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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】

　提出会社の状況

回次 第11期中 第12期中 第13期中 第11期 第12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

売上高 （千円） 2,725,709 4,011,315 4,768,516 5,643,143 7,774,172

経常利益 （千円） 222,339 492,027 592,400 558,360 894,113

中間（当期）純利益 （千円） 133,642 292,695 357,116 325,079 528,772

持分法を適用した場合の

投資利益
（千円） － － － － －

資本金 （千円） 528,843 528,843 1,446,921 528,843 1,446,921

発行済株式総数 （株） 26,550 26,550 59,863 26,550 59,863

純資産額 （千円） 1,313,385 1,797,517 4,155,029 1,504,822 3,869,749

総資産額 （千円） 4,886,874 6,784,720 6,987,422 5,670,881 8,568,817

１株当たり純資産額 （円） 49,468.36 67,703.13 69,408.98 56,678.80 64,643.42

１株当たり中間（当期）

純利益
（円） 5,033.60 11,024.32 5,965.56 12,244.04 9,901.55

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） － － － － 1,200

自己資本比率 （％） 26.8 26.4 59.4 26.5 45.1

営業活動によるキャッ

シュ・フロー
（千円） 352,039 492,963 242,675 617,924 739,071

投資活動によるキャッ

シュ・フロー
（千円） △1,463,310 △352,141 △391,742 △1,542,376 △1,322,683

財務活動によるキャッ

シュ・フロー
（千円） 1,170,520 320,520 △2,103,911 1,141,040 2,470,083

現金及び現金同等物の中

間期末（期末）残高
（千円） 387,498 1,006,179 178,332 544,838 2,431,309

従業員数 （人） 55 67 83 59 73

　（注）１．当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移について

は記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、第12期中までは関連会社が存在しないため、また、第12期から

は関連会社の損益等に重要性が乏しいため記載しておりません。

４. 第12期に平成19年９月１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。

　　　　５. 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。

　　　　６. 第12期の１株当たり配当額1,200円には、市場第一部指定記念配当200円を含んでおります。

　

　

　

２【事業の内容】

　　　当中間会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はありま
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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】

　当中間会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

４【従業員の状況】

(1)提出会社の状況

　 平成20年８月31日現在

従業員数（人） 83

　（注）１．従業員数は、嘱託社員を含んだ数で記載しております。

２．従業員数が前期末に比べ10名増加しましたのは、事業拡張に伴う採用によるものであります。

(2)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

当中間会計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題を起因とする金融市場の混乱や株式・為替市場

の変動、さらには原油価格の高騰に伴う原材料価格の上昇により、生産及び設備投資が鈍化するなど、大きな影響を

受け、企業業績が伸び悩み、個人消費も物価上昇で弱含みとなるなど、景気は停滞の様相を強く示しつつ推移いたし

ました。

  また、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サブプライムローン問題の影響による不動産

・建設不況という二重の逆風に見舞われた上半期となりました。

このような経済情勢下ではありましたが、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。また、個別企業における環境対策に対する姿勢もより積極性を増しております。

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、リサイクル事業及び環境

分析事業への事業展開を積極的に進めてまいりました。特に土壌汚染調査・処理事業につきましては、川上営業を

積極的に推し進め、シェアアップを図ってまいりました。その結果、当中間会計期間の売上高は4,768百万円（前年同

期比18.8％増）、営業利益は561百万円（同10.5％増）、経常利益は592百万円（同20.3％増）、中間純利益357百万円

（同22.0％増）と堅調に推移いたしました。

(2)キャッシュ・フロー

当中間会計期間におけるキャッシュ・フローにつきましては、内部留保資金の充実を前提としつつ、事業の安定

的拡大に必要な投資を実行してまいりました。その一環として、廃石膏ボードリサイクル事業の用地を取得する一

方、長期借入金の返済を進め、内部留保を充実させてまいりました。

その結果、現金及び現金同等物の当中間会計期間末残高は178百万円（前中間会計期間末比827百万円減）となり

ました。

　　当中間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、主に売上債権の増加額425百万円、法人税等の支

払額282百万円等の支出はあったものの、税引前中間純利益606百万円、減価償却費155百万円、仕入債務の増加額125

百万円等により、総額では242百万円の収入（前年同期比50.7％減）となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当中間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410百万円

等により、総額では391百万円の支出（同11.2％増）となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当中間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70百万円等により、総額では2,103百万円の支出（前年同期は320百万円の収入）となりました。

　　　（注）消費税等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

額には消費税等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

　当中間会計期間の生産実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別
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）

前年同期比（％）

土壌汚染調査・処理（千円） 4,574,118 115.6

リサイクル（千円） 33,783 78.7

環境分析（千円） 60,315 110.5

合計（千円） 4,668,217 115.1

　（注）１．金額は販売価格によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３．その他部門は生産実績がないため、該当事項はありません。

(2)受注状況

　当中間会計期間の受注状況を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％）

土壌汚染調査・処理 4,289,255 123.1 651,448 138.6

リサイクル 33,758 78.6 － －

環境分析 59,368 114.5 637 71.4

合計 4,382,382 122.5 652,085 138.5

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　　２．その他部門は受注生産を行っていないため、該当事項はありません。

(3)販売実績

　当中間会計期間の販売実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別
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）

前年同期比（％）

土壌汚染調査・処理（千円） 4,655,984 119.5

リサイクル（千円） 33,758 78.6

環境分析（千円） 59,973 113.7

その他（千円） 18,799 93.6

合計（千円） 4,768,516 118.8

　（注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

２．前中間会計期間及び当中間会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割

合は、次のとおりであります。

相手先

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）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

株式会社ダイセキ 63,057 1.5 744,654 15.6

石原産業株式会社 445,574 11.1 621,535 13.0
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３【対処すべき課題】

当中間会計期間において当社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】

　　　　 当中間会計期間において、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】

　　　　 該当事項はありません。
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第３【設備の状況】

１【主要な設備の状況】

　　　　 当中間会計期間において、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】

　　　　当中間会計期間において、前事業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。

　　　　なお、前事業年度末に計画中であった次の廃石膏ボードリサイクル工場用地の取得については、平成20年５月に実行

いたしました。

事業所名

（所在地）
設備の内容

帳簿価額（千円）
従業員数

（人）　
土地　

（面積㎡）

 東海リサイクルセンター  

 （愛知県東海市）

廃石膏ボードリサイクル

工場用地

345,780

（7,041）
―
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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 128,000

計 128,000

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10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 59,863 59,863
東京証券取引所第一部

名古屋証券取引所第一部
－

計 59,863 59,863 － －

（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
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成20年３月１日～

平成20年８月31日
― 59,863 ― 1,446,921 ― 1,242,433
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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
（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 32,136 53.68

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 2,710 4.52

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 1,600 2.67

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 1,468 2.45

株式会社伊藤治商事 名古屋市緑区徳重2丁目1710番地 1,440 2.40

東京海上日動火災保険株式会

社
東京都千代田区丸の内1丁目2番1号 880 1.47

株式会社中京銀行 名古屋市中区栄3丁目33番13号 800 1.33

新東昭不動産株式会社 名古屋市中区錦2丁目20番8号 800 1.33

二宮利彦 名古屋市緑区 632 1.05

バンクカントナールヴォード　　

　　

ワーズオーディナリー

（常任代理人　香港上海銀行）　

　

PLACE　SAINT　FRANCOIS　1003

LAUSANNE　SWITZERLAND 

（東京都中央区日本橋3丁目11番1号）

　

600 1.00

計 － 43,066 71.94

（注）上記日本マスタートラスト信託銀行株式会社及び日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の所有株式数は、す

べて信託業務に係るものであります。

（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） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　59,863 59,861 －

端株 － － －

発行済株式総数 59,863 － －

総株主の議決権 － 59,861 －

（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株含まれております。また、「議決権

の数」欄には同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数２個が含まれておりません。

　

　　　②【自己株式等】

　　　　　該当事項はありません。
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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） 324,000 320,000 290,000 296,000 307,000

 

　274,700

　　 

最低（円） 231,000 277,000 255,000 264,000 250,200

 

204,000

　　 

　（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．中間財務諸表の作成方法について

　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。

３．中間連結財務諸表について

　当社は子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。
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１【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（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金  1,006,179   178,332   2,431,309   

２．受取手形  ＊３ 129,591   266,341   163,600   

３．売掛金  1,063,635   1,505,130   1,177,854   

４．たな卸資産  101,572   66,021   147,450   

５．その他  87,220   132,780   73,246   

流動資産合計   2,388,199 35.1  2,148,606 30.7  3,993,462 46.6

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ＊１          

（1）建物 ＊２ 1,134,422   1,193,684   1,246,693   

（2）機械及び装置 ＊２ 473,160   434,667   399,602   

（3）土地 ＊２ 2,377,802   2,743,504   2,407,013   

（4）その他 ＊２ 262,971   249,126   301,678   

有形固定資産合計  4,248,357   4,620,982   4,354,988   

２．無形固定資産  2,278   5,772   2,495   

３．投資その他の資産  145,886   212,060   217,872   

固定資産合計   4,396,521 64.8  4,838,816 69.2  4,575,355 53.3

資産合計   6,784,720 100.0  6,987,422 100.0  8,568,817 100.0
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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（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．支払手形  ＊３　 92,675   139,887   69,980   

２．買掛金  517,844   533,929   484,076   

３．短期借入金  550,000   1,100,000   1,150,000   

４．１年以内返済予定
　　の長期借入金

＊２ 544,674   262,290   544,674   

５．賞与引当金  19,220   24,429   18,240   

６．設備支払手形  706,326   101,912   83,010   

７．その他  345,216   421,621   405,234   

流動負債合計   2,775,957 40.9  2,584,070 36.9  2,755,216 32.1

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金 ＊２ 2,166,185   192,940   1,893,848   

２．従業員退職給付引
当金

 22,976   28,632   25,570   

３．役員退職慰労引当
金

 19,815   24,482   22,165   

４．その他  2,268   2,268   2,268   

固定負債合計   2,211,245 32.5  248,322 3.5  1,943,851 22.6

負債合計   4,987,202 73.5  2,832,392 40.5  4,699,068 54.8

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   528,843 7.7  1,446,921 20.7  1,446,921 16.8

２．資本剰余金           

  資本準備金  324,356   1,242,433   1,242,433   

資本剰余金合計   324,356 4.7  1,242,433 17.7  1,242,433 14.4

３．利益剰余金           

(1)利益準備金  1,300   1,300   1,300   

(2)その他利益剰余
　 金

          

繰越利益剰余金  943,017   1,464,375   1,179,094   

利益剰余金合計   944,317 13.9  1,465,675 20.9  1,180,394 13.7

株主資本合計   1,797,517 26.4  4,155,029 59.4  3,869,749 45.1

純資産合計   1,797,517 26.4  4,155,029 59.4  3,869,749 45.1

負債純資産合計   6,784,720 100.0  6,987,422 100.0  8,568,817 100.0
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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（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   4,011,315 100.0  4,768,516 100.0  7,774,172 100.0

Ⅱ　売上原価   3,266,708 81.4  3,896,154 81.7  6,304,632 81.0

売上総利益   744,607 18.5  872,361 18.2  1,469,540 18.9

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  236,476 5.8  310,507 6.5  512,087 6.5

営業利益   508,130 12.6  561,854 11.7  957,453 12.3

Ⅳ　営業外収益 ＊１  1,502 0.0  46,221 0.9  9,142 0.1

Ⅴ　営業外費用 ＊２  17,605 0.4  15,675 0.3  72,481 0.9

経常利益   492,027 12.2  592,400 12.4  894,113 11.5

Ⅵ　特別利益 ＊３  3,704 0.0  14,291 0.2  11,825 0.1

Ⅶ　特別損失 ＊４  － －  － －  3,536 0.0

税引前中間（当
期）純利益

  495,731 12.3  606,692 12.7  902,403 11.6

法人税、住民税及
び事業税

　 217,128   261,523   404,289   

法人税等調整額 　 △14,092 203,036 5.0 △11,947 249,576 5.2 △30,658 373,630 4.8

中間（当期）純利
益

  292,695 7.2  357,116 7.4  528,772 6.8

           

EDINET提出書類

株式会社ダイセキ環境ソリューション(E05444)

半期報告書

14/34



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

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計資本

準備金
利益
準備金

その他利益剰余金

繰越利益
剰余金

平成19年２月28日残高（千円） 528,843 324,356 1,300 650,322 1,504,822

中間会計期間中の変動額      

中間純利益    292,695 292,695

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

－ － － 292,695 292,695

平成19年８月31日残高（千円） 528,843 324,356 1,300 943,017 1,797,517

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

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計資本

準備金
利益
準備金

その他利益剰余金

繰越利益
剰余金

平成20年２月29日残高（千円） 1,446,921 1,242,433 1,300 1,179,094 3,869,749

中間会計期間中の変動額      

 剰余金の配当    △71,835 △71,835

 中間純利益    357,116 357,116

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

－ － － 285,280 285,280

平成20年８月31日残高（千円） 1,446,921 1,242,433 1,300 1,464,375 4,155,029

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）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計資本

準備金
利益
準備金

その他利益剰余金

繰越利益
剰余金

平成19年２月28日残高（千円） 528,843 324,356 1,300 650,322 1,504,822

事業年度中の変動額      

新株の発行 918,077 918,077   1,836,154

当期純利益    528,772 528,772

事業年度中の変動額合計（千円） 918,077 918,077 － 528,772 2,364,927

平成20年２月29日残高（千円） 1,446,921 1,242,433 1,300 1,179,094 3,869,749

　

EDINET提出書類

株式会社ダイセキ環境ソリューション(E05444)

半期報告書

15/34



④【中間キャッシュ・フロー計算書】

  
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（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

    

税引前中間（当期）
純利益

 495,731 606,692 902,403

減価償却費  136,382 155,080 299,949

賞与引当金の増減額
（減少：△）

 6,403 6,188 5,423

従業員退職給付引当
金の増減額（減少：
△）

 2,034 3,401 3,859

役員退職慰労引当金
の増減額（減少：
△）

 4,653 2,317 7,003

受取利息及び受取配
当金

 △933 △2,770 △2,057

支払利息  16,303 13,210 36,073

固定資産売却益  △2,304 △14,291 △10,425

固定資産売却損  － － 2,122

固定資産除却損  － － 1,413

売上債権の増減額
（増加：△）

 38,857 △425,608 △140,470

たな卸資産の増減額
（増加：△）

 △62,145 81,429 △108,023

仕入債務の増減額
（減少：△）

 152,076 125,861 104,437

未払消費税等の増減
額（減少：△）

 △30,343 44,456 △29,893

未収消費税等の増減
額（増加：△）

 △11,855 － －

その他  △40,121 △58,579 19,795

小計  704,739 537,389 1,091,611

利息及び配当金の受
取額

 940 2,778 2,063

利息の支払額  △15,152 △14,790 △35,091

法人税等の支払額  △197,564 △282,701 △319,512

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 492,963 242,675 739,071
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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（千円） 金額（千円） 金額（千円）

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

 △355,164 △410,134 △1,274,056

有形固定資産の売却
による収入

 7,274 8,572 8,118

貸付金の回収による
収入

 514 424 948

関係会社株式の取得
による支出　

 － － △49,500

その他  △4,765 9,395 △8,193

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △352,141 △391,742 △1,322,683

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：△）

 △350,000 △50,000 250,000

長期借入れによる収
入

 800,000 － 800,000

長期借入金の返済に
よる支出

 △129,480 △1,983,292 △401,817

株式の発行による収
入　

 － － 1,821,901

配当金の支払額　  － △70,618 －

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 320,520 △2,103,911 2,470,083

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：△）

 461,341 △2,252,977 1,886,471

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 544,838 2,431,309 544,838

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

* 1,006,179 178,332 2,431,309
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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 

　            －

 

その他有価証券

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。

(1)有価証券

　  関連会社株式 

 　   移動平均法による原価法を

　　　採用しております。

その他有価証券

時価のないもの

　　　　　　　同左

(1)有価証券

　  関連会社株式 

　　　　　　　同左 

 

その他有価証券

時価のないもの

　　　　　　　同左

 (2)たな卸資産

商品

……移動平均法による低価法

(2)たな卸資産

　　商品

　　　　　　　同左

(2)たな卸資産

　　　　　　　－

　　　　　　　

 仕掛処理原価

（土壌汚染調査・処理）

……個別法による原価法

仕掛処理原価

　　　　　同左

　

仕掛処理原価

　　　　　同左

　

 （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の方

法

(1)有形固定資産　定率法

主な耐用年数

建物　　　　　　７～38年

機械及び装置　　３～13年

(1)有形固定資産　定率法

主な耐用年数

建物　　　　　　７～44年

機械及び装置　　４～13年

(1)有形固定資産　定率法

主な耐用年数

建物　　　　　　７～44年

機械及び装置　　３～13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。

（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。

　（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 (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
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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すること

としております。なお、当中間会計

期間末の貸倒引当金残高はありま

せん。

(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。

(1)貸倒引当金

　　　　　　　同左

 

 

 

 

 

 

 

(2)賞与引当金

　　　　　　　同左

(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

 することとしております。なお、

 当事業年度末の貸倒引当金残高は

　

 ありません。

(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

役員の退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づく当中間会計

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

　役員の退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づく当事業年度

末要支給額を計上しております。

４．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

５．中間キャッシュ・フロー

計算書（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。

　　　　　　　同左 　　　　　　　同左
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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）

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)消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

なお、仮払消費税等及び仮受消費

税等は、相殺のうえ、金額的重要性

が乏しいため、流動資産の「その

他」に含めて表示しております。

(1)消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

なお、仮払消費税等及び仮受消費

税等は、相殺のうえ、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。

(1)消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

 (2)仕掛処理原価

　土壌汚染調査・処理部門、リサイ

クル部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。

(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、「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「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。   
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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

585,301千円

　

＊１.有形固定資産の減価償却累計額

       864,536千円

　

＊１.有形固定資産の減価償却累計額

       715,045千円

　

＊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。

　　　　 建物　　　　　　　　691,358千円

　　　　 機械及び装置　　　　123,167千円

　　　　 土地　　　　　　　1,260,257千円

　　　　 その他　　　　　　　 37,654千円

　

＊２. 　　　　　　　　－

　

　

　

　

　

＊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。

　　　　　建物　　　　　　　　658,729千円

　　　　　機械及び装置　　　　 99,220千円

　　　　　土地　　　　　　　1,260,257千円

　　　　　その他　　　　　　　 35,968千円

　  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

　　　　　　　　　　　  　   285,714千円

　　　    長期借入金　　　　1,714,285千円　

　

 ＊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は金融機関の休

　　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。

　　　　　受取手形　　　　　　 20,607千円

　　　　　支払手形　　　　　　　4,120千円

　

　　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

　　　　　　　　　　　　　　　285,714千円

　　 　　長期借入金  　　　1,571,428千円

　

 ＊３.　　　　　　　－

　

　

　

　

　

　

　

　

４．  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

を締結しております。この契約に基づく

当中間会計期間末の借入実行残高は次の

とおりであります。

４．　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

を締結しております。この契約に基づく

当中間会計期間末の借入実行残高は次の

とおりであります。

４．　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

を締結しております。この契約に基づく

当事業年度末の借入未実行残高は次のと

おりであります。

当座貸越極度額 2,800,000千円

借入実行残高 550,000千円

差引額 2,250,000千円

当座貸越極度額 3,800,000千円

借入実行残高     1,100,000千円

差引額     2,700,000千円

当座貸越極度額     2,800,000千円

借入実行残高    1,150,000千円

差引額     1,650,000千円

　

５. 　当社においては、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会計期間末

の借入未実行残高は次のとおりでありま

す。

　

５.　　　　　　　　　－　　

　

５.　　　　　　　　　－

貸出コミットメント

の総額　
2,000,000千円

借入実行残高 2,000,000千円

差引額 －千円
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（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．営業外収益のうち主要なもの ＊１．営業外収益のうち主要なもの ＊１．営業外収益のうち主要なもの

受取利息 83千円

受取配当金 850千円

  

受取利息 1,920千円

受取配当金    850千円

受取地代家賃 　42,935千円

受取利息    1,207千円

受取配当金    850千円

受取地代家賃      4,889千円

＊２. 営業外費用のうち主要なもの ＊２. 営業外費用のうち主要なもの ＊２. 営業外費用のうち主要なもの

支払利息 16,303千円

  
支払利息 13,210千円

  
支払利息     36,073千円

シンジケートローン

手数料 

株式交付費 

上場関連費用

    1,000千円

　14,253千円

　20,852千円

＊３. 特別利益のうち主要なもの ＊３. 特別利益のうち主要なもの ＊３. 特別利益のうち主要なもの

機械及び装置売却益 2,304千円

過年度損益修正益 1,400千円

機械及び装置売却益      3,803千円

土地売却益     10,488千円

機械及び装置売却益     10,425千円

過年度損益修正益 1,400千円　

＊４．　　　　　　― ＊４．　　　　　　― ＊４. 特別損失のうち主要なもの

  機械及び装置売却損    2,122千円

構築物除却損    1,413千円

　５．減価償却実施額 　５．減価償却実施額 　５．減価償却実施額

有形固定資産 136,042千円

無形固定資産 40千円

有形固定資産      154,558千円

無形固定資産   222千円

有形固定資産     299,126千円

無形固定資産   223千円
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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）

　　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）

発行済株式     

普通株式 26,550 ― ― 26,550

合計 26,550 ― ― 26,550

自己株式     

普通株式 ― ― ― ―

合計 ― ― ― ―

　　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

　　　　　該当事項はありません。

　

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

　　　　　該当事項はありません。

　

　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）

　　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）

発行済株式     

普通株式 59,863 ― ― 59,863

合計 59,863 ― ― 59,863

自己株式     

普通株式 ― ― ― ―

合計 ― ― ― ―

　　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（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年5月21日

定時株主総会
普通株式 71,835 1,200 平成20年2月29日 平成20年5月22日

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

　　　　　該当事項はありません。

　

　

　前事業年度（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
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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）

発行済株式     

普通株式（注） 26,550 33,313 ― 59,863

合計 26,550 33,313 ― 59,863

自己株式     

普通株式 ― ― ― ―

合計 ― ― ― ―

（注）平成19年９月１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。

また、平成20年２月12日に公募増資により6,000株の株式発行を、平成20年２月26日にオーバーアロットメントによ

る売出しに関連した第三者割当増資により763株の株式発行を行っております。

　　

　　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

　　　　　該当事項はありません。

　

　　（2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の
   総額（千円）

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21日

定時株主総会
普通株式 71,835 利益剰余金 1,200 平成20年2月29日 平成20年5月22日

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

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）

＊現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

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

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貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

（千円） （千円） （千円）

現金及び預金勘定 1,006,179

現金及び現金同等物 1,006,179

現金及び預金勘定 178,332

現金及び現金同等物 178,332

現金及び預金勘定 2,431,309

現金及び現金同等物 2,431,309
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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31日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月31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．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

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

機械及び装置 29,208 687 28,520

（有形固定資
産）
その他

13,716 9,829 3,886

合計 42,924 10,516 32,407

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

機械及び装置 106,614 20,204 86,409

（有形固定資
産）
その他

13,716 9,372 4,343

合計 120,330 29,576 90,753

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

期末残
高相当
額
（千円）

機械及び装置 106,614 9,542 97,071

（有形固定資
産）
その他

13,716 8,001 5,715

合計 120,330 17,543 102,786

（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

１年内 8,584千円

１年超 23,822千円

合計 32,407千円

１年内      24,066千円

１年超       66,687千円

合計         90,753千円

１年内      24,066千円

１年超      78,720千円

合計      102,786千円

（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

支払リース料 2,058千円

減価償却費相当額 2,058千円

支払リース料      12,033千円

減価償却費相当額      12,033千円

支払リース料      12,285千円

減価償却費相当額      12,285千円

(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。

(4)減価償却費相当額の算定方法

　　　　　　　　同左

(4)減価償却費相当額の算定方法

　　　　　　　　同左

（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。

（減損損失について）

　　　　　　　　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

２. オペレーティング・リース取引

　　未経過リース料

２. オペレーティング・リース取引

　　未経過リース料

１年内 2,394千円

１年超 1,995千円

合計 4,389千円

１年内      2,955千円

１年超      3,520千円

合計      6,475千円

１年内      2,394千円

１年超      798千円

合計      3,192千円
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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）

時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 10,200

当中間会計期間末（平成20年８月31日）

時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間貸借対照表計上額（千円）

（1）関連会社株式

 

（2）その他有価証券

49,500

非上場株式 10,200

前事業年度末（平成20年２月29日）

時価評価されていない主な有価証券の内容

 貸借対照表計上額（千円）

（1）関連会社株式

 

（2）その他有価証券

49,500

非上場株式 10,200

（デリバティブ取引関係）

　前中間会計期間、当中間会計期間及び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。

（ストック・オプション等関係）

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度において、該当事項はありません。

（持分法損益等）

　前中間会計期間において、該当事項はありません。

　当中間会計期間及び前事業年度において、関連会社の損益等に重要性が乏しいため記載を省略しております。

 

（開示対象特別目的会社関係）

　当中間会計期間において、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 67,703円13銭

１株当たり中間純利益 11,024円32銭

１株当たり純資産額 69,408円98銭

１株当たり中間純利益  5,965円56銭

１株当たり純資産額 64,643円42銭

１株当たり当期純利益  9,901円55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。

　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。

　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９月１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。

　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。

 １株当たり純資産額  28,339円40銭

 １株当たり当期純利益 6,122円02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（千円） 1,797,517 4,155,029 3,869,749

純資産の部の合計額から控除する金額

（千円）
－ － －

普通株式に係る中間期末（期末）の純資

産額（千円）
1,797,517 4,155,029 3,869,749

普通株式の中間期末（期末）株式数

（株）
26,550 59,863 59,863

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（千円） 292,695 357,116 528,772

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
292,695 357,116 528,772

普通株式の期中平均株式数（株） 26,550 59,863 53,403
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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）

1.株式分割

平成19年8月10日開催の取締役会の

決議に基づき、次のとおり株式分割に

よる新株式を発行しております。

平成19年9月1日をもって普通株式１株

につき2株に分割します。

(1)分割により増加する株式数

普通株式　　26,550株

(2)分割の方法

　平成19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１株に

つき２株の割合をもって分割しま

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

当たり情報並びに当期首に行われ

たと仮定した場合の当中間会計期

間における1株当たり情報は、それ

ぞれ以下のとおりとなります。

　　　　　　　　－

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　　　　　　　－

　

　

　

　

　

　前中間会計期間 　  

1株当たり純資産額 27,734円18銭

1株当たり中間純利益 2,516円80銭

　 　

　 　

 

　当中間会計期間 　  

1株当たり純資産額 33,851円56銭

1株当たり中間純利益 5,512円16銭

　 　

　 　

 

　前事業年度 　  

1株当たり純資産額 28,339円41銭

1株当たり当期純利益 6,122円02銭

　 　

　 　

 

2.関連会社の設立

平成19年9月7日開催の取締役会にお

いて株式会社タケエイ（本社：東京都

江戸川区、産業廃棄物処理業）・大栄

環境株式会社（本社：大阪府和泉市、

産業廃棄物処理業）・吉野石膏株式会

社（本社：東京都千代田区、石膏ボー

ドの製造販売業）及び大手建設会社等

と共同で廃棄物再資源化事業会社への

投資を行うことを目的とした合弁会社

を設立することを決議し、設立してお

ります。
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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）

関連会社の概要

(1)会社商号

株式会社グリーンアローズホール

ディングス

　

　

　

 

(2)主な事業内容

①産業廃棄物の処理及び処理に伴う

再資源化品の製造販売を行う事業

会社への投資

②前項に関連する市場調査、研究開

発、経営に関するコンサルティング

並びに知的財産権の取得・実施・

使用・利用許諾・維持及び管理

　

　

　

 

(3)設立年月日

平成19年9月25日

　

　

 

(4)所在地

東京都江戸川区西葛西七丁目20番

10号

　

　

 

(5)代表者

代表取締役　三本　守

　

　

 

(6)資本金の額

252,000千円

　

　

 

(7)決算日

3月31日

　

　

 

(8)株主構成及び持株比率 　  

株式会社タケエイ 32.1％

大栄環境株式会社 19.6％

　 　

　 　

 

株式会社ダイセキ環境 　  

ソリューション 19.6％

吉野石膏株式会社 9.5％

大手建設会社等 19.0％

　 　

　 　

　 　

 

(9)取得株式数及び取得価額 　  

取得株式数 990株

取得価額 49,500千円

　 　

　 　

 

（２）【その他】

　　　　　該当事項はありません。
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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12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22日東海財務局長に提出。
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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

株式会社ダイセキ環境ソリューション    

 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　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 水野　裕之　　印

　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環境ソリューションの平成１９年３月１日から平成２０年２月２９日までの第１２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、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・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、

株式会社ダイセキ環境ソリューションの平成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。

追記情報

　重要な後発事象１に記載されているとおり、会社は平成１９年８月１０日の取締役会決議に基づき、平成１９年９月１日

に株式分割を行っている。

　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４日

株式会社ダイセキ環境ソリューション    

 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　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 伊藤　達治　　印

　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環境ソリューションの平成２０年３月１日から平成２１年２月２８日までの第１３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、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・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、

株式会社ダイセキ環境ソリューションの平成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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