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(百万円未満切捨て) 

１．2021年３月期第２四半期の連結業績（2020年４月１日～2020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 
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 ％ 

2021年３月期第２四半期 5,320 △7.9 314 △31.8 344 △26.8 200 △36.7 

2020年３月期第２四半期 5,775 4.6 460 △1.8 470 △5.5 316 △4.1 
 
(注) 包括利益 2021年３月期第２四半期 239 百万円 (  △23.4 ％) 2020年３月期第２四半期 312 百万円 (  △13.9 ％) 

  

 
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 

2021年３月期第２四半期 12.64 － 

2020年３月期第２四半期 19.96 － 
  

（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 ％ 

2021年３月期第２四半期 20,509 15,333 74.8 

2020年３月期 20,475 15,268 74.6 
 
(参考) 自己資本 2021年３月期第２四半期 15,333 百万円  2020年３月期 15,268 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 

2020年３月期 － 0.00 － 11.00 11.00 

2021年３月期 － 0.00       

2021年３月期(予想)     － － － 

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 

  

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

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 10,947 △4.7 645 △19.9 709 △13.7 446 △21.7 28.16 

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有 

   詳細につきましては、本日公表の「第２四半期業績予想と実績値との差異及び通期業績予想の修正に関するお知 

らせ」をご参照ください。 

  
  



※ 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.９「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) 2021年３月期２Ｑ 15,871,400株 2020年３月期 15,871,400株 

② 期末自己株式数 2021年３月期２Ｑ －株 2020年３月期 －株 

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期２Ｑ 15,871,400株 2020年３月期２Ｑ 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大きく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。 

 

  （四半期決算補足説明資料の入手方法について） 

四半期決算における決算説明動画及び決算補足説明資料につきましては、2020年11月27日（金）に当社ウェブサイ

トに掲載する予定です。 
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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 

  ①2021年３月期 第２四半期連結累計期間の概況 

当第２四半期連結累計期間における国内景気は、緊急事態宣言が全面解除された５月を底として緩やかな回復基調が

続いているものの、７月以降の新規感染者数は増加傾向にあり予断を許さない状態が継続しております。また、世界経

済においても、長期化する国際的な通商問題の影響に加え、今後の新型コロナウイルスの感染状況によって起こりうる

様々な景気下振れリスクに直面しております。 

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、新型コロナウイルス感染拡大に伴う一部顧客の休業又は営業時間短縮等によるごみ収集量の減少や

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、当第２四半期連結累計期間における売上高は5,320,604千円（前年同期比7.9%減）となりました。また、

営業利益は314,447千円（前年同期比31.8%減）、経常利益は344,759千円（前年同期比26.8%減）、親会社株主に帰属す

る四半期純利益は200,665千円（前年同期比36.7%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3,640,065千円（前年

同期比10.3%減）、リサイクル事業336,697千円（前年同期比37.7%減）、行政受託事業1,343,840千円（前年同期比

14.0%増）となりました。 

 

（２）財政状態に関する説明 

  ① 資産、負債及び純資産の状況 

 （流動資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における流動資産の残高は5,339,135千円となり、前連結会計年度末に比べ280,294千円

減少いたしました。主な要因は、鹿浜リサイクセンター建替え工事費用の支払い等により現金及び預金が338,567千円

減少したことであります。 

 （固定資産） 

当第２四半期連結会計期間末における固定資産の残高は15,170,645千円となり、前連結会計年度末に比べ314,124千

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費用の支払い等により建設仮勘定が249,719千

円増加したこと及び評価替えにより投資有価証券が60,362千円増加したことであります。 

 （流動負債） 

当第２四半期連結会計期間末における流動負債の残高は1,903,108千円となり、前連結会計年度末に比べ85,515千円

増加いたしました。主な要因は、未払消費税の増加等により流動負債その他が64,439千円増加したことであります。 

 （固定負債） 

当第２四半期連結会計期間末における固定負債の残高は3,273,006千円となり、前連結会計年度末に比べ116,593千円

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169,716千円減少したことであります。 

 （純資産） 

当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は15,333,665千円となり、前連結会計年度末に比べ64,908千円増

加いたしました。主な要因は、配当金の支払による174,585千円の減少と四半期純利益による200,665千円の増加により

利益剰余金が26,080千円増加したこと及び投資有価証券の評価替えによりその他有価証券評価差額金が38,827千円増加

したことであります。 
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 ② キャッシュ・フローの状況 

当社グループの当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。 

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の四半期末残高は、前連結会計年

度の期末残高に比べ、338,569千円減少し、3,027,641千円となりました。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が311,419千円となったこと及び減価償却費

295,033千円等により、620,163千円の収入となりました(前年同期は204,167千円の収入)。 

 (投資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・フローは、鹿浜リサイクルセンター建替え工事等の有形固定資産の取得による支出

389,557千円等により、460,330千円の支出となりました(前年同期は225,310千円の支出)。 

 (財務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・フローは、長期借入金の返済による支出175,919千円、ファイナンス・リース債務の返

済による支出133,487千円、配当金の支払による支出174,050千円等により、498,402千円の支出となりました(前年同期

は541,016千円の支出)。 

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

  2021年３月期通期の連結業績予想につきましては、2020年６月23日に公表いたしました連結業績予想を修正しており 

 ます。詳細につきましては、本日（2020年11月13日）別途開示しております「第２四半期業績予想と実績値との差異及 

 び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
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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 
(2020年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(2020年９月30日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 4,333,422 3,994,854 

  売掛金 1,212,659 1,243,160 

  商品 4,966 4,169 

  貯蔵品 16,347 14,014 

  前払費用 49,368 73,807 

  その他 2,995 9,467 

  貸倒引当金 △330 △340 

  流動資産合計 5,619,429 5,339,135 

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 1,790,694 1,815,825 

   土地 8,798,448 8,814,648 

   リース資産（純額） 647,143 647,587 

   建設仮勘定 162,793 412,512 

   その他（純額） 481,082 440,625 

   有形固定資産合計 11,880,162 12,131,199 

  無形固定資産   

   その他 99,175 84,162 

   無形固定資産合計 99,175 84,162 

  投資その他の資産   

   投資有価証券 767,020 827,383 

   繰延税金資産 320,700 303,564 

   保険積立金 1,589,098 1,626,105 

   その他 201,596 199,772 

   貸倒引当金 △1,233 △1,542 

   投資その他の資産合計 2,877,182 2,955,283 

  固定資産合計 14,856,520 15,170,645 

 資産合計 20,475,949 20,509,780 
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           (単位：千円) 
          

前連結会計年度 
(2020年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(2020年９月30日) 

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 284,457 282,780 

  短期借入金 173,716 178,771 

  1年内償還予定の社債 40,000 20,000 

  1年内返済予定の長期借入金 345,505 339,303 

  リース債務 266,907 258,410 

  未払法人税等 103,088 133,899 

  賞与引当金 200,208 221,796 

  その他 403,707 468,147 

  流動負債合計 1,817,592 1,903,108 

 固定負債   

  長期借入金 1,281,318 1,111,601 

  リース債務 430,993 440,046 

  繰延税金負債 681,791 679,749 

  退職給付に係る負債 529,048 565,109 

  役員退職慰労引当金 416,054 425,887 

  その他 50,393 50,611 

  固定負債合計 3,389,599 3,273,006 

 負債合計 5,207,192 5,176,114 

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 12,903,711 12,929,792 

  株主資本合計 15,131,790 15,157,871 

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 136,966 175,794 

  その他の包括利益累計額合計 136,966 175,794 

 純資産合計 15,268,757 15,333,665 

負債純資産合計 20,475,949 20,509,780 
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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：千円) 
          前第２四半期連結累計期間 

(自 2019年４月１日 
 至 2019年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 2020年４月１日 

 至 2020年９月30日) 

売上高 5,775,176 5,320,604 

売上原価 4,726,979 4,473,865 

売上総利益 1,048,197 846,739 

販売費及び一般管理費 587,265 532,291 

営業利益 460,932 314,447 

営業外収益   

 受取利息 436 380 

 受取配当金 6,380 6,289 

 保険解約返戻金 9,064 8,833 

 雇用調整助成金 － 18,837 

 その他 7,290 6,859 

 営業外収益合計 23,171 41,198 

営業外費用   

 支払利息 13,134 10,807 

 その他 － 80 

 営業外費用合計 13,134 10,887 

経常利益 470,969 344,759 

特別利益   

 固定資産売却益 7,835 7,458 

 その他 105 － 

 特別利益合計 7,941 7,458 

特別損失   

 固定資産売却損 － 68 

 固定資産除却損 46 40,730 

 特別損失合計 46 40,798 

税金等調整前四半期純利益 478,863 311,419 

法人税等 162,046 110,753 

四半期純利益 316,817 200,665 

親会社株主に帰属する四半期純利益 316,817 200,665 

 

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：千円) 
          前第２四半期連結累計期間 

(自 2019年４月１日 
 至 2019年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 2020年４月１日 

 至 2020年９月30日) 

四半期純利益 316,817 200,665 

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △4,302 38,827 

 その他の包括利益合計 △4,302 38,827 

四半期包括利益 312,515 239,493 

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 312,515 239,493 
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
           (単位：千円) 
          前第２四半期連結累計期間 

(自 2019年４月１日 
 至 2019年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 2020年４月１日 

 至 2020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 478,863 311,419 

 減価償却費 264,313 295,033 

 のれん償却額 9,435 － 

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,415 9,832 

 賞与引当金の増減額（△は減少） 19,521 21,587 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 470 319 

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 7,911 36,061 

 受取利息及び受取配当金 △6,816 △6,669 

 支払利息 13,134 10,807 

 保険解約返戻金 △9,064 △8,833 

 固定資産売却損益（△は益） △7,835 △7,390 

 固定資産除却損 46 40,730 

 売上債権の増減額（△は増加） △49,013 △30,810 

 たな卸資産の増減額（△は増加） 2,677 3,129 

 仕入債務の増減額（△は減少） △37,764 △1,677 

 預り金の増減額（△は減少） △64,498 3,961 

 その他 △246,587 28,771 

 小計 384,210 706,273 

 利息及び配当金の受取額 6,642 6,499 

 利息の支払額 △13,134 △10,807 

 法人税等の支払額 △173,550 △81,802 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 204,167 620,163 

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） 299,998 △1 

 有形固定資産の取得による支出 △439,404 △389,557 

 有形固定資産の売却による収入 6,806 5,584 

 有形固定資産の除却による支出 － △40,653 

 無形固定資産の取得による支出 △26,729 △1,705 

 投資有価証券の取得による支出 △4,185 △4,252 

 保険積立金の積立による支出 △67,736 △59,346 

 保険積立金の払戻による収入 26,863 32,208 

 その他 △20,923 △2,605 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △225,310 △460,330 
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           (単位：千円) 
          前第２四半期連結累計期間 

(自 2019年４月１日 
 至 2019年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 2020年４月１日 

 至 2020年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の純増減額（△は減少） △22,331 5,055 

 長期借入金の返済による支出 △165,630 △175,919 

 社債の償還による支出 △20,000 △20,000 

 ファイナンス・リース債務の返済による支出 △127,274 △133,487 

 配当金の支払額 △205,780 △174,050 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △541,016 △498,402 

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） △562,159 △338,569 

現金及び現金同等物の期首残高 3,895,748 3,366,210 

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,333,588 3,027,641 
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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２四半期連結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。 

 


