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(百万円未満切捨て)
１．平成27年６月期第３四半期の連結業績（平成26年７月１日～平成27年３月31日）

（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

27年６月期第３四半期 23,915 △6.7 493 24.1 695 26.1 458 19.6

26年６月期第３四半期 25,642 △5.8 397 △33.5 551 △4.9 383 △33.4
(注) 包括利益 27年６月期第３四半期 491百万円( 27.6％) 26年６月期第３四半期 385百万円(△33.6％)
　

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

27年６月期第３四半期 70.87 69.89

26年６月期第３四半期 65.43 64.53
　　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

27年６月期第３四半期 13,055 7,692 57.3

26年６月期 13,090 7,268 54.1
(参考) 自己資本 27年６月期第３四半期 7,479百万円 26年６月期 7,081百万円
　　　

２．配当の状況

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

26年６月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00

27年６月期 ― 0.00 ―

27年６月期(予想) 25.00 25.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有
　

　

３．平成27年６月期の連結業績予想（平成26年７月１日～平成27年６月30日）

(％表示は、対前期増減率)

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 32,770 △8.4 702 39.3 928 27.8 640 16.2 98.96
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）
　　

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無
　　

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無
　　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 27年６月期３Ｑ 6,468,000株 26年６月期 6,465,000株

② 期末自己株式数 27年６月期３Ｑ 45株 26年６月期 45株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年６月期３Ｑ 6,466,919株 26年６月期３Ｑ 5,857,642株

　　
※ 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、この四半期決算短信の時点に
おいて、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
本資料に記載されている業績の見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判
断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前
提になる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、決算短信(添付資料２ページ「経営成績に関
する分析」)をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

　当第３四半期連結累計期間における当社グループの事業領域において、鉄スクラップ相場は東京製鉄岡山海上特級価

格で前年同期比18.9％下落した一方で、非鉄金属相場は前年同期と比べて高い水準で推移しました。鉄スクラップ輸出

においては主要輸出先である韓国の主要港において滞船状態が発生した影響を受け、輸出環境が悪化した前年同期と同

程度となり減収となりました。収益面においては、鉄スクラップのマーケット環境変化を見据えた東南アジアへの販売

及び小ロット販売による収益貢献、非鉄金属販売増加による収益、太陽光発電所の開発収益、為替差益の計上等により

営業利益、経常利益ともに増益となりました。

　これらの結果、売上高は23,915百万円（前年同期比6.7％減）、営業利益は493百万円（前年同期比24.1％増）、経常利

益は695百万円（前年同期比26.1％増）、四半期純利益は458百万円（前年同期比19.6％増）となりました。

当社グループは、資源リサイクル事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。

　

（２）財政状態に関する説明

　当第３四半期連結会計期間末における総資産は13,055百万円(前連結会計年度末比34百万円の減少、0.3％減)となりま

した。流動資産は5,927百万円(前連結会計年度末比535百万円の減少、8.3％減)となりました。これは、現金及び預金が

493百万円増加しましたが、受取手形及び売掛金が452百万円、商品及び製品が162百万円減少したこと等によるものであ

ります。固定資産は7,128百万円(前連結会計年度末比500百万円の増加、7.6％増)となりました。これは、建設仮勘定が

517百万円増加したこと等によるものであります。

　当第３四半期連結会計期間末における負債合計は5,363百万円(前連結会計年度末比459百万円の減少、7.9％減)となり

ました。流動負債は4,136百万円(前連結会計年度末比99百万円の減少、2.4％減)となりました。これは、短期借入金が

532百万円増加しましたが、支払手形及び買掛金が325百万円、1年内返済予定の長期借入金が248百万円減少したこと等

によるものであります。固定負債は1,227百万円(前連結会計年度末比359百万円の減少、22.6％減)となりました。これ

は、長期借入金が338百万円減少したこと等によるものであります。

　当第３四半期連結会計期間末における純資産は7,692百万円(前連結会計年度末比424百万円の増加、5.8％増)となりま

した。これは、利益剰余金が361百万円増加したこと等によるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　平成27年６月期の業績予想につきましては、平成27年５月15日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」に記載の

とおり修正を行っております。

　また、平成27年６月期の配当につきましては、平成27年５月15日公表の「配当方針の変更及び配当予想の修正に関す

るお知らせ」に記載のとおり修正を行っております。
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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：千円)

前連結会計年度
(平成26年６月30日)

当第３四半期連結会計期間
(平成27年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,379,220 1,873,057

受取手形及び売掛金 1,771,269 1,319,092

商品及び製品 2,469,635 2,307,618

原材料及び貯蔵品 105,366 98,298

繰延税金資産 58,891 89,952

その他 727,246 299,752

貸倒引当金 △48,403 △60,320

流動資産合計 6,463,226 5,927,451

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,999,112 2,794,608

減価償却累計額 △1,674,638 △1,504,675

建物及び構築物（純額） 1,324,474 1,289,932

機械装置及び運搬具 7,080,270 6,679,881

減価償却累計額 △6,071,622 △5,782,281

機械装置及び運搬具（純額） 1,008,648 897,600

土地 2,304,826 2,304,826

建設仮勘定 160,011 677,032

その他 299,124 340,185

減価償却累計額 △253,590 △267,768

その他（純額） 45,534 72,416

有形固定資産合計 4,843,493 5,241,807

無形固定資産

のれん 335,605 286,771

その他 66,849 61,718

無形固定資産合計 402,454 348,490

投資その他の資産

投資有価証券 1,256,637 1,416,101

出資金 9,195 9,295

繰延税金資産 46,652 44,808

その他 80,315 121,053

貸倒引当金 △11,270 △53,163

投資その他の資産合計 1,381,529 1,538,095

固定資産合計 6,627,477 7,128,393

資産合計 13,090,704 13,055,845
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年６月30日)

当第３四半期連結会計期間
(平成27年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,094,842 769,312

短期借入金 1,395,000 1,927,224

1年内返済予定の長期借入金 782,532 534,300

リース債務 153,719 106,160

未払法人税等 83,345 176,080

賞与引当金 28,795 100,169

その他 697,392 522,765

流動負債合計 4,235,628 4,136,012

固定負債

長期借入金 723,319 384,937

リース債務 312,930 268,971

退職給付に係る負債 174,512 188,585

資産除去債務 97,371 98,017

その他 278,610 286,837

固定負債合計 1,586,744 1,227,349

負債合計 5,822,372 5,363,362

純資産の部

株主資本

資本金 703,146 704,697

資本剰余金 1,303,146 1,304,697

利益剰余金 5,028,581 5,389,917

自己株式 △27 △27

株主資本合計 7,034,845 7,399,285

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 32,731 50,250

為替換算調整勘定 14,014 29,730

その他の包括利益累計額合計 46,745 79,981

新株予約権 186,740 213,215

純資産合計 7,268,331 7,692,482

負債純資産合計 13,090,704 13,055,845
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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：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年７月１日
　至 平成26年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年７月１日
　至 平成27年３月31日)

売上高 25,642,416 23,915,686

売上原価 21,447,863 19,437,693

売上総利益 4,194,552 4,477,993

販売費及び一般管理費 3,796,798 3,984,233

営業利益 397,754 493,759

営業外収益

受取利息 2,403 2,408

受取配当金 1,298 1,688

為替差益 - 49,397

持分法による投資利益 176,071 134,437

受取賃貸料 16,399 18,311

業務受託料 12,997 9,843

その他 9,821 14,569

営業外収益合計 218,991 230,657

営業外費用

支払利息 26,328 23,945

支払手数料 7,932 4,996

為替差損 150 -

株式公開費用 18,503 -

株式交付費 11,234 -

その他 1,071 98

営業外費用合計 65,221 29,039

経常利益 551,524 695,376

特別利益

固定資産売却益 12,225 46,240

災害保険金 23,731 -

国庫補助金 81,139 18,152

受取補償金 11,512 6,350

その他 1,872 286

特別利益合計 130,481 71,028

特別損失

固定資産除却損 42 12,521

固定資産売却損 39 11

貸倒引当金繰入額 - 42,012

固定資産圧縮損 60,756 12,454

災害による損失 10,189 2,407

その他 - 3,060

特別損失合計 71,028 72,466

税金等調整前四半期純利益 610,977 693,939

法人税、住民税及び事業税 193,542 269,156

法人税等調整額 34,186 △33,528

法人税等合計 227,729 235,628

少数株主損益調整前四半期純利益 383,247 458,311

四半期純利益 383,247 458,311
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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：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年７月１日
　至 平成26年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年７月１日
　至 平成27年３月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 383,247 458,311

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △4,333 17,518

為替換算調整勘定 6,180 15,716

その他の包括利益合計 1,846 33,235

四半期包括利益 385,094 491,546

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 385,094 491,546

少数株主に係る四半期包括利益 - -
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

前第３四半期連結累計期間(自 平成25年７月１日 至 平成26年３月31日)

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 配当の原資

平成25年９月27日
定時株主総会

普通株式 46,020 300 平成25年６月30日 平成25年９月30日 利益剰余金

(注) 平成25年７月１日付で普通株式１株につき30株の株式分割を行っておりますが、上記の１株当たり配当額は当

該株式分割の影響を反映しておりません。

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

３．株主資本の著しい変動

当社は、平成25年９月24日を払込期日とする有償一般募集増資による株式発行及び平成25年10月22日を払込期日

とする第三者割当による株式発行の払込を受けました。この結果、当第３四半期連結累計期間において資本金及び

資本剰余金がそれぞれ603,146千円増加し、当第３四半期連結会計期間末において資本金が703,146千円、資本剰余

金が1,303,146千円となっております。

当第３四半期連結累計期間(自 平成26年７月１日 至 平成27年３月31日)

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 配当の原資

平成26年９月26日
定時株主総会

普通株式 96,974 15.00 平成26年６月30日 平成26年９月29日 利益剰余金

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社グループは、資源リサイクル事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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