前連結会計年度 
(2019年３月31日) 

当連結会計年度 
(2020年３月31日) 

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 328,771 284,457 

  短期借入金 178,327 173,716 

  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 331,386 345,505 

  リース債務 301,049 266,907 

  未払法人税等 198,092 103,088 

  賞与引当金 199,278 200,208 

  その他 616,767 403,707 

  流動負債合計 2,193,673 1,817,592 

 固定負債   

  社債 40,000 ― 

  長期借入金 1,526,824 1,281,318 

  リース債務 297,618 430,993 

  繰延税金負債 680,048 681,791 

  退職給付に係る負債 500,994 529,048 

  役員退職慰労引当金 401,617 416,054 

  その他 49,934 50,393 

  固定負債合計 3,497,037 3,389,599 

 負債合計 5,690,711 5,207,192 

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 12,903,711 

  株主資本合計 14,767,667 15,131,790 

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 189,544 136,966 

  その他の包括利益累計額合計 189,544 136,966 

 純資産合計 14,957,211 15,268,757 

負債純資産合計 20,647,923 20,475,949 
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

連結損益計算書 

           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自 2018年４月１日 
 至 2019年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2019年４月１日 

 至 2020年３月31日) 

売上高 11,297,581 11,490,323 

売上原価 9,081,300 9,521,345 

売上総利益 2,216,280 1,968,978 

販売費及び一般管理費 1,193,142 1,162,091 

営業利益 1,023,138 806,887 

営業外収益   

 受取利息 1,408 840 

 受取配当金 9,910 11,108 

 保険解約返戻金 40,218 20,303 

 受取保険金 6,629 4,438 

 保険事務手数料 5,303 5,274 

 その他 8,507 5,008 

 営業外収益合計 71,978 46,974 

営業外費用   

 支払利息 29,829 25,302 

 その他 3,664 6,794 

 営業外費用合計 33,494 32,096 

経常利益 1,061,622 821,765 

特別利益   

 固定資産売却益 6,375 13,140 

 投資有価証券売却益 973 499 

 その他 ― 105 

 特別利益合計 7,349 13,744 

特別損失   

 固定資産売却損 ― 289 

 固定資産除却損 525 1,452 

 投資有価証券評価損 ― 1,084 

 特別損失合計 525 2,827 

税金等調整前当期純利益 1,068,447 832,682 

法人税、住民税及び事業税 392,232 275,638 

法人税等調整額 △2,704 △13,407 

法人税等合計 389,527 262,231 

当期純利益 678,920 570,451 

親会社株主に帰属する当期純利益 678,920 570,451 
 

 

連結包括利益計算書 

           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自 2018年４月１日 
 至 2019年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2019年４月１日 

 至 2020年３月31日) 

当期純利益 678,920 570,451 

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 370 △52,577 

 その他の包括利益合計 370 △52,577 

包括利益 679,291 517,873 

（内訳）   

 親会社株主に係る包括利益 679,291 517,873 
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（３）連結株主資本等変動計算書 

前連結会計年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) 

 (単位：千円) 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

当期首残高 827,736 1,400,341 12,082,867 14,310,946 

当期変動額     

剰余金の配当   △222,199 △222,199 

親会社株主に帰属す

る当期純利益 
  678,920 678,920 

株主資本以外の項目 

の当期変動額（純

額） 

    

当期変動額合計 ― ― 456,720 456,720 

当期末残高 827,736 1,400,341 12,539,588 14,767,667 

 

 

その他の包括利益累計額 

純資産合計 その他 

有価証券 

評価差額金 

その他の 

包括利益 

累計額合計 

当期首残高 189,173 189,173 14,500,119 

当期変動額    

剰余金の配当   △222,199 

親会社株主に帰属す

る当期純利益 
  678,920 

株主資本以外の項目 

の当期変動額（純

額） 

370 370 370 

当期変動額合計 370 370 457,091 

当期末残高 189,544 189,544 14,957,211 
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当連結会計年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) 

 (単位：千円) 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

当期首残高 827,736 1,400,341 12,539,588 14,767,667 

当期変動額     

剰余金の配当   △206,328 △206,328 

親会社株主に帰属す

る当期純利益 
  570,451 570,451 

株主資本以外の項目 

の当期変動額（純

額） 

    

当期変動額合計 － － 364,123 364,123 

当期末残高 827,736 1,400,341 12,903,711 15,131,790 

 

 

その他の包括利益累計額 

純資産合計 その他 

有価証券 

評価差額金 

その他の 

包括利益 

累計額合計 

当期首残高 189,544 189,544 14,957,211 

当期変動額    

剰余金の配当   △206,328 

親会社株主に帰属す

る当期純利益 
  570,451 

株主資本以外の項目 

の当期変動額（純

額） 

△52,577 △52,577 △52,577 

当期変動額合計 △52,577 △52,577 311,545 

当期末残高 136,966 136,966 15,268,757 
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 
           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自 2018年４月１日 
 至 2019年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2019年４月１日 

 至 2020年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前当期純利益 1,068,447 832,682 

 減価償却費 546,397 596,233 

 のれん償却額 32,194 18,870 

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 18,553 14,437 

 賞与引当金の増減額（△は減少） 9,791 930 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 455 96 

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 58,023 28,053 

 受取利息及び受取配当金 △11,319 △11,949 

 受取保険金 △6,629 △4,438 

 支払利息 29,829 25,302 

 保険解約返戻金 △40,218 △20,303 

 投資有価証券売却損益（△は益） △973 △499 

 投資有価証券評価損益（△は益） ― 1,084 

 固定資産売却損益（△は益） △6,375 △12,850 

 固定資産除却損 525 1,452 

 売上債権の増減額（△は増加） △34,407 21,921 

 たな卸資産の増減額（△は増加） 4,450 △2,153 

 仕入債務の増減額（△は減少） 33,284 △44,314 

 預り金の増減額（△は減少） 32,074 △67,988 

 その他 101,290 △126,480 

 小計 1,835,394 1,250,086 

 利息及び配当金の受取額 11,715 11,593 

 利息の支払額 △29,404 △25,228 

 保険金の受取額 6,629 4,438 

 法人税等の支払額 △492,655 △368,497 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,331,679 872,391 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の純増減額（△は増加） 1,317,279 △3 

 有形固定資産の取得による支出 △947,088 △652,878 

 有形固定資産の売却による収入 7,649 15,641 

 無形固定資産の取得による支出 △24,012 △43,387 

 投資有価証券の取得による支出 △8,228 △8,691 

 投資有価証券の売却及び償還による収入 13,664 600 

 保険積立金の積立による支出 △142,966 △132,662 

 保険積立金の払戻による収入 77,543 172,154 

 その他 418 △22,619 

 投資活動によるキャッシュ・フロー 294,260 △671,846 
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           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自 2018年４月１日 
 至 2019年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2019年４月１日 

 至 2020年３月31日) 

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） 13,865 △4,611 

 長期借入れによる収入 ― 100,000 

 長期借入金の返済による支出 △330,888 △331,386 

 社債の償還による支出 △40,000 △40,000 

 ファイナンス・リース債務の返済による支出 △294,511 △248,243 

 配当金の支払額 △221,807 △205,842 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △873,342 △730,082 

現金及び現金同等物に係る換算差額 ― ― 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 752,597 △529,537 

現金及び現金同等物の期首残高 3,143,150 3,895,748 

現金及び現金同等物の期末残高 3,895,748 3,366,210 
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（５）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。 

 

(セグメント情報等) 

(セグメント情報) 

当社グループは、総合廃棄物処理事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。 

 

(１株当たり情報) 

  

 
 前連結会計年度 

(自  2018年４月１日 
  至  2019年３月31日) 

 当連結会計年度 
(自  2019年４月１日 
 至  2020年３月31日) 

 １株当たり純資産額 942.40円 962.03円 

 １株当たり当期純利益 42.78円 35.94円 

  潜在株式調整後 
 １株当たり当期純利益 

― ― 

 (注) １．潜在株式は存在しないため潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は、記載していません。 
      ２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
 

 
 前連結会計年度 

(自  2018年４月１日 
  至  2019年３月31日) 

 当連結会計年度 
(自  2019年４月１日 
 至  2020年３月31日) 

 １株当たり当期純利益（円） 42.78 35.94 

 親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 678,920 570,451 

 普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― 

 普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 678,920 570,451 

 普通株式の期中平均株式数(株) 15,871,400 15,871,400 

 
３．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
 

項目 
 前連結会計年度 
(2019年３月31日)  

 当連結会計年度 
(2020年３月31日) 

純資産の部の合計額(千円) 14,957,211 15,268,757 

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) ― ― 

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 14,957,211 15,268,757 

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式 
の数（株） 

15,871,400 15,871,400 

 
 

(重要な後発事象) 

該当事項はございません。 

  


