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1. 平成25年2月期第3四半期の連結業績（平成24年3月1日～平成24年11月30日） 

(2) 連結財政状態 

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年2月期第3四半期 27,306 △4.0 4,316 △11.4 4,430 △11.1 2,411 △12.4
24年2月期第3四半期 28,449 21.4 4,873 13.4 4,985 13.3 2,753 9.6

（注）包括利益 25年2月期第3四半期 2,504百万円 （△10.5％） 24年2月期第3四半期 2,798百万円 （―％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

25年2月期第3四半期 53.54 ―
24年2月期第3四半期 61.12 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

25年2月期第3四半期 58,740 50,114 81.3 1,060.82
24年2月期 57,108 48,528 81.0 1,027.42
（参考） 自己資本 25年2月期第3四半期 47,780百万円 24年2月期 46,277百万円

2. 配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無  

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

24年2月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00
25年2月期 ― 10.00 ―
25年2月期（予想） 10.00 20.00

3. 平成25年 2月期の連結業績予想（平成24年 3月 1日～平成25年 2月28日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有  
業績予想の修正については、本日（平成25年１月10日）公表いたしました「通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1株当たり当期
純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 36,000 △1.4 5,600 △2.6 5,700 △3.4 3,100 △2.9 68.82



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外でありますが、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と大きく異なる結
果となる可能性があります。 

※ 注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
② ①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年2月期3Q 45,124,954 株 24年2月期 45,124,954 株
② 期末自己株式数 25年2月期3Q 84,312 株 24年2月期 83,404 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年2月期3Q 45,041,093 株 24年2月期3Q 45,041,859 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、欧州危機に端を発した世界経済の落ち込み、長期化する歴

史的な円高、株式市場の低迷、電力供給不安などの景気に対するリスクを抱えたまま不安定な状況で推移いたし

ました。さらには領土問題に起因した近隣諸国との関係悪化等もあり、特に当社グループの主要ユーザーである

国内製造業は不振を極めました。このため当社グループの中核事業である産業廃棄物中間処理・リサイクル事業

におきましては、引続き関東地区を中心とした当社シェアの拡大により顧客数は順調に増加いたしましたが、国

内の工業生産の低迷の影響により、一顧客あたりの受注量は減少傾向をたどりました。また、当社グループ企業

である土壌汚染の調査・分析・処理事業を行う株式会社ダイセキ環境ソリューションにおきましては、国内景気

に歩調を合わせるように一進一退が続く不動産市場の中ではありましたが、土壌汚染処理ノウハウの積み上げに

より、引続き難度の高い案件を中心に受注することで利益重視の経営を推進してまいりました。そして、鉛リサ

イクル事業を行う株式会社ダイセキＭＣＲにおきましては、ＬＭＥ鉛相場の低迷ならびに円高により第３四半期

累計期間では赤字となりましたが、ＬＭＥ鉛相場の回復ならびに行き過ぎた円高の是正等により、第３四半期会

計期間において黒字転換し、また通期においての黒字化が視野に入ってまいりました。さらには大型タンク洗浄

の大手であるシステム機工株式会社におきましては、例年より受注が遅れており、上半期赤字計上となりました

が、下半期の受注は順調に伸びており、またグループ間でのシナジー効果も引続き拡大傾向にあり、第３四半期

会計期間は黒字転換となりました。  

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高27,306百万円（前年同四半期比4.0％減）、営業利益

4,316百万円（同11.4％減）、経常利益4,430百万円（同11.1％減）、四半期純利益2,411百万円（同12.4％減）と

なりました。 

 当社グループは、環境関連事業から構成される単一セグメントであるため、セグメントごとの記載を省略して

おります。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は58,740百万円と前連結会計年度末に比べ1,631百万円増加いたしまし

た。これは主に有形固定資産が1,528百万円増加したことによります。負債は8,625百万円と前連結会計年度末に比

べ45百万円増加いたしました。純資産は50,114百万円と前連結会計年度末に比べ1,585百万円増加いたしました。

これは主に利益獲得により利益剰余金が1,510百万円増加したことによるものであります。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、平成24年４月11日に公表しました連結業績予想を修正しております。修正の詳細

につきましては、本日（平成25年１月10日）公表いたしました「通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照

下さい。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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２．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年２月29日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年11月30日) 

資産の部

流動資産

現金及び預金 19,723 19,174

受取手形及び売掛金 6,452 6,958

有価証券 － 300

たな卸資産 1,571 1,459

繰延税金資産 271 398

その他 277 302

貸倒引当金 △17 △19

流動資産合計 28,277 28,573

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,152 3,950

機械装置及び運搬具（純額） 1,754 1,683

土地 10,254 11,656

建設仮勘定 793 1,148

その他（純額） 164 209

有形固定資産合計 17,119 18,648

無形固定資産

のれん 1,970 1,767

その他 276 270

無形固定資産合計 2,247 2,037

投資その他の資産

投資有価証券 6,283 6,299

繰延税金資産 647 656

その他 2,560 2,550

貸倒引当金 △28 △26

投資その他の資産合計 9,463 9,479

固定資産合計 28,831 30,166

資産合計 57,108 58,740
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年２月29日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年11月30日) 

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,650 3,009

短期借入金 845 1,091

未払法人税等 1,447 767

賞与引当金 259 64

受注損失引当金 － 23

その他 2,098 2,422

流動負債合計 7,300 7,378

固定負債

長期借入金 182 59

退職給付引当金 776 814

役員退職慰労引当金 265 280

その他 54 92

固定負債合計 1,279 1,247

負債合計 8,580 8,625

純資産の部

株主資本

資本金 6,382 6,382

資本剰余金 7,051 7,051

利益剰余金 32,803 34,313

自己株式 △127 △128

株主資本合計 46,109 47,619

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 167 161

その他の包括利益累計額合計 167 161

少数株主持分 2,251 2,334

純資産合計 48,528 50,114

負債純資産合計 57,108 58,740
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年11月30日) 

売上高 28,449 27,306

売上原価 20,070 19,365

売上総利益 8,378 7,941

販売費及び一般管理費 3,505 3,624

営業利益 4,873 4,316

営業外収益

受取利息 101 88

受取配当金 8 10

その他 21 30

営業外収益合計 132 128

営業外費用

支払利息 6 4

固定資産賃貸費用 12 9

その他 1 0

営業外費用合計 20 14

経常利益 4,985 4,430

特別利益

固定資産売却益 8 8

貸倒引当金戻入額 0 －

特別利益合計 8 8

特別損失

固定資産売却損 0 0

固定資産除却損 10 20

投資有価証券評価損 6 7

その他 0 －

特別損失合計 16 28

税金等調整前四半期純利益 4,976 4,411

法人税、住民税及び事業税 2,218 2,041

法人税等調整額 △98 △135

法人税等合計 2,119 1,905

少数株主損益調整前四半期純利益 2,856 2,505

少数株主利益 103 93

四半期純利益 2,753 2,411
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年11月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,856 2,505

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △58 △1

その他の包括利益合計 △58 △1

四半期包括利益 2,798 2,504

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,690 2,405

少数株主に係る四半期包括利益 108 99
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 該当事項はありません。

 該当事項はありません。

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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