
平成１8年２月期　第3四半期財務・業績の概況（非連結）

上場会社名 株式会社ダイセキ環境ソリューション （コード番号：1712　東証マザーズ）

　　　（Ｕ Ｒ Ｌ http://www.daiseki-eco.co.jp/）
問合せ先 代表取締役社長 氏名 二宮　利彦 TEL：（052）611-6350

取締役 企画管理部長 氏名 村上　 実

1.四半期財務情報の作成等に係る事項

　①四半期財務諸表の作成基準 ：　中間財務諸表作成基準
　②最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ：　無
　③会計監査人の関与 ：　有
　　　四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等
　  に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」
　  に基づく意見表明のための手続きを受けております。

2.平成18年2月期第3四半期財務・業績の概況（平成17年3月1日～平成17年11月30日）

（1）経営成績の進捗状況

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

　18年2月期第3四半期 2,438 41.5 117 64.5 109 74.6 69 90.4
　17年2月期第3四半期 1,722 － 71 － 62 － 36 －
　（参考）17年2月期 2,494 100 83 46

円 銭 円 銭

　18年2月期第3四半期 2,614 75 － －
　17年2月期第3四半期 3,506 51 － －
　（参考）17年2月期 3,736 50 － －
（注）1.売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率であります。
　　　2.平成17年6月29日開催の取締役会決議により平成17年8月31日最終の株主名簿及び実質株主名簿

 に記載又は記録された株主の所有株式数を平成17年10月20日をもって1株を2株に分割いたしまし
 た。これに伴い発行済株式総数は13,275株増加し26,550株になっております。なお、平成18年2
 月期第3四半期の「1株当たり四半期純利益」は分割後の株式数により算出しております。

［経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］
　当第3四半期会計期間におけるわが国経済は、昨夏以来の原油価格の高騰等景気の本格的な回
復を遅らせる懸念材料もありましたが、企業収益の好転及び株式市場の活況等景気の回復基調が
鮮明化してまいりました。
　このような経済情勢下におきまして、環境問題に対する意識はますます高まりを見せ、産業廃
棄物処理に関する環境関連法の強化、環境税の導入等に見られる行政当局の動きと相俟って、民
間においても環境会計の導入、ISO14001の認証取得、グリーン調達、ゼロ・エミッション運動の
展開等、循環型社会を構築する動きが活発化されました。
　こうした流れを受け、当社におきましても土壌汚染調査・処理事業を大きな柱に据え、リサイ
クル事業並びに環境分析事業分野への展開も積極的に進めてまいりました。
　これらの結果、当第3四半期会計期間の売上高は2,438百万円（前年同期比41.5％増）、売上総
利益は337百万円（前年同期比31.2％増）と堅調に推移いたしました。販売費及び一般管理費は、
営業部門及び管理部門の強化に向けた増員により、人件費が増加し220百万円（前年同期比18.5％
増）となりましが、売上総利益が大きく伸びたため営業利益は117百万円（前年同期比64.5％増）
となりました。また、経常利益は109百万円（前年同期比74.6％増）、第3四半期純利益は69百万
円（前年同期比90.4％増）となりました。

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

1株当たり四半期
潜在株式調整後
1株当たり四半期
（当期）純利益

（百万円未満切捨）

平成18年1月10日
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（当期）純利益



　（部門別概況）
　　　部門別売上高

金額 構成比 金額 構成比 増減率 金額 構成比
百万円 ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％

1,526 88.5 2,267 93.0 48.6 2,226 89.2
68 3.9 100 4.1 45.5 108 4.3
83 4.8 60 2.5 △27.4 107 4.3
44 2.6 10 0.4 △76.6 52 2.1

1,722 100.0 2,438 100.0 41.6 2,494 100.0
 土壌汚染調査･処理部門
   平成15年2月に「土壌汚染対策法」が施行されたことを契機に、土壌汚染リスクに対する認識が
   社会的に浸透していく中、不動産売買、減損会計、環境報告書等に関する土壌調査、土壌処理
   の需要は着実に増加しております。
   このような旺盛な需要に対応するため、名古屋及び横浜の両リサイクルセンターの増設工事に
   より処理能力の倍増を図り、積極的な受注活動を展開してまいりました。
   その結果、売上高は2,267百万円（前年同期比48.6％増）となりました。
 リサイクル部門
   蛍光灯の中間処理、廃乾電池、廃バッテリー等の収集運搬を行い、水銀等のリサイクルを進め
   ておりますが、ISO14001認証取得企業の増加等によるリサイクルに対する認識の高まりの中で、
   売上高は100百万円（前年同期比45.5％増）となりました。
 環境分析部門
   産業廃棄物及び土壌の分析を行っておりますが、分析業務の多くは土壌調査に関するものであ
   り土壌汚染調査・処理部門への内部売上となるため、当部門の売上高には含めておりません。
　 土壌調査の受注増に伴い土壌調査に関する分析検体数は飛躍的に伸びておりますが、それ以外
   の外部売上となる分析業務が減少したことにより、当部門の売上高は60百万円（前年同期比
　 27.4％減）となりました。
 その他
   環境機器の販売及びメンテナンス並びに賃貸マンションの経営を行っておりますが、環境機器
   につきましては当第3四半期会計期間よりメンテナンスを主業務としたことにより機器販売が
   減少したため、当部門の売上高は10百万円（前年同期比76.6％減）となりました。

　（2）財政状態の変動状況

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年2月期第3四半期 3,525 1,148 32.6 43,253 13
17年2月期第3四半期 2,691 650 24.2 62,595 78
（参考）17年2月期 2,671 1,083 40.6 81,276 75

　（3）キャッシュ・フローの状況

百万円 百万円 百万円 百万円

18年2月期第3四半期 △ 232 △ 314 675 277
17年2月期第3四半期 △ 73 △ 633 300 232
（参考）17年2月期 △ 21 △ 870 402 149
［財政状態の変動状況に関する定性的情報等］
　 <財政状態の変動状況>
　前事業年度末から当第3四半期会計期間末までの財政状態の主な変動としましては、流動資産が
　852百万円から1,334百万円に増加したこと、固定資産が1,818百万円から2,190百万円に増加した
　こと、流動負債が1,018百万円から1,446百万円に増加したこと、及び固定負債が569百万円から
　930百万円に増加したことが挙げられます。
　流動資産及び流動負債の増加の主な要因は、業容の拡大に伴う売上債権の増加と運転資金の調達
　による短期借入金の増加であります。また、固定資産及び固定負債の増加の主な要因は、設備投
　資による有形固定資産の増加と、設備資金の調達による長期借入金の増加であります。
　 <キャッシュ・フローの状況>
　当第3四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末
　に比べて128百万円増加し、当第3四半期末は277百万円となりました。
　　（営業活動によるキャッシュ・フロー）
　　　当第3四半期会計期間におきましては、主に売上債権の増加372百万円、仕入債務の減少93百
　　　万円及び税引前第3四半期純利益110百万円等により総額では232百万円の支出となりました。
　　（投資活動によるキャッシュ・フロー）
　　　当第3四半期会計期間におきましては、主に有形固定資産の取得による308百万円の支出等に
　　　より、総額では314百万円の支出となりました。
　　（財務活動によるキャッシュ・フロー）
　　　当第3四半期会計期間におきましては、長期借入れによる600百万円の収入等により総額では
　　　675百万円の収入となりました。
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合 計

対前年

そ       の        他

期　末　残　高キャッシュ・フローキャッシュ・フローキャッシュ・フロー

株主資本比率

営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同等物

前事業年度
第3四半期 第3四半期

1株当たり株主資本総資産 株主資本
（百万円未満切捨）

（百万円未満切捨）

土壌汚染調査・処理部門

リ サ イ ク ル 部  門
環  境  分  析  部  門

平成17年2月期 平成18年2月期



3.平成18年2月期の業績予想（平成17年3月1日～平成18年2月28日）

百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

3,200 200 120 － － 0 00 0 00
（参考）1株当たり予想当期純利益（通期） 4,331円　45銭

（注） 1.上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しであり、
　多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数
　値と異なる場合があります。
2.平成17年10月20日付で行った1株を2株とする株式分割により発行済株式総数は13,275株から
　26,550株になっておりますが、1株当たり予想当期純利益（通期）は分割後の株式数により算
　出しております。

［業績予想に関する定性的情報等］
　今後のわが国の経済情勢につきましては、原油価格の高騰による不安定要素はあるものの、企業収益
の向上を受け、国内景気は回復基調が強まることが期待され、また環境に対する社会的な関心もより高
まることと思われます。
　そのような中で、当社は、土壌汚染調査・処理事業を大きな柱に、リサイクル事業、環境分析事業に
注力してまいりました。特に、前事業年度においては、上期に名古屋リサイクルセンター（愛知県東海
市）を、また下期に横浜リサイクルセンター（神奈川県横浜市）を開設し、受注の広域化及び拡大化に
努めてまいりましたが、今後の更なる需要の増加に対応するべく、平成17年9月に両リサイクルセンタ
ーの増設工事を完了させております。
  以上のことから、平成18年2月期の業績は、売上高3,200百万円（前年同期比28.3％増）、経常利益
200百万円（前年同期比139.3％増）、当期純利益120百万円（前年同期比159.6％増）となる見込みであ
ります。
　なお、当該通期業績予想は、平成17年10月14日発表の業績予想から変更はありません。
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通　　　　　期

中間 期末
1株当たり年間配当金

売上高 経常利益 当期純利益



4.四半期財務諸表等
 (1)四半期財務諸表
　　①四半期貸借対照表
　　

注記 構成比 構成比 構成比
番号 （％） （％） （％）

（資産の部）
Ⅰ　流動資産
　　　1　現金及び預金 232,058 277,985 149,850
　　　2　受取手形 164,910 260,061 69,921
　　　3　売掛金 417,237 774,059 591,833
　　　4　たな卸資産 10,559 6,320 11,487
　　　5　その他 43,334 16,836 29,977
　　　　 貸倒引当金 △458 △ 408 △ 189
　　　　　流動資産合計 867,641 32.2 1,334,856 37.8 852,881 31.9

Ⅱ　固定資産
　　（1）有形固定資産 *1
　　　1　建物 277,442 526,432 276,452
　　　2　構築物 148,560 187,549 146,790
　　　3　機械及び装置 146,483 148,557 146,773
　　　4　土地 1,118,185 1,117,545 1,117,545
　　　5　その他 53,144 115,157 48,326
　　　　　有形固定資産合計 1,743,817 2,095,242 1,735,888
　　（2）無形固定資産 1,356 1,275 1,336
　　（3）投資その他の資産
　　　　　投資その他の資産 79,158 93,945 82,307
　　　　　貸倒引当金 △631 △ 1 △ 630
　　　　　投資その他の資産合計 78,526 93,944 81,676
　　　　　固定資産合計 1,823,700 67.7 2,190,462 62.1 1,818,901 68.0
　　　　　資産合計 2,691,341 100.0 3,525,319 100.0 2,671,783 100.0

前事業年度の
要約貸借対照表
（平成17年2月28日現在）

金額（千円）

当第3四半期
会計期間末

前第3四半期
会計期間末

（平成17年11月30日現在）

金額(千円）

（平成16年11月30日現在）

金額(千円）
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区分



注記 構成比 構成比 構成比
番号 （％） （％） （％）

（負債の部）
Ⅰ　流動負債
　　　1　支払手形 46,619 25,038 47,743
　　　2　買掛金 164,178 187,085 256,955
　　　3　短期借入金 1,300,000 500,000 300,000
　　　4　一年内返済予定長期借入金 － 258,960 139,200
　　　5  賞与引当金 1,329 1,836 10,043
　　　6　設備支払手形 401,702 234,260 208,284
　　　7　その他 *2 107,892 239,313 55,821
　　　　　流動負債合計 2,021,723 75.1 1,446,492 41.0 1,018,049 38.1

Ⅱ　固定負債
　　　1　長期借入金 － 905,080 549,200
　　　2　従業員退職給付引当金 10,304 13,591 11,126
　　　3　役員退職慰労引当金 6,239 9,516 7,191
　　　4　その他 2,079 2,268 2,268
　　　　　固定負債合計 18,622 0.6 930,455 26.3 569,785 21.3
　　　　　負債合計 2,040,345 75.8 2,376,948 67.4 1,587,834 59.4

（資本の部）
Ⅰ　資本金 370,000 13.7 528,843 15.0 528,843 19.7
Ⅱ　資本剰余金
　　　1　資本準備金 60,000 324,356 324,356
　　　　資本剰余金合計 60,000 2.2 324,356 9.2 324,356 12.1
Ⅲ　利益剰余金
　　　1　利益準備金 1,300 1,300 1,300
　　　2　任意積立金 290 225 290
　　　3　四半期（当期）未処分利益 219,405 293,645 229,158
　　　　利益剰余金合計 220,996 8.2 295,170 8.3 230,748 8.6
　　　　　資本合計 650,996 24.2 1,148,370 32.5 1,083,948 40.5
　　　　　負債・資本合計 2,691,341 100.0 3,525,319 100.0 2,671,783 100.0

要約貸借対照表
（平成17年2月28日現在）

金額(千円） 金額（千円）

（平成16年11月30日現在）

金額(千円）
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（平成17年11月30日現在）

当第3四半期

区分

前第3四半期
会計期間末

前事業年度の
会計期間末



　　②四半期損益計算書

　　　　　 （自　平成17年 3月  1日

注記 百分比 百分比 百分比
番号 （％） （％） （％）

Ⅰ　売上高 1,722,932 100.0 2,438,330 100.0 2,494,993 100.0
1,465,646 85.0 2,100,644 86.1 2,153,314 86.3

　　　　売上総利益 257,285 14.9 337,686 13.8 341,679 13.6
186,069 10.8 220,555 9.0 241,439 9.6

　　　　営業利益 71,215 4.1 117,130 4.8 100,239 4.0
Ⅳ　営業外収益                          *1 5,996 0.3 2,420 0.0 7,825 0.3
Ⅴ　営業外費用                          *2 14,446 0.8 9,952 0.4 24,471 0.9
　　　　経常利益 62,765 3.6 109,599 4.4 83,593 3.3
Ⅵ　特別利益 *3 60 0.0 － － 330 0.0
Ⅶ　特別損失 *4 165 0.0 111 0.0 165 0.0
　　　　税引前四半期（当期）純利益 62,659 3.6 109,487 4.4 83,757 3.3
　　　　法人税、住民税及び事業税　 *5 26,191 40,065 36,600

－ 26,191 1.5 － 40,065 1.6 936 37,536 1.5
　　　　四半期（当期）純利益 36,467 2.1 69,421 2.8 46,220 1.8
　　　　前期繰越利益 182,938 224,223 182,938
　　　　四半期（当期）未処分利益 219,405 293,645 229,158

Ⅲ　販売費及び一般管理費          

金額（千円）区分 金額（千円）

　前第3四半期
会計期間

　  　    至　平成16年 11月30日）

金額（千円）

             （自　平成16年 3月  1日
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要約損益計算書
前事業年度の

　  　    至　平成17年 11月30日）

　当第3四半期
会計期間

　 至　平成17年 2月28日）

（自　平成16年 3月　1日

　　　　法人税等調整額　　　　　　　　

Ⅱ　売上原価                              



　　③四半期キャッシュ・フロー計算書

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成16年  3月　1日

　　 至　平成17年  11月30日） 　 至　平成17年 2月28日）

注記
番号

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー
    税引前四半期（当期）純利益 62,659 110,714 83,757
　  減価償却費 60,089 90,018 92,423
　  貸倒引当金の増減額（減少：△） △ 60 △ 410 △ 330
　  賞与引当金の増減額（減少：△） △ 6,140 △ 8,207 2,573
　  従業員退職給付引当金の増減額（減少：△） 1,869 2,091 2,459
　  役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） 1,998 2,325 2,950
　  受取利息及び受取配当金 △ 491 △ 901 △ 502
　  支払利息 4,738 8,153 6,612
    有形固定資産除却損 165 111 165
    新株発行費 － － 9,121
    売上債権の増減額（増加：△） △ 107,083 △ 372,366 △ 186,060
    たな卸資産の増減額（増加：△） 2,125 5,167 1,197
    仕入債務の増減額（減少：△） 10,134 △ 93,352 104,035
    未払消費税等の増減額（減少：△） △ 20,835 21,856 △ 20,198
    その他 29,874 26,377 △ 5,254
　　　　　小計 39,045 △ 209,650 92,950
    利息及び配当金の受取額 473 889 504
    利息の支払額 △ 5,275 △ 8,306 △ 7,273
    法人税等の支払額 △ 107,802 △ 15,837 △ 107,854
　営業活動によるキャッシュ・フロー △ 73,558 △ 232,905 △ 21,673
Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー
　  有形固定資産の取得による支出 △ 635,163 △ 308,755 △ 871,077
　  有形固定資産の売却による収入 4,092 － 4,092
　  貸付金の回収による収入 481 471 628
　　貸付けによる支出 － △ 1,500 －
　  その他 △ 3,220 △ 4,815 △ 4,025
　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 633,810 △ 314,599 △ 870,381
Ⅲ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(減少：△） 300,000 200,000 △ 700,000
　　長期借入れによる収入 － 600,000 700,000
　　長期借入金の返済による支出 － △ 124,360 △ 11,600
　　株式の発行による収入 － － 414,078
　財務活動によるキャッシュ・フロー 300,000 675,640 402,478
Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額 － － －
Ⅴ現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △ 407,368 128,134 △ 489,576
Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高 639,427 149,850 639,427
Ⅶ現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高　 * 232,058 277,985 149,850

金　　額（千円） 金　　額（千円）区分 金　　額（千円）

　　　至　平成16年 11月30日）
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（自　平成17年  3月　1日

当第3四半期
会計期間

前第3四半期
会計期間

（自　平成16年  3月　1日



四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項

1.資産の評価基準及び （1）有価証券 （1）有価証券 （1）有価証券
　 評価方法    その他有価証券 同左 同左

　   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。
（2）たな卸資産 （2）たな卸資産 （2）たな卸資産
   商品    商品    商品
   　・・・移動平均法による低価法 同左 同左
   仕掛処理原価    仕掛処理原価　　　　    仕掛処理原価　　　　
　   （土壌汚染処理）　 同左 同左
　　　   ・・・個別法による原価法
　   （リサイクル・環境分析）　
　　   　・・・総平均法による原価法

2.固定資産の減価償却 （1）有形固定資産　　定率法 （1）有形固定資産　　同左 （1）有形固定資産　　同左
　の方法 　主な耐用年数 　主な耐用年数 　主な耐用年数

　　　建物 7～31年 　　　建物 7～31年 　　　建物 7～31年
　　　機械及び装置 3～13年 　　　構築物 7～30年 　　　構築物 7～30年
　　　その他（工具器具備品）4～15年 　　　機械及び装置 3～15年 　　　機械及び装置 3～13年

　　　その他（工具器具備品）4～15年 　　　その他（工具器具備品） 4～15年
（2）無形固定資産　　定額法 （2）無形固定資産　　同左 （2）無形固定資産　　同左

3.繰延資産の処理方法 － 　新株発行費は支出時に全額費用と 同左
して処理しております。

4.引当金の計上基準 （1）貸倒引当金 （1）貸倒引当金 （1）貸倒引当金
　　債権の貸倒の損失に備えるため、 同左 　　 同左
　　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
　　性を検討し、回収不能見込額を
　　計上しております。
（2）賞与引当金 （2）賞与引当金 （2）賞与引当金
　　従業員に対して支給する賞与に備 同左 同左
　　えるため、支給見込額に基づき計
　　上しております。
（3）従業員退職給付引当金 （3）従業員退職給付引当金 （3）従業員退職給付引当金
　　従業員の退職給付に備えるため、 同左 　　従業員の退職給付に備えるため
　　当事業年度末における退職給付 　　当事業年度末における退職給付
　　債務及び年金資産の見込額に基 　　債務及び年金資産の見込額に
　　づき、当第3四半期会計期間末に 　　基づき計上しております。
　　おいて発生していると認められる 　　なお、数理計算上の差異は、そ
　　額を計上しております。 　　の発生時の翌事業年度に一括
　　なお、数理計算上の差異は、そ 　　費用処理することとしております。
　　の発生時の翌事業年度に一括
　　費用処理することとしております。
（4）役員退職慰労引当金 （4）役員退職慰労引当金 （4）役員退職慰労引当金
　　役員の退職慰労金の支出に備え 同左 　　役員の退職慰労金の支出に備
　　るため、内規に基づく当第3四半 　　えるため、内規に基づく当事業
　　期会計期間末要支給額を計上し 　　年度末要支給額を計上しており
　　ております。 　　ます。

5.リース取引の処理 　リース物件の所有権が借主に移転 同左 同左
　方法 すると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引については、通常の
賃貸借取引に係る方法に準じた会計
処理によっております。

6.四半期キャッシュ・フ 　手許現金、随時引き出し可能な預金 同左 同左
　ロー計算書（キャッシュ 及び容易に換金可能であり、かつ、価
　・フロー計算書）にお 値の変動について僅少なリスクしか負
　ける資金の範囲 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。

前事業年度当第3四半期会計期間

 （自　平成17年　 3月  1日  （自　平成16年 3月  1日
　　至　平成17年 2月28日）　　至　平成17年 11月30日）

前第3四半期会計期間

 （自　平成16年 　3月  1日
項目

　　至　平成16年 11月30日）
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7.その他四半期財務諸 （1）消費税等の会計処理 （1）消費税等の会計処理 （1）消費税等の会計処理
　表（財務諸表）作成の 　　税抜方式を採用しております。 同左 同左
　ための基本となる重要 （2）仕掛処理原価 （2）仕掛処理原価 （2）仕掛処理原価
　な事項 　　土壌汚染処理部門、リサイクル部 同左 同左

　　門及び環境分析部門における処
　　理未完了の取引において発生し
　　た原価を計上しております。
（3）当第3四半期会計期間における税 （3） 同左 －
　　金費用については、法定実効税
　　率による簡便な方法によっており
　　ます。なお、繰延税金資産は当中
　　間財務諸表と同額を計上しており
　　ます。

　追加情報

   － 　「地方税法等の一部を改正する法律」（平成 －
15年法律第９号）が平成15年3月31日に公布
され、平成16年４月1日以降に開始する事業
年度より外形標準課税制度が導入されたこと
に伴い、当第3四半期会計期間から「法人事
業税における外形標準課税部分の損益計算
書上の表示についての実務上の取扱い」（平
成16年2月13日企業会計基準委員会 実務対
応報告第12号）に従い、法人事業税の付加
価値割及び資本割については、販売費及び
一般管理費に計上しております。この結果、
販売費及び一般管理費が2,870千円増加し、
営業利益、経常利益及び税引前第3四半期
純利益がそれぞれ同額減少しております。
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　 （自　平成17年　 3月  1日
　　　至　平成17年 11月30日）

（自　平成16年　3月 1日

前事業年度当第3四半期会計期間

当第3四半期会計期間前第3四半期会計期間

 （自　平成17年　 3月  1日
項目

前第3四半期会計期間

 （自　平成16年　 3月  1日
　　至　平成16年 11月30日）

 （自　平成16年 3月  1日
　　至　平成17年 11月30日） 　　至　平成17年 2月28日）

　　至　平成16年11月30日）

前事業年度

 （自　平成16年 3月  1日
　　至　平成17年 2月28日）



注記事項
（四半期貸借対照表関係）

*1.有形固定資産の減価償却累計額 *1.有形固定資産の減価償却累計額 *1.有形固定資産の減価償却累計額
208,389 千円 329,360 千円 240,598 千円

*2.消費税等の取扱い *2.消費税等の取扱い
　　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺の上、 　　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺の上、 －
　　金額的重要性が乏しいため、流動資産の「その 　　金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
　　他」に含めて表示しております。 　　他」に含めて表示しております。

3.当社においては、運転資金の効率的な調達を行 3.当社においては、運転資金の効率的な調達を行 3.当社においては、運転資金の効率的な調達を行
　うため取引銀行と当座貸越契約を締結しておりま 　うため取引銀行と当座貸越契約を締結しておりま 　うため取引銀行と当座貸越契約を締結しておりま
　す。 　す。 　す。
　この契約に基づく当第3四半期会計期間末の借入 　この契約に基づく当第3四半期会計期間末の借入 　この契約に基づく当事業年度末の借入未実行額は
　未実行残高は次のとおりであります。 　未実行残高は次のとおりであります。 　次のとおりであります。

　　当座貸越極度額 500,000 千円 　　当座貸越極度額 2,300,000 千円 　　当座貸越極度額 1,000,000 千円
　　借入実行残高 300,000 千円 　　借入実行残高 500,000 千円 　　借入実行残高 300,000 千円
　　　差　引　額 200,000 千円 　　　差　引　額 1,800,000 千円 　　　差　引　額 700,000 千円

（四半期損益計算書関係）

*1.営業外収益の主要なもの *1.営業外収益の主要なもの *1.営業外収益の主要なもの
　　受取利息 66 千円 　　受取利息 51 千円 　　受取利息 77 千円
　　受取配当金 425 千円 　　受取配当金 850 千円 　　受取配当金 425 千円
　　受取地代家賃 4,950 千円 　　受取地代家賃 759 千円 　　受取地代家賃 6,600 千円

*2.営業外費用の主要なもの *2.営業外費用の主要なもの *2.営業外費用の主要なもの
　　支払利息 4,738 千円 　　支払利息 8,153 千円 　　支払利息 6,612 千円
　　上場関連費用 8,322 千円 　　新株発行費 1,579 千円 　　新株発行費 9,121 千円

　　上場関連費用 8,738 千円

*3.特別利益の主要なもの － *3.特別利益の主要なもの
　　貸倒引当金戻入益　　　 60 千円 　　貸倒引当金戻入益　　　 330 千円

*4.特別損失の主要なもの *4.特別損失の主要なもの *4.特別損失の主要なもの
　　固定資産除却損 165 千円 　　固定資産除却損 111 千円 　　固定資産除却損 165 千円

*5.当第3四半期会計期間における税金費用につい *5.　　　　　　　 同左 －
　　ては、簡便法による税効果会計を適用している
　　ため、法人税等調整額は「法人税、住民税及び
　　事業税」に含めて表示しております。

6.減価償却実施額 6.減価償却実施額 6.減価償却実施額
　　有形固定資産 59,847 千円 　　有形固定資産 89,588 千円 　　有形固定資産 92,056 千円
　　無形固定資産 56 千円 　　無形固定資産 60 千円 　　無形固定資産 76 千円

　　 至　平成17年 11月30日）  　至　平成17年2月28日）
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（自　平成16年3月　1日

前事業年度末前第3四半期会計期間末 当第3四半期会計期間末

（平成17年11月30日現在）（平成16年11月30日現在） （平成17年2月28日現在）

前事業年度前第3四半期会計期間

  （自　平成16年  3月  1日

当第3四半期会計期間

  （自　平成17年　 3月 1日
　　 至　平成17年 11月30日）



（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

*現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借 *現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借 *現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に
　対照表に掲記されている科目の金額との関係 　対照表に掲記されている科目の金額との関係 　掲記されている科目の金額との関係

　　　　（平成16年11月30日現在） 　　　　（平成17年11月30日現在） 　　　　（平成17年2月28日現在）
（千円） （千円） （千円）

現金及び預金勘定 232,058 現金及び預金勘定 277,985 現金及び預金勘定 149,850
現金及び現金同等物 232,058 現金及び現金同等物 277,985 現金及び現金同等物 149,850

（リース取引関係）

1.リース物件の所有権が借主に移転すると認められる 1.リース物件の所有権が借主に移転すると認められる 1.リース物件の所有権が借主に移転すると認められる
もの以外のファイナンス・リース取引 もの以外のファイナンス・リース取引 もの以外のファイナンス・リース取引
（1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額 （1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額 （1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額
　相当額及び第3四半期末残高相当額 　相当額及び第3四半期末残高相当額 　相当額及び期末残高相当額

取得価額減価償却第 3 四半期 取得価額減価償却第 3四半期 取得価額減価償却期 末 残 高
累 計 額末 残 高 累 計 額末 残 高 累 計 額

相 当 額相 当 額相 当 額 相 当 額相 当 額相 当 額 相 当 額相 当 額相 当 額
（千円） (千円） （千円） （千円） (千円） （千円） （千円） (千円） （千円）

（ 有 形 固 定 資 産 ） （ 有 形 固 定 資 産 ） （ 有 形 固 定 資 産 ）

そ の 他 4,945 3,297 1,648 そ の 他 13,716 1,828 11,887 そ の 他 4,945 3,503 1,442
（工具器具備品） （車輌運搬具） （工具器具備品）

（ 有 形 固 定 資 産 ）

合 計 4,945 3,297 1,648 そ の 他 4,945 4,121 824 合 計 4,945 3,503 1,442
（注）取得価額相当額は、未経過リース料第3四半期 （工具器具備品） （注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高
　　末残高が有形固定資産の第3四半期末残高等に 　　が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低
　　占める割合が低いため、支払利子込み法により算 合 計 18,661 5,950 12,711 　　いため、支払利子込み法により算定しております。
　　定しております。 （注） 同左

　
（2）未経過リース料第3四半期末残高相当額 （2）未経過リース料第3四半期末残高相当額 （2）未経過リース料期末残高相当額
　　 1年内 824 千円 　　 1年内 3,567 千円 　　 1年内 824 千円

1年超 824 千円 1年超 9,144 千円 1年超 618 千円
合　計 1,648 千円 合　計 12,711 千円 合　計 1,442 千円

（注）未経過リース料第3四半期末残高相当額は、未 （注） 同左 （注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー
　　経過リース料第3四半期末残高が有形固定資産 　　ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に
　　の第3四半期末残高等に占める割合が低いため、 　　占める割合が低いため、支払利子込み法により
　　支払利子込み法により算定しております。 　　算定しております。
（3）支払リース料及び減価償却費相当額 （3）支払リース料及び減価償却費相当額 （3）支払リース料及び減価償却費相当額
　　支払リース料 618 千円 　　支払リース料 2,447 千円 　　支払リース料 824 千円
　　減価償却費相当額 618 千円 　　減価償却費相当額 2,447 千円 　　減価償却費相当額 824 千円
（4）減価償却費相当額の算定方法 （4）減価償却費相当額の算定方法 （4）減価償却費相当額の算定方法
　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする 同左 同左
　　定額法によっております。

2.オペレーティング・リース取引 2.オペレーティング・リース取引 2.オペレーティング・リース取引
　　未経過リース料第3四半期残高相当額 　　未経過リース料第3四半期残高相当額 　　未経過リース料期末残高相当額
　　　　 1年内 2,513 千円 　　　　 1年内 2,394 千円 　　　　 1年内 2,394 千円

1年超 9,007 千円 1年超 6,184 千円 1年超 7,980 千円
合 計 11,521 千円 合 計 8,578 千円 合 計 10,374 千円

　　 至　平成16年 11月30日）  　至　平成17年2月28日）

前第3四半期会計期間 前事業年度

　（自　平成16年 　3月 1日 （自　平成16年3月　1日  （自　平成17年　 3月 1日

　　 至　平成16年 11月30日）  　至　平成17年2月28日）　　 至　平成17年 11月30日）

当第3四半期会計期間

　（自　平成16年 　3月 1日 （自　平成16年3月　1日  （自　平成17年　 3月 1日

当第3四半期会計期間前第3四半期会計期間 前事業年度
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　　 至　平成17年 11月30日）



（有価証券関係）
時価評価されていない主な有価証券の内容

その他有価証券
    　  非上場株式 10,200 10,200 10,200

（デリバティブ取引関係）

当第3四半期会計期間及び前第3四半期会計期間並びに前事業年度において、当社は、デリバティブ取引を全く行っておりません
ので、該当事項はありません。

（持分法損益等）

当第3四半期会計期間及び前第3四半期会計期間並びに前事業年度において、該当事項はありません。

（1株当たり情報）

1株当たり純資産額 62,595円78銭 　　43,253円13銭 　　　　　　　81,276円75銭

1株当たり四半期 3,506円51銭 　　  2,614円75銭 　　　　　　　　3,736円50銭
（当期）純利益金額

潜在株式調整後1株当 潜在株式が存在しないため記載しており 潜在株式が存在しないため記載しており 潜在株式が存在しないため記載しており
たり四半期（当期） ません。 ません。 ません。
純利益金額

平成１６年８月３１日付で株式１株につき 平成１７年１０月２０日付で株式１株につき 平成１６年８月３１日付で株式１株につき
2株の株式分割を行っております。 2株の株式分割を行っております。 2株の株式分割を行っております。
なお、当該株式分割が前期首に行われた なお、当該株式分割が前期首に行われた なお、当該株式分割が前期首に行われた
と仮定した場合の前事業年度における と仮定した場合の前第3四半期会計期間 と仮定した場合の前事業年度における
1株当たり情報については、以下のとおり 及び前事業年度における1株当たり情報 1株当たり情報については、以下のとおり
となります。 については、以下のとおりとなります。 となります。
　１株当たり純資産額 　前第3四半期会計期間 　１株当たり純資産額

　59,377円73銭 　　　１株当たり純資産額 59,377円73銭
　１株当たり当期純利益金額 　31,297円89銭 　１株当たり当期純利益金額

 　 8,164円55銭 　　　１株当たり四半期純利益金額 　8,164円55銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利 　　1,753円26銭 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利
益金額については、潜在株式が存在しない 　前事業年度 益金額については、潜在株式が存在しない
ため記載しておりません。 　　　１株当たり純資産額 ため記載しておりません。

　40,638円38銭
　　　１株当たり当期純利益金額

　　1,868円25銭

なお、潜在株式調整後1株当たり四半期
（当期）純利益金額については、潜在株式
が存在しないため記載しておりません。

（注）　1株当たり四半期（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。

　（自　平成16年 3月 1日
　　至　平成17年2月28日）

四半期（当期）純利益（千円） 36,467 69,421 　　46,220
普通株主に帰属しない金額（千円） － － 　　　5,000
　（うち利益処分による役員賞与金）（千円） （－） （－） 　　（5,000）
普通株式に係る四半期（当期）純利益（千円） 36,467 69,421 　　41,220
期中平均株式数（株） 10,400 26,550 　　11,032

前事業年度

当第3四半期会計期間末

（平成17年11月30日現在）
四半期貸借対照表計上額（千円）

前事業年度末

（平成17年2月28日現在）
貸借対照表計上額（千円）

 　（自　平成16年  3月　1日
　　　至　平成17年　2月28日）

 （自　平成17年  3月  1日
　　至　平成17年 11月30日）

当第3四半期会計期間 前事業年度
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 （自　平成16年  3月  1日

前第3四半期会計期間

　　至　平成16年 11月30日）

 （自　平成16年  3月  1日  （自　平成17年 3月  1日
　　至　平成16年 11月30日） 　　至　平成17年11月30日）

前第3四半期会計期間 当第3四半期会計期間

四半期貸借対照表計上額（千円）

前第3四半期会計期間末

（平成16年11月30日現在）



（重要な後発事象）

－ － 平成１７年５月１１日開催の取締役会において、リ
サイクルセンターの処理能力増強のため、次の設
備投資計画が決議されました。
①名古屋リサイクルセンターの増設
　　所在地：愛知県東海市新宝町29-1
　　構造：鉄骨平屋建
　　増設床面積：1,979.00㎡
　　着工予定時期：平成１７年５月
　　竣工予定時期：平成１７年９月
　　増加処理能力：１５万トン/年（前期比100％増）
②横浜リサイクルセンターの増設
　　所在地：横浜市鶴見区生麦2-2036-50
　　構造：鉄骨平屋建
　　増設床面積：1,677.00㎡
　　着工予定時期：平成１７年５月
　　竣工予定時期：平成１７年９月
　　増加処理能力：１５万トン/年（前期比100％増）
③投資総額
　　約４億円

　（2）その他

該当事項はありません。

－ 13－

 （自　平成17年 　3月  1日
　　至　平成17年 11月30日）

前第3四半期会計期間 前事業年度当第3四半期会計期間

 （自　平成16年 　3月  1日 （自　平成16年3月 1日
　　至　平成16年 11月30日） 　　至　平成17年2月28日）


