
【表紙】

【提出書類】 半期報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成20年11月13日

【中間会計期間】 第51期中（自　平成20年３月１日　至　平成20年８月31日）

【会社名】 株式会社ダイセキ

【英訳名】 Daiseki Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　伊藤　博之

【本店の所在の場所】 名古屋市港区船見町１番地86

【電話番号】 ０５２（６１１）６３２２

【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長　　柱　秀貴

【最寄りの連絡場所】 名古屋市港区船見町１番地86

【電話番号】 ０５２（６１１）６３２２

【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長　　柱　秀貴

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

株式会社名古屋証券取引所

（名古屋市中区栄三丁目８番20号）

EDINET提出書類

株式会社ダイセキ(E04931)

半期報告書

 1/56



第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 第49期中 第50期中 第51期中 第49期 第50期

会計期間

自平成18年
３月１日
至平成18年
８月31日

自平成19年
３月１日
至平成19年
８月31日

自平成20年
３月１日
至平成20年
８月31日

自平成18年
３月１日
至平成19年
２月28日

自平成19年
３月１日
至平成20年
２月29日

(1）連結経営指標等      

売上高（百万円） 13,591 16,900 20,743 26,968 35,160

経常利益（百万円） 3,024 4,034 4,997 5,701 8,191

中間（当期）純利益（百万円） 1,735 2,119 2,652 3,220 5,060

純資産額（百万円） 26,417 35,987 41,834 27,764 39,921

総資産額（百万円） 34,638 46,816 51,621 37,652 50,955

１株当たり純資産額（円） 808.39 838.68 867.78 848.06 900.77

１株当たり中間（当期）純利益

（円）
54.17 52.76 58.87 100.53 124.77

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益（円）
－ － － － －

自己資本比率（％） 74.7 73.3 75.7 72.1 72.4

営業活動によるキャッシュ・フロー

（百万円）
2,163 2,615 3,667 4,805 5,650

投資活動によるキャッシュ・フロー

（百万円）
△2,380 △3,034 △2,164 △2,805 △4,729

財務活動によるキャッシュ・フロー

（百万円）
966 5,351 △2,513 738 7,206

現金及び現金同等物の中間期末（期

末）残高（百万円）
10,547 17,469 19,653 12,537 20,664

従業員数（名） 515 621 661 524 631
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回次 第49期中 第50期中 第51期中 第49期 第50期

会計期間

自平成18年
３月１日
至平成18年
８月31日

自平成19年
３月１日
至平成19年
８月31日

自平成20年
３月１日
至平成20年
８月31日

自平成18年
３月１日
至平成19年
２月28日

自平成19年
３月１日
至平成20年
２月29日

(2）提出会社の経営指標等      

売上高（百万円） 10,530 11,698 14,229 20,799 23,859

経常利益（百万円） 2,771 3,114 3,915 5,089 6,225

中間（当期）純利益（百万円） 1,639 1,839 2,331 2,995 3,642

資本金（百万円） 3,701 6,382 6,382 3,701 6,382

発行済株式総数（千株） 32,077 41,022 45,124 32,077 41,022

純資産額（百万円） 25,313 33,363 36,635 26,453 34,764

総資産額（百万円） 29,878 38,759 43,105 32,142 40,535

１株当たり純資産額（円） 790.22 814.54 813.30 825.88 848.80

１株当たり中間（当期）純利益

（円）
51.16 45.81 51.75 93.51 89.80

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益（円）
－ － － － －

１株当たり配当額（円） 6.00 7.00 8.50 14.00 17.00

自己資本比率（％） 84.7 86.0 84.9 82.3 85.7

従業員数（名） 448 477 502 453 479

　（注）１．売上高には、消費税は含まれておりません。

２．第49期中においては平成18年３月１日付で株式1株につき1.2株の割合をもって株式を分割しております。ま

た第50期中においては平成19年３月１日付で株式1株につき1.2株の割合をもって株式を分割しております。そ

して第51期中においては平成20年３月１日付で株式1株につき1.1株の割合をもって株式を分割しております。

なお、１株当たり中間（当期）純利益は期首に分割が行われたものとして計算しております。

３．潜在株式調整後1株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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２【事業の内容】

　当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び連結子会社、以下同じ。）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

３【関係会社の状況】

　当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。なお、平成20年９月１日付で田村産業株式会社

は株式会社ダイセキＭＣＲに商号変更しております。

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　事業の種類別セグメントを記載していないため、事業部門別の従業員数を示すと、次のとおりであります。

　 平成20年８月31日現在

事業部門の名称 従業員数（名）

環境部門
 

518

石油部門
 

23

管理部門
 

120

合計
 

661

　（注）　従業員数は、就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向

者を含む。）であります。

(2）提出会社の状況

　 平成20年８月31日現在

従業員数（名） 502

　（注）　従業員数は、就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であります。

(3）労働組合の状況

　労働組合は結成されておりませんが、労使関係については良好であります。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1）業績

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な経済混乱の影響

などにより、戦後最長と言われた景気拡大期も終了するなど、景気の後退局面が鮮明になってまいりました。

　このような厳しい経済環境下ではありましたが、当社グループは引続き法令遵守・社会的責任を果たすことにより、

社会的な信頼を得たうえでの中長期的な事業拡張を目的として、積極的な設備投資・技術開発を行い、業容拡大に努

めてまいりました。

　当社においては、特に主要市場である関東地区、関西地区でのシェア獲得のため、引続き積極的な設備投資と営業強

化により業容を拡大してまいりました。特に関西事業所では平成20年２月に拡張工事が完成し、営業稼働を開始して

おります。また燃料価格高騰によるリサイクル燃料の需要拡大に対応するために、各事業所においてリサイクル燃料

製造能力を拡大するための設備投資も積極的に行ってまいりました。また土壌汚染の調査・分析・処理を一貫して行

う子会社の株式会社ダイセキ環境ソリューションにおいては、昨年度の改正建築基準法の影響による建設着工件数の

急減と米国のサブプライムローン問題に端を発した日本の不動産・建設不況という逆風下での上半期となりました

が、土壌汚染に対する社会的関心は引続き高まっており、土壌汚染関連専門会社としての唯一の東証・名証1部上場企

業としての信用力と調査・分析・処理を自社で一貫して行える技術力を背景として、業容の拡大を図ってまいりまし

た。さらに、平成19年４月に買収により子会社化した使用済バッテリーから再生鉛の精錬を行う田村産業株式会社は、

鉛の国際価格の下落の影響を受けて国内再生鉛の販売価格が下落する厳しい経営環境下ではありましたが、生産効率

の改善とダイセキグループ化による信用力を背景にした積極的な営業展開により、利益の確保を図ってまいりまし

た。なお、田村産業株式会社は、ダイセキグループの一員としての位置付けを明確にすることを目的として、平成20年

９月１日付で株式会社ダイセキＭＣＲに商号変更しております。

　以上の結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高20,743百万円（前年同期比22.7％増）、営業利益4,905百万円（同

21.4％増）、経常利益4,997百万円（同23.8％増）、中間純利益2,652百万円（同25.1％増）と増収増益を確保し、中間期

としては過去最高の売上高、営業利益、経常利益、中間純利益となりました。

　主な事業部門別の業績は次のとおりであります。

　環境部門におきましては主力である産業廃棄物の収集運搬・中間処理事業は、引続き新規顧客の獲得に注力し、産業

廃棄物処理受託量を増やしてまいりました。また、燃料価格の高騰により当社の生産するリサイクル燃料への需要も

引続き高まってきており、リサイクル燃料の増産にも注力してまいりました。

　また子会社の株式会社ダイセキ環境ソリューションの土壌汚染関連事業においても、土壌汚染リスクに対する認識

が社会的に浸透していくなかで、不動産・建設不況の逆風下ではありましたが、土壌汚染の調査・分析・処理に対す

る受注を順調に増やしてまいりました。さらに、田村産業株式会社においても、鉛価格の下落という厳しい環境下では

ありましたが、引続き使用済バッテリーの回収に注力し、100％に近い工場稼働率を維持してまいりました。

　以上の結果、環境部門の売上高合計は19,613百万円（同23.7％増）と大幅に増加いたしました。

　石油部門におきましては原油価格の高騰を受け、当社の生産する離型剤等の原料も高騰いたしました。反面、販売量

が大きく伸びる期待は少なく、当社グループは、量的拡大を追い求めるのではなく、利益確保を優先する営業政策を引

続き推進してまいりました。このため、石油部門の売上高は、1,125百万円（同7.5％増）となりました。

(2）キャッシュ・フロー

　当中間連結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、営業活動による資金の獲得3,667百万

円、投資活動による資金の支出2,164百万円、財務活動による資金の支出2,513百万円により、前連結会計年度末に比べ

1,010百万円減少し、当中間連結会計期間末には19,653百万円となりました。

 

　当中間連結会計期間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）

　当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、主に法人税等の支払額2,055百万円、売上債権の

増加額1,058百万円があったものの、税金等調整前中間純利益4,994百万円、減価償却費935百万円、仕入債務の増加額

337百万円等により、総額では3,667百万円（前年同期比40.2％増）の収入となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出1,445百万

円、連結子会社株式の取得による支出842百万円等により、総額では2,164百万円（同28.6％減）の支出となりました。
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（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入金の返済による支出1,983百万円、

配当金の支払額407百万円等により、総額では2,513百万円の支出（前年同期は5,351百万円の収入）となりました。

　（注）　消費税の会計処理は税抜方式によっているため、「第２　事業の状況　１業績等の概要」に記載されている金額に

は消費税は含まれておりません。
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２【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当中間連結会計期間における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門の名称
当中間連結会計期間

（自  平成20年３月１日  
  至　平成20年８月31日）

前年同期比（％）

環境部門（百万円） 19,544 122.0

石油部門（百万円） 241 101.0

合計（百万円） 19,786 121.7

　（注）１．金額は販売価格によっております。

２．環境部門は処理実績及び再生鉛等製造実績にて記載しております。

３．上記金額には、消費税は含まれておりません。

(2）商品仕入実績

　当中間連結会計期間における商品仕入実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門の名称
当中間連結会計期間

（自　平成20年３月１日  
  至　平成20年８月31日）

前年同期比（％）

石油部門（百万円） 854 112.0

合計（百万円） 854 112.0

　（注）　上記金額には、消費税は含まれておりません。

(3）受注実績

　当中間連結会計期間における受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門の名称 受注高（百万円） 前年同期比（％） 受注残高（百万円） 前年同期比（％）

環境部門 19,256 120.5 527 86.8

合計 19,256 120.5 527 86.8

　（注）１．環境部門の受注残高は中間連結会計期間末現在における入荷済処理受託廃棄物等の受託金額で計上してお

り、消費税は含まれておりません。なお、再生鉛等は見込み生産を行っているため、該当事項はありません。

２．石油部門は見込み生産を行っているため、該当事項はありません。

(4）販売実績

　当中間連結会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門の名称
当中間連結会計期間

（自　平成20年３月１日  
  至　平成20年８月31日）

前年同期比（％）

環境部門（百万円） 19,613 123.7

石油部門（百万円） 1,125 107.5

その他  （百万円） 4 95.7

合計（百万円） 20,743 122.7

　（注）１．　上記金額には、消費税は含まれておりません。

２．　その他は賃貸マンション事業であります。
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３【対処すべき課題】

 　当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。

４【経営上の重要な契約等】

　当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

５【研究開発活動】

　　当社グループの研究開発は、当社の生産技術開発部（平成20年８月31日現在７名）において、環境部門を主体に行

　っております。

　　当社グループの主な研究開発活動は、産業廃棄物を有効利用するために、産業廃棄物から再利用可能な資源を回収

　し、それらをリサイクルする技術及び複雑化する産業廃棄物を複合処理する技術等の研究開発であります。

    当中間連結会計期間における主な研究開発実績は、次のとおりであります。

　  環境部門

　　　濃縮廃水からのリサイクル品回収の検討

　　　デカンター分離水の簡易処理の検討

　　　ＣＯＤ（化学的酸素要求量）の低減処理技術の検討

　　  なお、当中間連結会計期間における研究開発費の総額は44百万円であります。
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第３【設備の状況】

１【主要な設備の状況】

　当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

２【設備の新設、除却等の計画】

　当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画しておりました重要な設備の新設、除却等について、重要な

変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、除却、売却等の計画はありません。

　当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設について完了したものは、次の

とおりであります。

　株式会社ダイセキ環境ソリューション（連結子会社）において、前連結会計年度末に計画しておりました廃石膏

ボードリサイクル工場用地は平成20年５月に取得しております。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 79,200,000

計 79,200,000

②【発行済株式】

種類
中間会計期間末現在発行
数（株）
（平成20年８月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年11月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 45,124,954 45,124,954

東京証券取引所

（市場第一部）

名古屋証券取引所

（市場第一部）

－

計 45,124,954 45,124,954 － －

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の状況】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額(百万円)

資本準備金残
高（百万円）

　平成20年３月１日

（注）　
4,102,268 45,124,954 － 6,382 － 7,051

　（注）株式分割（１：1.1）によるものであります。
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（５）【大株主の状況】

　 平成20年８月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合（％）

日本トラスティ・サービス信託銀行株式
会社

東京都中央区晴海１丁目８番11号 4,218 9.34

タイヨウファンドエルピー
（常任代理人香港上海銀行）

１２０８.　ＯＲＡＮＧＥ　ＳＴＲＥＥＴ　
ＷＩＬＭＩＮＧＴＯＮ　ＤＥＬＡＷＡＲ
Ｅ
（東京都中央区日本橋３丁目11番１号）

2,749 6.09

ピクテアンドシーヨーロッパエスエー
（常任代理人株式会社三井住友銀行）

１　ＢＯＵＬＥＶＡＲＤ　ＲＯＹＡＬ　Ｌ
－２０１６　ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧ
（東京都千代田区丸の内１丁目３番２
号）

2,668 5.91

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 東京都港区浜松町２丁目11番３号 2,214 4.90

伊藤　博之 名古屋市緑区 2,115 4.68

有限会社剛宣 名古屋市緑区ほら貝３丁目103番地 2,112 4.68

山本　哲也 愛知県岩倉市 2,103 4.66

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 1,763 3.90

資産管理サービス信託銀行株式会社
東京都中央区晴海１丁目８番12号
晴海アイランドトリトンスクエアオフィ
スタワーＺ棟

1,345 2.98

伊藤　喜代子 名古屋市緑区 1,193 2.64

計 － 22,484 49.82

　（注）　上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社　　　　 　　4,218千株

日本マスタートラスト信託銀行株式会社　　　　　　 　　2,214千株

資産管理サービス信託銀行株式会社　　　　　　　　 　　1,345千株

（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成20年８月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　　　79,500 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　44,734,000 447,340 －

単元未満株式 普通株式　　 311,454 － －

発行済株式総数 　　　　　45,124,954 － －

総株主の議決権 － 447,340 －

　（注）　「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,100株含まれております。また、「議決

権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数21個が含まれております。
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②【自己株式等】

　 平成20年８月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

株式会社ダイセキ
名古屋市港区船見町

１番地86
79,500 － 79,500 0.17

計 － 79,500 － 79,500 0.17

２【株価の推移】

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成20年３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月

最高（円） 3,130 3,560 3,420 3,460 3,900 3,590

最低（円） 2,665 2,990 3,070 3,140 3,290 3,330

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

（1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

 第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　 なお、前中間連結会計期間（平成19年３月１日から平成19年８月31日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則に

基づき、当中間連結会計期間（平成20年３月１日から平成20年８月31日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規則に

基づいて作成しております。

（2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

 号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　 なお、前中間会計期間（平成19年３月１日から平成19年８月31日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づき、

当中間会計期間（平成20年３月１日から平成20年８月31日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成し

ております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成19年３月１日から平成19年

８月31日まで）及び当中間連結会計期間（平成20年３月１日から平成20年８月31日まで）の中間連結財務諸表並び

に前中間会計期間（平成19年３月１日から平成19年８月31日まで）及び当中間会計期間（平成20年３月１日から平

成20年８月31日まで）の中間財務諸表について、監査法人トーマツにより中間監査を受けております。
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１【中間連結財務諸表等】

（１）【中間連結財務諸表】

①【中間連結貸借対照表】

　 　
前中間連結会計期間末

（平成19年８月31日）

当中間連結会計期間末

（平成20年８月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部） 　          

Ⅰ．流動資産 　          

１．現金及び預金 　  17,524   19,674   20,716  

２．受取手形及び売掛
金

＊３
　

 6,554   7,648   6,609  

３．たな卸資産 　  939   1,672   1,932  

４．繰延税金資産 　  224   366   278  

５．その他 　  151   235   134  

６．貸倒引当金 　  △9   △14   △13  

流動資産合計 　  25,386 54.2  29,581 57.3  29,658 58.2

Ⅱ．固定資産 　          

１．有形固定資産 ＊１          

(1）建物及び構築物 ＊２ 5,046   5,042   5,053   

(2）機械装置及び運搬
具

＊２ 3,522   3,642   3,404   

(3）土地 ＊２ 8,446   8,854   8,465   

(4）その他 　 250 17,265 36.8 284 17,825 34.5 365 17,288 33.9

２．無形固定資産 　          

(1）のれん 　 1,050   1,165   899   

(2）その他 　 284 1,334 2.8 296 1,461 2.8 292 1,192 2.3

３．投資その他の資産 　          

(1）投資その他の資産 　 2,843   2,773   2,820   

(2）貸倒引当金 　 △12 2,830 6.0 △20 2,752 5.3 △4 2,815 5.5

固定資産合計 　  21,430 45.7  22,039 42.6  21,297 41.7

資産合計 　  46,816 100.0  51,621 100.0  50,955 100.0
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前中間連結会計期間末

（平成19年８月31日）

当中間連結会計期間末

（平成20年８月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部） 　          

Ⅰ．流動負債 　          

１．支払手形及び買掛
金

＊３
　

 2,314   2,691   2,335  

２．短期借入金 　  550   1,100   1,150  

３．１年以内返済予定
の長期借入金

＊２  544   262   544  

４．賞与引当金 　  204   239   179  

５．その他 ＊３  4,285   4,479   4,137  

流動負債合計 　  7,899 16.8  8,773 16.9  8,346 16.3

Ⅱ．固定負債 　          

１．長期借入金 ＊２  2,166   192   1,893  

２．従業員退職給付引
当金

　  559   598   581  

３．役員退職慰労引当
金

　  199   218   208  

４．その他 　  5   3   3  

固定負債合計 　  2,930 6.2  1,013 1.9  2,687 5.2

負債合計 　  10,829 23.1  9,786 18.9  11,033 21.6

　 　          

（純資産の部） 　          

Ⅰ．株主資本 　          

１．資本金 　  6,382 13.6  6,382 12.3  6,382 12.5

２．資本剰余金 　  7,051 15.0  7,051 13.6  7,051 13.8

３．利益剰余金 　  20,741 44.3  25,638 49.6  23,396 45.9

４．自己株式 　  △88 △0.1  △119 △0.2  △95 △0.1

　　株主資本合計 　  34,087 72.8  38,952 75.4  36,734 72.0

Ⅱ．評価・換算差額等 　          

    その他有価証券評
価差額金

　  264 0.5  136 0.2  159 0.3

評価・換算差額等合
計

　  264 0.5  136 0.2  159 0.3

Ⅲ．少数株主持分 　  1,634 3.4  2,745 5.3  3,027 5.9

純資産合計 　  35,987 76.8  41,834 81.0  39,921 78.3

負債純資産合計 　  46,816 100.0  51,621 100.0  50,955 100.0
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②【中間連結損益計算書】

　 　

前中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ．売上高 　  16,900 100.0  20,743 100.0  35,160 100.0

Ⅱ．売上原価 　  11,052 65.3  13,729 66.1  23,148 65.8

売上総利益 　  5,848 34.6  7,013 33.8  12,011 34.1

Ⅲ．販売費及び一般管理
費

　          

１．運賃 　 259   279   521   

２．給料手当等 　 727   822   1,622   

３．賞与引当金繰入額 　 76   90   66   

４．退職給付費用 　 39   53   79   

５．役員退職慰労引当
金繰入額

　 11   11   21   

６．貸倒引当金繰入額 　 11   19   14   

７．その他 　 682 1,807 10.6 832 2,108 10.1 1,482 3,809 10.8

営業利益 　  4,040 23.9  4,905 23.6  8,201 23.3

Ⅳ．営業外収益 　          

１．受取利息 　 18   28   43   

２．受取配当金 　 7   7   13   

３．受取賃貸料 　 0   43   5   

４．保険金収入 　 －   29   4   

５．補助金収入 　 25   －   32   

６．その他 　 3 54 0.3 5 113 0.5 8 107 0.3

Ⅴ．営業外費用 　          

１．支払利息 　 16   13   36   

２. シンジケート
ローン手数料

　 1   －   1   

３．株式交付費 　 43   5   58   

４．保険解約損 　 －   2   －   

５．その他 　 1 61 0.3 0 21 0.1 23 118 0.3

経常利益 　  4,034 23.8  4,997 24.0  8,191 23.2

Ⅵ．特別利益 　          

１．固定資産売却益 ＊１ 2   16   12   

２．投資有価証券売却
益

　 9   －   9   

３．持分変動利益 　 －   －   846   

４．その他 　 1 13 0.0 － 16 0.0 1 869 2.4

Ⅶ．特別損失 　          

１．固定資産売却損 ＊２ 2   1   50   

２．固定資産除却損 ＊３ 14 17 0.1 17 19 0.0 42 93 0.2

税金等調整前中間
（当期）純利益

　  4,030 23.8  4,994 24.0  8,967 25.5

法人税、住民税及び
事業税

　 1,661   2,191   3,354   

法人税等調整額 　 1 1,662 9.8 △116 2,075 10.0 3 3,358 9.5

少数株主利益 　  249 1.4  267 1.2  549 1.5

中間（当期）純利
益

　  2,119 12.5  2,652 12.7  5,060 14.3
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③【中間連結株主資本等変動計算書】

 前中間連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年８月31日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年２月28日残高（百万円） 3,701 4,369 18,878 △70 26,879

中間連結会計期間中の変動額      

新株の発行 2,681 2,681   5,363

剰余金の配当   △256  △256

中間純利益   2,119  2,119

自己株式の取得    △17 △17

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
     

中間連結会計期間中の変動額合計

　　　　　　　 　（百万円）
2,681 2,681 1,862 △17 7,208

平成19年８月31日残高（百万円） 6,382 7,051 20,741 △88 34,087

 

評価・換算差額等

少数株主持分
その他有価証券評価

差額金

平成19年２月28日残高（百万円） 285 599

中間連結会計期間中の変動額   

新株の発行   

剰余金の配当   

中間純利益   

自己株式の取得   

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
△20 1,035

中間連結会計期間中の変動額合計

 　　　　　　　　（百万円）
△20 1,035

平成19年８月31日残高（百万円） 264 1,634

 当中間連結会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年８月31日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成20年２月29日残高（百万円） 6,382 7,051 23,396 △95 36,734

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当   △409  △409

中間純利益   2,652  2,652

自己株式の取得    △24 △24

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
     

中間連結会計期間中の変動額合計

　　　　　　　 　（百万円）
－ － 2,242 △24 2,218

平成20年８月31日残高（百万円） 6,382 7,051 25,638 △119 38,952

 

評価・換算差額等

少数株主持分
その他有価証券評価

差額金

平成20年２月29日残高（百万円） 159 3,027

中間連結会計期間中の変動額   

剰余金の配当   
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評価・換算差額等

少数株主持分
その他有価証券評価

差額金

中間純利益   

自己株式の取得   

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
△22 △282

中間連結会計期間中の変動額合計

 　　　　　　　　（百万円）
△22 △282

平成20年８月31日残高（百万円） 136 2,745

 前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年２月28日残高（百万円） 3,701 4,369 18,878 △70 26,879

連結会計年度中の変動額      

新株の発行 2,681 2,681   5,363

剰余金の配当   △542  △542

当期純利益   5,060  5,060

自己株式の取得    △25 △25

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）
     

連結会計年度中の変動額合計

　　　　　　　 　（百万円）
2,681 2,681 4,517 △25 9,855

平成20年２月29日残高（百万円） 6,382 7,051 23,396 △95 36,734

 

評価・換算差額等

少数株主持分
その他有価証券評価

差額金

平成19年２月28日残高（百万円） 285 599

連結会計年度中の変動額   

新株の発行   

剰余金の配当   

当期純利益   

自己株式の取得   

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）
△126 2,428

連結会計年度中の変動額合計

 　　　　　　　　（百万円）
△126 2,428

平成20年２月29日残高（百万円） 159 3,027
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④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

　 　

前中間連結会計期間

（自　平成19年3月1日
至　平成19年8月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成20年3月1日
至　平成20年8月31日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
（自　平成19年3月1日
至　平成20年2月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ．営業活動によるキャッシュ
・フロー

　    

税金等調整前中間
（当期）純利益

　 4,030 4,994 8,967

減価償却費 　 850 935 1,833

のれん償却額 　 30 73 81

貸倒引当金の増加額 　 11 17 7

賞与引当金の増加額 　 30 60 4

従業員退職給付引当
金の増加額

　 14 36 25

役員退職慰労引当金
の増加額

　 11 9 21

受取利息及び受取配
当金

　 △25 △35 △56

支払利息 　 16 13 36

固定資産売却益 　 △2 △16 △12

固定資産売却損 　 2 1 50

固定資産除却損 　 14 17 42

投資有価証券売却益 　 △9 － △9

持分変動利益 　 － － △846

売上債権の増加額 　 △850 △1,058 △928

たな卸資産の増減額（増
加：△）

　 △122 259 △670

仕入債務の増加額 　 277 337 285

未払消費税の増加額 　 73 8 152

その他 　 △86 49 47

小計 　 4,266 5,703 9,034

利息及び配当金の受
取額

　 23 34 53

利息の支払額 　 △15 △14 △35

法人税等の支払額 　 △1,659 △2,055 △3,403

営業活動によるキャッシュ
・フロー

　 2,615 3,667 5,650
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前中間連結会計期間

（自　平成19年3月1日
至　平成19年8月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成20年3月1日
至　平成20年8月31日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
（自　平成19年3月1日
至　平成20年2月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅱ．投資活動によるキャッシュ
・フロー

　    

定期預金の預入によ
る支出

　 △12 △20 △15

定期預金の払戻によ
る収入

　 5 51 11

投資有価証券の売却
による収入

　 17 － 17

積立保険料の支払に
よる支出

　 △52 △19 △63

積立保険解約による
収入

　 － 100 6

有形固定資産の取得
による支出

　 △1,669 △1,445 △3,324

有形固定資産の売却
による収入

　 9 21 23

無形固定資産の取得
による支出

　 △1 △8 △14

連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の取得による
支出

　 △1,325 － △1,325

連結子会社株式の取得に
よる支出

　 － △842 －

その他 　 △4 △2 △45

投資活動によるキャッシュ
・フロー

　 △3,034 △2,164 △4,729

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：△）

　 △350 △50 250

長期借入れによる収
入

　 800 － 800

長期借入金の返済に
よる支出

　 △129 △1,983 △401

株式の発行による収入 　 5,320 － 5,319

少数株主への株式の発行
による収入

　 － － 1,821

配当金の支払額 　 △255 △407 △542

少数株主への配当金の支
払額

　 △15 △48 △15

自己株式の取得による支
出

　 △17 △24 △25

財務活動によるキャッシュ
・フロー

　 5,351 △2,513 7,206
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前中間連結会計期間

（自　平成19年3月1日
至　平成19年8月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成20年3月1日
至　平成20年8月31日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
（自　平成19年3月1日
至　平成20年2月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

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：△）

　 4,932 △1,010 8,127

Ⅵ．現金及び現金同等物の
期首残高

　 12,537 20,664 12,537

Ⅶ．現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

＊　 17,469 19,653 20,664
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

１．連結の範囲に関する事項 ①連結子会社の数 ３社 

②連結子会社の名称  

　北陸ダイセキ株式会社  

　株式会社ダイセキ環境ソリュー

　ション

　田村産業株式会社  

　田村産業株式会社については、当

中間連結会計期間における株式取

得により、当中間連結会計期間より

連結の範囲に含めております。

①連結子会社の数 ３社 

②連結子会社の名称  

　北陸ダイセキ株式会社  

　株式会社ダイセキ環境ソリュー

　ション

　田村産業株式会社  

①連結子会社の数 ３社 

②連結子会社の名称  

　北陸ダイセキ株式会社  

　株式会社ダイセキ環境ソリュー

　ション

　田村産業株式会社  

　田村産業株式会社については、当

連結会計年度における株式取得に

より、当連結会計年度より連結の範

囲に含めております。

２．持分法の適用に関する事

項

　該当事項はありません。 　持分法を適用していない関連会社

（株式会社グリーンアローズホー

ルディングス）は、中間純損益（持

分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等からみて、持

分法の対象から除いても中間連結

財務諸表に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ、全体としても重要性がな

いため、持分法の適用範囲から除外

しております。

　持分法を適用していない関連会社

（株式会社グリーンアローズホー

ルディングス）は、当期純損益（持

分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等からみて、持

分法の対象から除いても連結財務

諸表に及ぼす影響が軽微であり、か

つ、全体としても重要性がないた

め、持分法の適用範囲から除外して

おります。

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

　連結子会社の中間決算日と中間連

結決算日は一致しております。

　なお、田村産業株式会社は決算日

を５月31日から２月末日に変更す

るため、中間連結財務諸表上、同社

の損益は平成19年６月１日から平

成19年８月31日までの３ヶ月間と

なっております。

　連結子会社の中間決算日と中間連

結決算日は一致しております。

　連結子会社の決算日と連結決算日

は一致しております。

　なお、田村産業株式会社は決算日

を５月31日から２月末日に変更し

たため、連結財務諸表上、同社の損

益は平成19年６月１日から平成20

年２月29日までの９ヶ月間となっ

ております。

４．会計処理基準に関する事

項

　 　 　

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

①　有価証券

 

 

その他有価証券

時価のあるもの

…中間連結決算日の市場価

格等に基づく時価法（評

価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価

は移動平均法により算

定）

①　有価証券

　　関連会社株式

　　　…移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの

同左

①　有価証券

　　関連会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

…連結決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移

動平均法により算定）

　 時価のないもの

…移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

　 ②　たな卸資産

製品、半製品、仕掛品及び仕掛

処理原価

…総平均法による原価法

商品及び原材料

…移動平均法による低価法

貯蔵品

…主に最終仕入原価法

②　たな卸資産

製品、半製品、仕掛品及び仕掛

処理原価

…主に総平均法による原価法

商品及び原材料

同左

貯蔵品

同左

②　たな卸資産

製品、半製品、仕掛品及び仕掛

処理原価

…総平均法による原価法

商品及び原材料

同左

貯蔵品

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①　有形固定資産…定率法

主な耐用年数

建物及び構築物

３～50年

機械装置及び運搬具

２～17年

 （会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当中間連

結会計期間より、平成19年４月１日

以降に取得した有形固定資産につ

いて、改正後の法人税法に基づく定

率法に変更しております。

　なお、これによる損益に与える影

響は軽微であります。

①　有形固定資産…定率法

主な耐用年数

建物及び構築物

２～50年

機械装置及び運搬具

２～17年

 （追加情報）

　法人税法の改正に伴い、平成19年

３月31日以前に取得した有形固定

資産については、改正前の法人税法

に基づく減価償却の方法の適用に

より取得価額の５％に到達した連

結会計年度の翌連結会計年度より、

取得価額の５％相当額と備忘価額

との差額を５年間にわたり均等償

却し、減価償却費に含めて計上して

おります。

　なお、これによる損益に与える影

響は軽微であります。

①　有形固定資産…定率法

主な耐用年数

建物及び構築物

３～50年

機械装置及び運搬具

２～17年

 （会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当連結会

計年度より、平成19年４月１日以降

に取得した有形固定資産について、

改正後の法人税法に基づく定率法

に変更しております。

　なお、これによる損益に与える影

響は軽微であります。

　 ②　無形固定資産…定額法

　なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用可

能期間（５年）に基づいており

ます。

②　無形固定資産…同左 ②　無形固定資産…同左

　 ③　長期前払費用…定額法 ③　長期前払費用…同左 ③　長期前払費用…同左

(3）重要な引当金の計上基

準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒の損失に備えるた

め、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。

①　貸倒引当金

同左

①　貸倒引当金

同左

　 ②　賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与に

備えるため、支給見込額に基づき

計上しております。

②　賞与引当金

同左

②　賞与引当金

同左

　 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、当連結会計年度末における退

職給付債務及び年金資産の見込

額に基づき、当中間連結会計期間

末において発生していると認め

られる額を計上しております。

　なお、数理計算上の差異は、その

発生時の翌連結会計年度に一括

費用処理することとしておりま

す。

③　従業員退職給付引当金

同左

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、当連結会計年度末における退

職給付債務及び年金資産の見込

額に基づき計上しております。

　なお、数理計算上の差異は、その

発生時の翌連結会計年度に一括

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

　役員退職慰労金の支出に備える

ため、内規に基づく当中間連結会

計期間末要支給額を計上してお

ります。

④　役員退職慰労引当金

同左

④　役員退職慰労引当金

　役員退職慰労金の支出に備える

ため、内規に基づく当連結会計年

度末要支給額を計上しておりま

す。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

(4）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、中間連結

決算日の直物為替相場により円貨

に換算し、換算差額は損益として処

理しております。

同左 　外貨建金銭債権債務は、連結決算

日の直物為替相場により円貨に換

算し、換算差額は損益として処理し

ております。

(5）重要なリース取引の処

理方法

　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。

同左 同左

(6）その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）作

成のための重要な事項

①　消費税の会計処理

　税抜方式を採用しております。

①　消費税の会計処理

同左

①　消費税の会計処理

同左

　 ②　仕掛処理原価

　環境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　のれんの償却に関する事項

　のれんの償却については、効果

の発現する期間を合理的に見積

り、当該期間にわたり均等償却し

ております。

　なお、田村産業株式会社取得に

係るのれんの償却期間は９年で

あります。

②　仕掛処理原価

同左

　

③　のれんの償却に関する事項

同左

②　仕掛処理原価

同左

　

③　のれんの償却に関する事項

同左

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヵ月

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。

同左 同左
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

 （有形固定資産の減価償却の方法）

　有形固定資産の減価償却の方法に係る会計方

針の変更については、「１中間連結財務諸表等

(1)中間連結財務諸表　中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項　４.会計処理

基準に関する事項（2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法①有形固定資産」に記載して

おります。

──────  （有形固定資産の減価償却の方法）

　有形固定資産の減価償却の方法に係る会計方

針の変更については、「１中間連結財務諸表等

(1)中間連結財務諸表　中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項　４.会計処理

基準に関する事項（2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法①有形固定資産」に記載して

おります。

　　　表示方法の変更

前中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

（中間連結貸借対照表）

　前中間連結会計期間末において、流動負債の「その他」に含めて表

示しておりました「１年以内返済予定の長期借入金」については、資

産の総額の100分の１を超えたため区分掲記しております。

　なお、前中間連結会計期間末の「１年以内返済予定の長期借入金」

は258百万円であります。

──────
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成19年８月31日）

当中間連結会計期間末
（平成20年８月31日）

前連結会計年度
（平成20年２月29日）

＊１．有形固定資産の減価

償却累計額

（百万円）

10,715

＊２. 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであ

ります。

 （百万円）

建物及び構築物　 729

機械装置 123

土地 1,260

計 2,112

担保付債務は次のとおりであります。

１年以内返済予定の長期借入金 285

長期借入金 1,714

計 2,000

＊１．有形固定資産の減価

償却累計額

（百万円）

12,114

＊２.　　 　　　─────

＊１．有形固定資産の減価

償却累計額

（百万円）

11,417

＊２. 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであ

ります。

 （百万円）

建物及び構築物　 694

機械装置 99

土地 1,260

計 2,054

担保付債務は次のとおりであります。

１年以内返済予定の長期借入金 285

長期借入金 1,571

計 1,857

＊３.　　 　　　───── ＊３．中間連結会計期間末日満期手形

中間連結会計期間末日満期手形の会計処

理については、当中間連結会計期間の末日

が金融機関の休日でしたが、満期日に決済

が行われたものとして処理しております。

当中間連結会計期間末日満期手形の金額

は、次のとおりであります。

　 (百万円)

受取手形 204

支払手形 44

設備支払手形 10

＊３.　　 　　　─────

４.　連結子会社（株式会社ダイセキ環境ソ

リューション）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す。この契

約に基づく当中間連結会計期間末の借

入未実行残高は次のとおりであります。

　  （百万円）

当座貸越極度額 2,800

借入実行残高 550

差　　引　　額 2,250

５.　連結子会社（株式会社ダイセキ環境ソ

リューション）においては、設備資金の

効率的な調達を行うため取引銀行とコ

ミット型シンジケートローン契約を締

結しております。この契約に基づく当中

間連結会計期間末の借入未実行残高は

次のとおりであります。

　  （百万円）

貸出コミットメントの総額 2,000

借入実行残高 2,000

差　　引　　額 －

４.　連結子会社（株式会社ダイセキ環境ソ

リューション）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す。この契

約に基づく当中間連結会計期間末の借

入未実行残高は次のとおりであります。

　  （百万円）

当座貸越極度額 3,800

借入実行残高 1,100

差　　引　　額 2,700

　５．　　　　　─────

４.　連結子会社（株式会社ダイセキ環境ソ

リューション）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す。この契

約に基づく当連結会計年度末の借入未

実行残高は次のとおりであります。

　  （百万円）

当座貸越極度額 2,800

借入実行残高 1,150

差　　引　　額 1,650

５．　　　　　─────
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

＊１．固定資産売却益の内訳

　  （百万円）

機械装置及び運搬具  2

＊１．固定資産売却益の内訳

　  （百万円）

機械装置及び運搬具 6　

土地 10　

＊１．固定資産売却益の内訳

　  （百万円）

機械装置及び運搬具 12　

＊２．固定資産売却損の内訳

　  （百万円）

機械装置及び運搬具 2

＊２．固定資産売却損の内訳

　  （百万円）

機械装置及び運搬具 1　

＊２．固定資産売却損の内訳

　  （百万円）

機械装置及び運搬具

土地

5　

44　

＊３．固定資産除却損の内訳

　  （百万円）

建物及び構築物

機械装置及び運搬具

その他（工具器具備品）

解体撤去費用

1

1

0

11

＊３．固定資産除却損の内訳

　  （百万円）

建物及び構築物

機械装置及び運搬具

その他（工具器具備品等）

解体撤去費用等

5　

5　

0　

5　

＊３．固定資産除却損の内訳

　  （百万円）

建物及び構築物

機械装置及び運搬具

その他（工具器具備品）

解体撤去費用等

4　

20　

1　

16　
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年８月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

　
前連結会計年度末株式

数（株）

当中間連結会計期間

増加株式数（株）

当中間連結会計期間

減少株式数（株）

当中間連結会計期間末

株式数（株）

 発行済株式     

普通株式（注）１ 32,077,239 8,945,447 － 41,022,686

 　　　合計 32,077,239 8,945,447 － 41,022,686

 自己株式     

普通株式（注）２ 46,431 16,584 － 63,015

　　合計 46,431 16,584 － 63,015

（注）１．普通株式の発行済株式数の増加8,945,447株は、株式分割による増加6,415,447株、公募による新株の発行による

増加2,200,000株、第三者割当による新株の発行による増加330,000株であります。

２．普通株式の自己株式の株式数の増加16,584株は、株式分割による増加9,286株、単元未満株式の買取による増加

7,298株であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　該当事項はありません。

３．配当に関する事項

（１）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年５月24日

定時株主総会
普通株式 256 ８ 平成19年２月28日 平成19年５月25日

（２）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年10月15日

　　取締役会
普通株式 286 利益剰余金 ７ 平成19年８月31日 平成19年11月14日

当中間連結会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年８月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

　
前連結会計年度末株式

数（株）

当中間連結会計期間

増加株式数（株）

当中間連結会計期間

減少株式数（株）

当中間連結会計期間末

株式数（株）

 発行済株式     

普通株式（注）１ 41,022,686 4,102,268 － 45,124,954

 　　　合計 41,022,686 4,102,268 － 45,124,954

 自己株式     

普通株式（注）２ 65,162 14,374 － 79,536

　　合計 65,162 14,374 － 79,536
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（注）１．普通株式の発行済株式数の増加4,102,268株は、株式分割による増加であります。

２．普通株式の自己株式の株式数の増加14,374株は、株式分割による増加6,516株、単元未満株式の買取による増加

7,858株であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　該当事項はありません。

３．配当に関する事項

（１）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成20年５月22日

定時株主総会
普通株式 409　 10　 平成20年２月29日 平成20年５月23日

（２）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年10月15日

　　取締役会
普通株式 382　 利益剰余金 8.5　 平成20年８月31日 平成20年11月14日

前連結会計年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

　
前連結会計年度末株式

数（株）

当連結会計年度増加株

式数（株）

当連結会計年度減少株

式数（株）

当連結会計年度末株式

数（株）

 発行済株式     

普通株式（注）１ 32,077,239 8,945,447 － 41,022,686

 　　　合計 32,077,239 8,945,447 － 41,022,686

 自己株式     

普通株式（注）２ 46,431 18,731 － 65,162

　　合計 46,431 18,731 － 65,162

 （注）１. 普通株式の発行済株式数の増加8,945,447株は、株式分割による増加6,415,447株、公募増資による新株の発

　　　　　 行による増加2,200,000株、第三者割当増資による新株の発行による増加330,000株であります。

２. 普通株式の自己株式の株式数の増加18,731株は、株式分割による増加9,286株、単元未満株式の買取りによる増

加9,445株であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　該当事項はありません。

３．配当に関する事項

（１）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年５月24日

定時株主総会
普通株式 256　 ８　 平成19年２月28日 平成19年５月25日

平成19年10月15日

取締役会
普通株式 286　 ７　 平成19年８月31日 平成19年11月14日

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
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（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年５月22日

定時株主総会
普通株式 409　 利益剰余金 10　 平成20年２月29日 平成20年５月23日
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

＊　現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

＊　現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

＊　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との

関係

（百万円） （百万円） （百万円）

現金及び預金勘定 17,524

預入期間が３ヵ月を超

える定期預金
△54

現金及び現金同等物 17,469

現金及び預金勘定 19,674

預入期間が３ヵ月を超

える定期預金
△20

現金及び現金同等物 19,653

現金及び預金勘定 20,716

預入期間が３ヵ月を超

える定期預金
△51

現金及び現金同等物 20,664
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（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

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（借主側）

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額、減損損失累計額相当額及び中

間期末残高相当額

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（借主側）

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額、減損損失累計額相当額及び中

間期末残高相当額

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（借主側）

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額、減損損失累計額相当額及び期

末残高相当額

　 　 　 (百万円)

　

取得価

額相当

額

減価償

却累計

額相当

額

中間期

末残高

相当額

機械装置及び

運搬具
78 29 49

その他（工具

器具備品）
32 11 21

計 111 40 71

　 　 　 (百万円)

　

取得価

額相当

額

減価償

却累計

額相当

額

中間期

末残高

相当額

機械装置及び

運搬具
176 57 118

その他（工具

器具備品）
32 16 16

計 209 74 134

　 　 　 (百万円)

　

取得価

額相当

額

減価償

却累計

額相当

額

期末残

高相当

額

機械装置及び

運搬具
172 40 131

その他（工具

器具備品）
32 13 19

計 205 54 150

（注）　取得価額相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の中間期末

残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。

（注）　　　　　　同左 （注）　取得価額相当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等

　　未経過リース料中間期末残高相当額

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等

　　未経過リース料中間期末残高相当額

(2）未経過リース料期末残高相当額等

　　未経過リース料期末残高相当額

　 （百万円）

１年内 21

１年超 50

計 71

　 （百万円）

１年内 38

１年超 96

計 134

　 （百万円）

１年内 39

１年超 111

計 150

（注）　未経過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法によ

り算定しております。

（注）　　　　　　同左 （注）　未経過リース料期末残高相当額は、未

経過リース料期末残高が有形固定資産

の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定してお

ります。

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩

額、減価償却費相当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩

額、減価償却費相当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩

額、減価償却費相当額及び減損損失

　 （百万円）

支払リース料 7

減価償却費相当額 7

　 （百万円）

支払リース料 19

減価償却費相当額 19

　 （百万円）

支払リース料 24

減価償却費相当額 24

(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

とする定額法によっております。

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はあり

ません。

同左

（減損損失について）

　　　　　　　同左

同左

（減損損失について）

　　　　　　　同左

２.オペレーティング・リース取引

　　未経過リース料

　 (百万円)

１年内 2

１年超 1

計 4

２.オペレーティング・リース取引

　　未経過リース料

　 (百万円)

１年内 2

１年超 3

計 6

２.オペレーティング・リース取引

　　未経過リース料

　 (百万円)

１年内 2

１年超 0

計 3
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成19年８月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

　 取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計
上額（百万円）

差額（百万円）

(1）株式 306 708 401

(2）債券 － － －

(3）その他 79 123 44

合計 385 831 445

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

　 中間連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券

　非上場株式 22

合計 22

  （注）　　当中間連結会計期間において、減損処理を行っておりません。

　　　　 　 なお、減損処理にあたっては、当中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した

　　　　  場合には全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮

　　　　　して必要と認められた額について減損処理を行っております。

当中間連結会計期間末（平成20年８月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

　 取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計
上額（百万円）

差額（百万円）

(1）株式 306 529 222

(2）債券 － － －

(3）その他 79 92 13

合計 386 622 236

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

　 中間連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券

　非上場株式 24

合計 24

  （注）　　当中間連結会計期間において、減損処理を行っておりません。

　　　　 　 なお、減損処理にあたっては、当中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した

　　　　  場合には全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮

　　　　　して必要と認められた額について減損処理を行っております。

前連結会計年度末（平成20年２月29日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

　 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

(1）株式 306 556 249

(2）債券 － － －

(3）その他 79 99 20

合計 385 655 269

２．時価評価されていない主な有価証券の内容
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　 連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券

　非上場株式 22

合計 22

  （注）　　当連結会計年度において、減損処理を行っておりません。

　　　　 　 なお、減損処理にあたっては、当連結会計年度末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合

          には全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して

          必要と認められた額について減損処理を行っております。

（デリバティブ取引関係）

　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、当社グループはデリバティブ取引を全く

利用していないため、該当事項はありません。

　　　（ストック・オプション等関係）

　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、該当事項はありません。

（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、環境部門の売上高及び営業利益の金額

は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業

の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

【所在地別セグメント情報】

　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連結

子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

【海外売上高】

　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、海外売上高がないため該当事項はあり

ません。

（開示対象特別目的会社関係）

　当中間連結会計期間において、該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

１株当たり純資産額    838円68銭

１株当たり中間純利益     52円76銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

　当社は、平成19年３月１日付で株式

１株につき1.2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

れたと仮定した場合の前中間連結会

計期間及び前連結会計年度における

１株当たり情報については、以下のと

おりとなります。

前中間連結会計
期間

前連結会計年度

１株当たり純資
産額
      673円66銭

１株当たり純資
産額
      706円72銭

１株当たり中間
純利益
     45円14銭

１株当たり当期
純利益
    83円77銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益については、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   867円78銭

１株当たり中間純利益   58円87銭

同左

 

 

 

　当社は、平成20年３月１日付で株式

１株につき1.1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

れたと仮定した場合の前中間連結会

計期間及び前連結会計年度における

１株当たり情報については、以下のと

おりとなります。

前中間連結会計
期間

前連結会計年度

１株当たり純資
産額
    762円44銭

１株当たり純資
産額
     818円88銭

１株当たり中間
純利益
       47円97銭

１株当たり当期
純利益
      113円42銭

同左

１株当たり純資産額  900円77銭

１株当たり当期純利益 124円77銭

　なお、潜在株式調整後1株当たり当期

純利益については、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。

 

　当社は、平成19年３月１日付で株式

１株につき1.2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

れたと仮定した場合の前連結会計年

度における１株当たり情報について

は、以下のとおりとなります。

前連結会計年度

１株当たり純資産額

１株当たり当期純利益

 706円72銭

83円77銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

   

　（注）１.　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。

　
前中間連結会計期間末
（平成19年８月31日）

当中間連結会計期間末
（平成20年８月31日）

前連結会計年度末
（平成20年２月29日）

純資産の部の合計額（百万円） 35,987 41,834 39,921

純資産の部の合計額から控除する金額

（百万円）
1,634 2,745 3,027

（うち少数株主持分）（百万円） (1,634) （2,745）　 （3,027）　

普通株式に係る中間期末（期末）の純資

産額（百万円）
34,352 39,089 36,893

普通株式の中間期末（期末）株式数(株) 40,959,671 45,045,418 40,957,524

　２.　１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前中間連結会計期間

(自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

中間（当期）純利益（百万円） 2,119 2,652 5,060

普通株主に帰属しない金額

（百万円）
－ － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円）
2,119 2,652 5,060

普通株式の期中平均株式数（株） 40,158,332 45,047,884 40,556,191
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

─────

　

─────

　

  株式分割

　　平成20年１月９日開催の当社取締役

会の決議に基づき、次のように株式

分割による新株式を発行しておりま

す。

(1）平成20年３月１日付をもって普通

株式１株につき1.1株に分割します。

①分割により増加する株式数

 普通株式　　 4,102,268株

②分割方法

　　平成20年２月29日最終の株主名簿及

び実質株主名簿に記載された株主の

所有株式数を、１株につき1.1株の割

合をもって分割します。

(2）配当起算日

 平成20年３月１日

　　当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の前連結会計年度にお

ける１株当たり情報及び当期首に行

われたと仮定した場合の当連結会計

年度における１株当たり情報は、そ

れぞれ以下のとおりとなります。

前連結会計年度 当連結会計年度

１株当たり純資
産額

 642円47銭

１株当たり純資
産額

 818円88銭

１株当たり当期
純利益

 76円15銭

１株当たり当期
純利益

 113円42銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

（２）【その他】

　該当事項はありません。
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２【中間財務諸表等】

（１）【中間財務諸表】

①【中間貸借対照表】

　 　
前中間会計期間末
（平成19年８月31日）

当中間会計期間末
（平成20年８月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部） 　          

Ⅰ．流動資産 　          

１．現金及び預金 　 15,796   18,688   17,955   

２．受取手形
＊３
　

1,373   1,355   1,276   

３．売掛金 　 3,592   4,166   3,469   

４．たな卸資産 　 274   315   314   

５．その他 　 285   335   268   

６．貸倒引当金 　 △7   △10   △8   

流動資産合計 　  21,314 54.9  24,850 57.6  23,276 57.4

Ⅱ．固定資産 　          

１．有形固定資産 ＊１          

(1）建物 　 1,833   1,809   1,828   

(2）構築物 　 1,750   1,828   1,767   

(3）機械及び装置 　 2,367   2,562   2,417   

(4）土地 　 5,581   5,571   5,571   

(5）その他 　 778   680   729   

計 　 12,310   12,452   12,313   

２．無形固定資産 　 284   291   290   

３．投資その他の資産 　          

(1）関係会社株式 　 2,199   3,041   2,199   

(2）その他 ＊２ 2,663   2,487   2,459   

(3）貸倒引当金 　 △12   △17   △4   

計 　 4,850   5,510   4,653   

固定資産合計 　  17,445 45.0  18,254 42.3  17,258 42.5

資産合計 　  38,759 100.0  43,105 100.0  40,535 100.0
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前中間会計期間末
（平成19年８月31日）

当中間会計期間末
（平成20年８月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部） 　          

Ⅰ．流動負債 　          

１．支払手形
＊３
　

549   683   558   

２．買掛金 　 1,085   1,315   1,117   

３．未払法人税等 　 1,327   1,655   1,502   

４．未払消費税 　 136   165   217   

５．賞与引当金 　 172   197   148   

６．設備支払手形 ＊３ 943   845   650   

７．その他 　 464   841   832   

流動負債合計 　  4,679 12.0  5,704 13.2  5,027 12.4

Ⅱ．固定負債 　          

１．従業員退職給付引
当金

　 536   570   555   

２．役員退職慰労引当
金

　 179   194   186   

３．その他 　 1   1   1   

固定負債合計 　  716 1.8  765 1.7  743 1.8

負債合計 　  5,396 13.9  6,469 15.0  5,770 14.2

　 　          

（純資産の部） 　          

Ⅰ．株主資本 　          

１．資本金 　  6,382 16.4  6,382 14.8  6,382 15.7

２．資本剰余金 　          

　　資本準備金 　 7,051   7,051   7,051   

資本剰余金合計 　  7,051 18.1  7,051 16.3  7,051 17.3

３．利益剰余金 　          

(1）利益準備金 　 204   204   204   

(2）その他利益剰余金 　          

特別償却準備金 　 2   0   0   

別途積立金 　 14,600   14,600   14,600   

繰越利益剰余金 　 4,945   8,384   6,462   

利益剰余金合計 　  19,752 50.9  23,189 53.7  21,268 52.4

４．自己株式 　  △88 △0.2  △119 △0.2  △95 △0.2

株主資本合計 　  33,098 85.3  36,503 84.6  34,606 85.3

Ⅱ．評価・換算差額等 　          

　　その他有価証券評価
差額金

　  265 0.6  132 0.3  158 0.3

評価・換算差額等合
計

　  265 0.6  132 0.3  158 0.3

純資産合計 　  33,363 86.0  36,635 84.9  34,764 85.7

負債純資産合計 　  38,759 100.0  43,105 100.0  40,535 100.0
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②【中間損益計算書】

　 　
前中間会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ．売上高 　  11,698 100.0  14,229 100.0  23,859 100.0

Ⅱ．売上原価 　  7,186 61.4  8,848 62.1  14,816 62.1

売上総利益 　  4,511 38.5  5,381 37.8  9,042 37.8

Ⅲ．販売費及び一般管理
費

　  1,422 12.1  1,549 10.8  2,882 12.0

営業利益 　  3,088 26.4  3,831 26.9  6,160 25.8

Ⅳ．営業外収益 ＊１  75 0.6  89 0.6  119 0.5

Ⅴ．営業外費用 ＊２  49 0.4  6 0.0  54 0.2

経常利益 　  3,114 26.6  3,915 27.5  6,225 26.0

Ⅵ．特別利益 ＊３  9 0.0  2 0.0  9 0.0

Ⅶ．特別損失 ＊４  17 0.1  17 0.1  72 0.3

税引前中間（当
期）純利益

　  3,107 26.5  3,900 27.4  6,162 25.8

法人税、住民税及び
事業税

　 1,297   1,627   2,550   

法人税等調整額 　 △29 1,267 10.8 △59 1,568 11.0 △29 2,520 10.5

中間（当期）純利
益

　  1,839 15.7  2,331 16.3  3,642 15.2
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③【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年８月31日）

 

株主資本
評価・換算
差額等

資本金

資本
剰余金

利益剰余金

自己
株式

株主
資本
合計

 

資本
準備金

利益
準備金

その他利益剰余金
その他有価
証券評価
差額金

特別
償却
準備金

別途
積立金

繰越
利益
剰余金

 

平成19年２月28日残高（百万円） 3,701 4,369 204 3 14,600 3,361 △70 26,169 284

中間会計期間中の変動額          

新株の発行 2,681 2,681      5,363  

特別償却準備金の取崩し    △1  1  －  

剰余金の配当      △256  △256  

中間純利益      1,839  1,839  

自己株式の取得       △17 △17  

株主資本以外の項目の中間会計期

間中の変動額（純額）
        △19

中間会計期間中の変動額合計

　　　　　　　　　　（百万円）
2,681 2,681 － △1 － 1,584 △17 6,928 △19

平成19年８月31日残高（百万円） 6,382 7,051 204 2 14,600 4,945 △88 33,098 265

当中間会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年８月31日）

 

株主資本
評価・換算
差額等

資本金

資本
剰余金

利益剰余金

自己
株式

株主
資本
合計

 

資本
準備金

利益
準備金

その他利益剰余金
その他有価
証券評価
差額金

特別
償却
準備金

別途
積立金

繰越
利益
剰余金

 

平成20年２月29日残高（百万円） 6,382 7,051 204 0 14,600 6,462 △95 34,606 158

中間会計期間中の変動額          

特別償却準備金の取崩し    △0  0  －  

剰余金の配当      △409  △409  

中間純利益      2,331  2,331  

自己株式の取得       △24 △24  

株主資本以外の項目の中間会計期

間中の変動額（純額）
        △26

中間会計期間中の変動額合計

　　　　　　　　　　（百万円）
－ － － △0 － 1,921 △24 1,897 △26

平成20年８月31日残高（百万円） 6,382 7,051 204 0 14,600 8,384 △119 36,503 132

前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）
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株主資本
評価・換算
差額等

資本金

資本
剰余金

利益剰余金

自己
株式

株主
資本
合計

 

資本
準備金

利益
準備金

その他利益剰余金
その他有価
証券評価
差額金

特別
償却
準備金

別途
積立金

繰越
利益
剰余金

 

平成19年２月28日残高（百万円） 3,701 4,369 204 3 14,600 3,361 △70 26,169 284

事業年度中の変動額          

新株の発行 2,681 2,681      5,363  

特別償却準備金の取崩し    △2  2  －  

剰余金の配当      △542  △542  

当期純利益      3,642  3,642  

自己株式の取得       △25 △25  

株主資本以外の項目の事業年度中

の変動額（純額）
        △126

事業年度中の変動額合計（百万円） 2,681 2,681 － △2 － 3,101 △25 8,437 △126

平成20年２月29日残高（百万円） 6,382 7,051 204 0 14,600 6,462 △95 34,606 158
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

子会社株式

…移動平均法による原価法

その他有価証券

(1）有価証券

子会社株式

同左 

その他有価証券

(1）有価証券

子会社株式

同左 

その他有価証券

　 時価のあるもの

…中間決算日の市場価格に

基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移

動平均法により算定）

時価のあるもの

同左

 

時価のあるもの

…決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価

は移動平均法により算

定）

　 時価のないもの

…移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

 

時価のないもの

同左

 

　 (2）たな卸資産

製品・仕掛品及び仕掛処理原

価

…総平均法による原価法

商品及び原材料

…移動平均法による低価法

貯蔵品

…最終仕入原価法

(2）たな卸資産

製品・仕掛品及び仕掛処理原

価

同左

商品及び原材料

同左

貯蔵品

同左

(2）たな卸資産

製品・仕掛品及び仕掛処理原

価

同左

商品及び原材料

同左

貯蔵品

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

定率法

主な耐用年数

建物　　　　　　３～50年

構築物　　　　　４～30年

機械及び装置　　２～17年

 （会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当中間会

計期間より、平成19年４月１日以降

に取得した有形固定資産について、

改正後の法人税法に基づく定率法

に変更しております。

　なお、これによる損益に与える影

響は軽微であります。

(1）有形固定資産

定率法

主な耐用年数

建物　　　　　　２～50年

構築物　　　　　４～30年

機械及び装置　　４～17年

 （追加情報）

　法人税法の改正に伴い、平成19年

３月31日以前に取得した有形固定

資産については、改正前の法人税法

に基づく減価償却の方法の適用に

より取得価額の５％に到達した事

業年度の翌事業年度より、取得価額

の５％相当額と備忘価額との差額

を５年間にわたり均等償却し、減価

償却費に含めて計上しております。

　なお、これによる損益に与える影

響は軽微であります。

(1）有形固定資産

定率法

主な耐用年数

建物　　　　　　３～50年

構築物　　　　　４～30年

機械及び装置　　２～17年

 （会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当事業年

度より、平成19年４月１日以降に取

得した有形固定資産について、改正

後の法人税法に基づく定率法に変

更しております。

　なお、これによる損益に与える影

響は軽微であります。

　 (2）無形固定資産

定額法

　なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用可

能期間（５年）に基づいており

ます。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

　 (3）長期前払費用

定額法

(3）長期前払費用

同左

(3）長期前払費用

同左

　 (4）投資不動産

定率法

(4）　　 　─────

　

(4）投資不動産

定率法
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項目
前中間会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒の損失に備えるた

め、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。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

　 (2）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与に

備えるため、支給見込額に基づき

計上しております。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

同左

　 (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、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

基づき、当中間会計期間末におい

て発生していると認められる額

を計上しております。

　なお、数理計算上の差異は、その

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。

(3）従業員退職給付引当金

同左

(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、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

基づき計上しております。

　なお、数理計算上の差異は、その

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

　役員退職慰労金の支出に備える

ため、内規に基づく当中間期末要

支給額を計上しております。

(4）役員退職慰労引当金

同左

(4）役員退職慰労引当金

　役員退職慰労金の支出に備える

ため、内規に基づく当期末要支給

額を計上しております。

４．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、中間決算

日の直物為替相場により円貨に換

算し、換算差額は損益として処理し

ております。

同左 　外貨建金銭債権債務は、決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理してお

ります。

５．リース取引の処理方法 　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。

同左 同左

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

(1）消費税の会計処理

　税抜方式を採用しております。

　なお、仮払消費税及び仮受消費

税は、相殺のうえ未払消費税とし

て表示しております。

(1）消費税の会計処理

同左

(1）消費税の会計処理

　税抜方式を採用しております。

　 (2）仕掛処理原価

　環境部門における産業廃棄物処

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。

(2）仕掛処理原価

同左

(2）仕掛処理原価

同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

 （有形固定資産の減価償却の方法）

　有形固定資産の減価償却の方法に係る会計方

針の変更については、「２中間財務諸表等（

1）中間財務諸表　中間財務諸表作成のための

基本となる重要な事項　２.固定資産の減価償

却の方法(1)有形固定資産」に記載しておりま

す。

　

─────  （有形固定資産の減価償却の方法）

　有形固定資産の減価償却の方法に係る会計方

針の変更については、「２中間財務諸表等（

1）中間財務諸表　中間財務諸表作成のための

基本となる重要な事項　２.固定資産の減価償

却の方法(1)有形固定資産」に記載しておりま

す。

表示方法の変更

前中間会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間

（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

（中間貸借対照表）

　「投資その他の資産」に属する資産は、前中間会計期間末まで「投

資その他の資産」として一括して表示しておりましたが、当中間会計

期間末において「関係会社株式」が資産の総額の100分の５を超えた

ため、「関係会社株式」と「その他」に区分することといたしまし

た。

　なお、前中間会計期間末の「関係会社株式」の金額は349百万円であ

ります。

──────
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成19年８月31日）

当中間会計期間末
（平成20年８月31日）

前事業年度末
（平成20年２月29日）

＊１．有形固定資産の減価

償却累計額

（百万円）

9,511

＊１．有形固定資産の減価

償却累計額

（百万円）

10,801

＊１．有形固定資産の減価

償却累計額

（百万円）

10,216

＊２．投資不動産の減価償

却累計額

（百万円）

130

＊２．　　　　　───── ＊２．　　　　　─────

＊３.　　 　　　───── ＊３．中間期末日満期手形

中間期末日満期手形の会計処理について

は、当中間会計期間の末日が金融機関の休

日でしたが、満期日に決済が行われたもの

として処理しております。当中間期末日満

期手形の金額は、次のとおりであります。

　 (百万円)

受取手形 174

支払手形 40

設備支払手形 10

＊３.　　 　　　─────

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

＊１．営業外収益の主要項目 ＊１．営業外収益の主要項目 ＊１．営業外収益の主要項目

　 （百万円）

受取利息 16 

受取配当金 20 

　 （百万円）

受取利息 26　

受取配当金 59　

　 （百万円）

受取利息 39　

受取配当金 26　

＊２．営業外費用の主要項目 ＊２．営業外費用の主要項目 ＊２．営業外費用の主要項目

　 （百万円）

投資不動産減価償却費 5 

株式交付費 43 

　 （百万円）

株式交付費 5　

　 （百万円）

投資不動産減価償却費 9　

株式交付費 43　

＊３．特別利益の主要項目 ＊３．特別利益の主要項目 ＊３．特別利益の主要項目

　 （百万円）

投資有価証券売却益 9 

　 （百万円）

固定資産売却益 2　

　 （百万円）

投資有価証券売却益 9　

＊４．特別損失の主要項目 ＊４．特別損失の主要項目 ＊４．特別損失の主要項目

　 （百万円）

固定資産売却損 2 

固定資産除却損 14 

　 （百万円）

固定資産売却損 1　

固定資産除却損 15　

　 （百万円）

固定資産売却損 48　

固定資産除却損 23　

　５．減価償却実施額 　５．減価償却実施額 　５．減価償却実施額

　 （百万円）

有形固定資産 693

無形固定資産  3

投資不動産  5

　 （百万円）

有形固定資産 745　

無形固定資産 5　

　 （百万円）

有形固定資産   1,472

無形固定資産 8　

投資不動産 9　
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年８月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式数

（株）
当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

普通株式（注） 46,431 16,584 － 63,015

合計 46,431 16,584 － 63,015

（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加16,584株は、株式分割による増加9,286株、単元未満株式の買取に

　　　よる増加7,298株であります。

当中間会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年８月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式数

（株）
当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

普通株式（注） 65,162 14,374 － 79,536

合計 65,162 14,374 － 79,536

（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加14,374株は、株式分割による増加6,516株、単元未満株式の買取に

　　　よる増加7,858株であります。

前事業年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式数

（株）
当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（株）

普通株式（注） 46,431 18,731 － 65,162

合計 46,431 18,731 － 65,162

（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加18,731株は、株式分割による増加9,286株、単元未満株式の買取に

　　　よる増加9,445株であります。
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

　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（借主側）

　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（借主側）

　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（借主側）

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

中間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

中間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

期末残高相当額

　 　 　 (百万円)

　

取得価

額相当

額

減価償

却累計

額相当

額

中間期

末残高

相当額

　    

その他

（車両運搬具）
19 11 7

その他

（工具器具備品）
32 11 21

合計 51 22 29

　 　 　 (百万円)

　

取得価

額相当

額

減価償

却累計

額相当

額

中間期

末残高

相当額

　    

その他

（車両運搬具）
19 15 3

その他

（工具器具備品）
32 16 16

合計 51 31 20

　 　 　 (百万円)

　

取得価

額相当

額

減価償

却累計

額相当

額

期末残

高相当

額

　    

その他

（車両運搬具）
19 13 5

その他

（工具器具備品）
32 13 19

合計 51 27 24

（注）　取得価額相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の中間期末

残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。

（注）　　　　　　同左 （注）　取得価額相当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。

２．未経過リース料中間期末残高相当額等

　　未経過リース料中間期末残高相当額

２．未経過リース料中間期末残高相当額等

　　未経過リース料中間期末残高相当額

２．未経過リース料期末残高相当額等

　　未経過リース料期末残高相当額

　 （百万円）

１年内 9

１年超 20

合計 29

　 （百万円）

１年内 7

１年超 12

合計 20

　 （百万円）

１年内 8

１年超 15

合計 24

（注）　未経過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法によ

り算定しております。

（注）　　　　　　同左 （注）　未経過リース料期末残高相当額は、未

経過リース料期末残高が有形固定資産

の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定してお

ります。

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失

　 （百万円）

支払リース料 4

減価償却費相当額 4

　 （百万円）

支払リース料 4

減価償却費相当額 4

　 （百万円）

支払リース料 9

減価償却費相当額 9

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

とする定額法によっております。

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はあり

ません。

同左

（減損損失について）

　　　　　　　　同左

同左

（減損損失について）

　　　　　　　　同左
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（有価証券関係）

　前中間会計期間末（平成19年８月31日）

　子会社株式で時価のあるもの

　
中間貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

 子会社株式 313 4,836 4,522

　当中間会計期間末（平成20年８月31日）

　子会社株式で時価のあるもの

　
中間貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

 子会社株式 313 6,620 6,306

　前事業年度末（平成20年２月29日）

　子会社株式で時価のあるもの

　
貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

 子会社株式 313 10,026 9,712
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

１株当たり純資産額    814円54銭

１株当たり中間純利益    45円81銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

　当社は、平成19年３月１日付で株式

１株につき1.2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

れたと仮定した場合の前中間会計期

間及び前事業年度における１株当た

り情報については、以下のとおりとな

ります。

前中間会計期間 前事業年度

１株当たり純資
産額
      658円51銭

１株当たり純資
産額
      688円24銭

１株当たり中間
純利益
     42円63銭

１株当たり当期
純利益
    77円92銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益については、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  813円30銭

１株当たり中間純利益  51円75銭

同左

 

 

 

　当社は、平成20年３月１日付で株式

１株につき1.1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

れたと仮定した場合の前中間会計期

間及び前事業年度における１株当た

り情報については、以下のとおりとな

ります。

前中間会計期間 前事業年度

１株当たり純資
産額
     740円49銭

１株当たり純資
産額
   771円63銭

１株当たり中間
純利益
     41円65銭

１株当たり当期
純利益

   81円64銭

同左

１株当たり純資産額 848円80銭

１株当たり当期純利益 89円80銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

　当社は、平成19年３月１日付で株式

１株につき1.2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

下のとおりとなります。

前事業年度

１株当たり純資産額

１株当たり当期純利益

688円24銭

77円92銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

　（注）１.　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。

　
前中間会計期間末
（平成19年８月31日)

当中間会計期間末
（平成20年８月31日)

前事業年度末
（平成20年２月29日)

純資産の部の合計額（百万円） 33,363 36,635 34,764

純資産の部の合計額から控除する

金額（百万円）
－ － －

普通株式に係る中間期末（期末）の

純資産額（百万円）
33,363 36,635 34,764

普通株式の中間期末（期末）株式数(株) 40,959,671 45,045,418 40,957,524

　２.　１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間会計期間

(自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日)

前事業年度
(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

中間（当期）純利益（百万円） 1,839 2,331 3,642

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円）
1,839 2,331 3,642

普通株式の期中平均株式数（株） 40,158,332 45,047,884 40,556,191
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

───── ─────   株式分割

　　平成20年１月９日開催の取締役会の

決議に基づき、次のように株式分割

による新株式を発行しております。

(1)平成20年３月１日付をもって普通

株式１株につき1.1株に分割します。

①分割により増加する株式数

 普通株式　　4,102,268株

②分割方法

　　平成20年２月29日最終の株主名簿及

び実質株主名簿に記載された株主

の所有株式数を、１株につき1.1株の

割合をもって分割します。

(2）配当起算日

 平成20年３月１日

　　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

１株当たり情報及び当期首に行われ

たと仮定した場合の当事業年度にお

ける１株当たり情報は、それぞれ以

下のとおりとなります。

前事業年度 当事業年度

１株当たり純資
産額

 625円67銭

１株当たり純資
産額

 771円63銭

１株当たり当期
純利益

 70円84銭

１株当たり当期
純利益

 81円64銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

（２）【その他】

　平成20年10月15日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

（イ）中間配当による配当金の総額　　　　　　　　　 　　382百万円

（ロ）１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　 　　　8円50銭

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日　　　  平成20年11月14日

　（注）　平成20年８月31日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主に対し、支払いを行います。

EDINET提出書類

株式会社ダイセキ(E04931)

半期報告書

50/56



第６【提出会社の参考情報】

　当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

    有価証券報告書及びその添付書類

      事業年度（第50期）（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）平成20年５月23日関東財務局長に提出。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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独立監査人の中間監査報告書

　 　 　 　

　 　 　 平成19年11月６日

株式会社ダイセキ 　 　 　

　  取締役会　 御中 　

　 監査法人トーマツ 　

　
指 定  社 員

業務執行社員
　 公認会計士 松　岡　　　正　明　　㊞

　
指 定  社 員

業務執行社員
　 公認会計士 水　野　　　裕　之　　㊞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

株式会社ダイセキの平成19年３月１日から平成20年２月29日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成19年３月１日

から平成19年８月31日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主

資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任

は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財

務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加

の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合

理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に

準拠して、株式会社ダイセキ及び連結子会社の平成19年８月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会

計期間（平成19年３月１日から平成19年８月31日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を

表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

　（注）　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途

保管しております。
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独立監査人の中間監査報告書

　 　 　 　

　 　 　 平成20年11月７日

株式会社ダイセキ 　 　 　

　  取締役会　 御中 　

　 監査法人トーマツ 　

　
指 定  社 員

業務執行社員
　 公認会計士 水　野　　　裕　之　　㊞

　
指 定  社 員

業務執行社員
　 公認会計士 伊　藤　　　達　治　　㊞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

株式会社ダイセキの平成20年３月１日から平成21年２月28日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成20年３月１日

から平成20年８月31日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主

資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任

は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財

務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加

の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合

理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に

準拠して、株式会社ダイセキ及び連結子会社の平成20年８月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会

計期間（平成20年３月１日から平成20年８月31日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を

表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

　（注）　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途

保管しております。
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独立監査人の中間監査報告書

　 　 　 　

　 　 　 平成19年11月６日

株式会社ダイセキ 　 　 　

　 　取締役会　 御中 　

　 監査法人トーマツ 　

　
指 定  社 員

業務執行社員
　 公認会計士 松　岡　　　正　明　　㊞

　
指 定  社 員

業務執行社員
　 公認会計士 水　野　　　裕　之　　㊞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

株式会社ダイセキの平成19年３月１日から平成20年２月29日までの第50期事業年度の中間会計期間（平成19年３月１日か

ら平成19年８月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算

書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務

諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸

表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどう

かの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手

続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を

得たと判断している。

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、

株式会社ダイセキの平成19年８月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成19年３月１日から平

成19年８月31日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

　（注）　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途

保管しております。
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独立監査人の中間監査報告書

　 　 　 　

　 　 　 平成20年11月７日

株式会社ダイセキ 　 　 　

　 　取締役会　 御中 　

　 監査法人トーマツ 　

　
指 定  社 員

業務執行社員
　 公認会計士 水　野　　　裕　之　　㊞

　
指 定  社 員

業務執行社員
　 公認会計士 伊　藤　　　達　治　　㊞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

株式会社ダイセキの平成20年３月１日から平成21年２月28日までの第51期事業年度の中間会計期間（平成20年３月１日か

ら平成20年８月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算

書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務

諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸

表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどう

かの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手

続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を

得たと判断している。

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、

株式会社ダイセキの平成20年８月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成20年３月１日から平

成20年８月31日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

　（注）　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途

保管しております。
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