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（百万円未満切捨て） 
１．2021年５月期中間期の連結業績（2020年６月１日～2020年11月30日） 
（１）連結経営成績（累計）                                                     （％表示は、対前年同期増減率） 

 売 上 高 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属す

る中間純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

2021年５月期中間期 1,253 △20.3 △85 ― △103 ― △111 ― 
2020年５月期中間期 1,572 △24.3 95 △49.1 71 △58.5 91 △20.8 

（注）中間包括利益  2021年５月期中間期 △111百万円（―%）  2020年５月期中間期 91百万円（△20.2%） 

 
１株当たり 
中間純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益  

 円   銭 円   銭 

2021年５月期中間期 △23.11 － 
2020年５月期中間期 19.10 － 

（２）連結財政状態 

 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 

2021年５月期中間期 3,725 922 24.8 191.84 
2020年５月期 4,041 1,034 25.6 215.07 

（参考）自己資本  2021年５月期中間期 922百万円  2020年５月期 1,034百万円 

 
２．配当の状況 

 年間配当金 

 中間期末 期末 合計 

 円 銭 

0.00 
円 銭 円 銭 

2020年５月期 0.00 0.00 

2021年５月期 0.00   

2021年５月期（予想）  0.00 0.00 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：無 

 

３．2021年５月期の連結業績予想（2020年６月１日～2021年５月 31日） 
2021年５月期の業績につきましては、現時点では業績に影響を与える未確定な要素が多いため、業績予想を数値
で示すことが困難な状況です。業績予想については、合理的に予測可能となった時点で公表いたします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

※ 注記事項 
 

（１）当中間連結会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 

 新規 ―社   除外 ―社   
 

（２）中間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) 2021年５月期中間期 4,960,000株 2020年５月期 4,960,000株 

② 期末自己株式数 2021年５月期中間期 149,500株 2020年５月期 149,500株 

③ 期中平均株式数(中間期) 2021年５月期中間期 4,810,500株 2020年５月期中間期 4,810,500株 

 
※ 中間決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 連結業績予想につきましては、合理的な業績予想の算定が困難であるため、表示しておりません。 
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１．当中間決算に関する定性的情報 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当連結中間会計期間におけるわが国の経済は、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大を受け、

感染防止のための緊急事態宣言の発令や各自治体からの要請により、経済活動が停滞する状態となり、

個人消費や雇用に大きな影響を与えております。 

このような経済状況の中、当社グループの主要顧客となる建設業界においては、住宅需要の伸び悩み

などから住宅着工戸数は弱含んで推移しており、慎重な状況が続いております。 

また、今後の新型コロナウイルス感染症の再拡大によるワークスタイルや消費行動の変化の影響への

見極めも含めて、更なる下振れに警戒が必要な状況にあります。 

以上の結果、当中間連結会計期間における売上高は1,253,293千円（前年同期比20.3％減）、営業損失

は85,310千円（前年同期は営業利益95,218千円）、経常損失は103,406千円（前年同期は経常利益71,955

千円）、親会社株主に帰属する中間純損失は111,183千円（前年同期は親会社株主に帰属する中間純利益

は91,872千円）となりました。 

 

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

① 環境プロデュース事業 

環境プロデュース事業につきましては、売上高は1,099,641千円（前年同期比19.0％減）となり、セ

グメント利益は27,611千円（前年同期比83.5％減）となりました。 

 

② メタルマテリアル事業 

メタルマテリアル事業につきましては、売上高は9,477千円（前年同期比85.7％減）となり、セグメ

ント利益は941千円（前年同期比54.4％減）となりました。 

 

③ 建設解体工事事業 

建設解体工事事業につきましては、売上高は78,978千円（前年同期比40.3％減）となり、セグメント

損失は4,289千円（前年同期は6,516千円のセグメント利益）となりました。 

 

④ その他事業 

その他事業につきましては、新エネルギー事業、建材卸事業及び不動産賃貸業で構成されております。

その他事業の売上高は217,197千円（前年同期比79.2％増）、セグメント利益は42,428千円（前年同期比

82.0％増）となりました。尚、その他事業の売上高のうち152,002千円については、セグメント間の内

部売上であります。 

 

 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況 

（流動資産） 

当中間連結会計期間末における流動資産の残高は、前連結会計年度末から286,788千円減少し、

2,138,434千円となりました。主な要因は、現金及び預金が223,200千円、受取手形及び売掛金が19,279

千円、前渡金が5,970千円減少したことによるものであります。 

 

（固定資産） 

当中間連結会計期間末における固定資産の残高は、前連結会計年度末から28,672千円減少し、

1,587,503千円となりました。主な要因は、建物及び構築物（純額）が9,760千円、機械装置及び運搬具

（純額）4,872千円、リース資産（純額）1,755千円減少したことによるものであります。 
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（流動負債） 

当中間連結会計期間末における流動負債の残高は、前連結会計年度末から128,147千円減少し、

957,473千円となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金が9,133千円増加した一方、未払金が

11,521千円、その他が120,023千円減少したことによるものであります。 

 

（固定負債） 

当中間連結会計期間末における固定負債の残高は、前連結会計年度末から75,568千円減少し、

1,845,602千円となりました。主な要因は、長期借入金が66,253千円、リース債務が5,438千円減少した

ことによるものであります。 

 

（純資産） 

当中間連結会計期間末における純資産の残高は、前連結会計年度末から111,743千円減少し、922,861

千円となりました。主な要因は、親会社株主に帰属する中間純損失の計上により利益剰余金が111,183

千円減少したことによるものであります。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末

に比べ223,200千円減少し、1,498,263千円となりました。 

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） 

営業活動の結果、使用した資金は137,431千円（前年同期は113,017千円の獲得）となりました。これ

は主として、税金等調整前中間純損失100,942千円、減価償却費26,588千円、利息の支払額16,396千円、

法人税等の支払額10,958千円等によるものであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果、使用した資金は3,712千円（前年同期は287,785千円の使用）となりました。これは

主として、有形・無形固定資産の取得による支出3,988千円等によるものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果、使用した資金は82,056千円（前年同期は601,353千円の獲得）となりました。これ

は、長期借入金の返済による支出が68,753千円、ファイナンス・リース債務の返済による支出13,303千

円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  

連結業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染症による影響を現段階において合理的に算定

することが困難なことから未定としております。今後、業績予想の開示が可能となった段階で速やかに

公表いたします。 
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２．中間連結財務諸表及び主な注記 

（１）中間連結貸借対照表 

  （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

（2020年５月31日） 

当中間連結会計期間 

（2020年11月30日） 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,855,464 1,632,263 

受取手形及び売掛金 316,533 297,254 

仕掛品 2,523 3,244 

前渡金 158,410 152,440 

未収入金 48,396 52,531 

その他 61,131 17,858 

貸倒引当金 △17,236 △17,158 

流動資産合計 2,425,222 2,138,434 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 998,159 998,159 

減価償却累計額 △447,440 △457,201 

建物及び構築物（純額） 550,719 540,958 

機械装置及び運搬具 336,480 329,823 

減価償却累計額 △160,216 △158,431 

機械装置及び運搬具（純額） 176,264 171,391 

土地  650,678 650,678 

リース資産 141,432 139,157 

減価償却累計額 △76,563 △76,044 

リース資産（純額） 64,869 63,113 

その他 40,231 39,815 

減価償却累計額 △37,701 △37,887 

その他（純額） 2,529 1,928 

有形固定資産合計 1,445,060 1,428,070 

無形固定資産   

のれん 24,313 21,660 

その他 216 216 

無形固定資産合計 24,529 21,876 

投資その他の資産   

投資有価証券 10,419 12,236 

差入保証金 10,727 7,539 

投資不動産 70,000 70,000 

繰延税金資産 2,686 － 

その他 54,252 49,279 

貸倒引当金 △1,500 △1,500 

投資その他の資産合計 146,586 137,556 

固定資産合計 1,616,175 1,587,503 

資産合計 4,041,398 3,725,937 
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 （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

（2020年５月31日） 

当中間連結会計期間 

（2020年11月30日） 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 290,522 299,655 

短期借入金  400,000 400,000 

１年内返済予定の長期借入金  120,720 118,220 

リース債務 23,214 25,701 

未払法人税等 10,917 6,938 

未払金 65,124 53,603 

前受金 9,296 7,552 

その他 165,825 45,801 

流動負債合計 1,085,621 957,473 

固定負債   

社債 400,000 400,000 

長期借入金  1,448,000 1,381,747 

リース債務 51,486 46,048 

繰延税金負債 2,198 2,558 

その他 19,485 15,248 

固定負債合計 1,921,171 1,845,602 

負債合計 3,006,792 2,803,076 

純資産の部   

株主資本   

資本金 86,600 86,600 

資本剰余金 75,600 75,600 

利益剰余金 920,018 808,834 

自己株式 △49,335 △49,335 

株主資本合計 1,032,883 921,699 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,721 1,161 

その他の包括利益累計額合計 1,721 1,161 

純資産合計 1,034,605 922,861 

負債純資産合計 4,041,398 3,725,937 
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（２）中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書 

① 中間連結損益計算書 

  （単位：千円） 

 

前中間連結会計期間 

（自 2019年６月１日 

至 2019年11月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 2020年６月１日 

至 2020年11月30日） 

売上高 1,572,213 1,253,293 

売上原価 1,300,429 1,142,280 

売上総利益 271,783 111,012 

販売費及び一般管理費 176,565 196,323 

営業利益又は営業損失（△） 95,218 △85,310 

営業外収益   

受取利息 12 10 

受取配当金 203 254 

売電収入 2,722 2,645 

受取保険金 2,076 284 

受取出向料 6,233 3,551 

その他 816 788 

営業外収益合計 12,064 7,533 

営業外費用   

支払利息 13,905 13,518 

社債利息 905 581 

支払手数料 18,472 9,140 

その他 2,043 2,388 

営業外費用合計 35,326 25,629 

経常利益又は経常損失（△） 71,955 △103,406 

特別利益   

 固定資産売却益 ― 2,706 

 関係会社株式売却益 62,167 ― 

 特別利益合計 62,167 2,706 

特別損失   

固定資産除却損 3,292 242 

特別損失合計 3,292 242 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前

中間純損失（△） 
130,829 △100,942 

法人税、住民税及び事業税 34,946 6,980 

法人税等調整額 4,010 3,261 

法人税等合計 38,957 10,241 

中間純利益又は中間純損失（△） 91,872 △111,183 

親会社株主に帰属する中間純利益又は親会

社株主に帰属する中間純損失（△） 
91,872 △111,183 
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② 中間連結包括利益計算書 

  （単位：千円） 

 

前中間連結会計期間 

（自 2019年６月１日 

至 2019年11月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 2020年６月１日 

至 2020年11月30日） 

中間純利益又は中間純損失（△） 91,872 △111,183 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △333 △559 

その他の包括利益合計 △333 △559 

中間包括利益 91,538 △111,743 

（内訳）   

親会社株主に係る中間包括利益 91,538 △111,743 

非支配株主に係る中間包括利益 － － 
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（３）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  （単位：千円） 

 

前中間連結会計期間 

（自 2019年６月１日 

至 2019年11月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 2020年６月１日 

至 2020年11月30日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純損失（△） 130,829 △100,942 

減価償却費 29,554 26,588 

支払利息及び社債利息 14,810 14,100 

固定資産除却損 3,292 242 

関係会社株式売却損益（△は益） △62,167 ― 

売上債権の増減額（△は増加） 20,594 19,279 

たな卸資産の増減額（△は増加） △107,618 △721 

前渡金の増減額（△は増加） 51,000 5,970 

仕入債務の増減額（△は減少） 1,003 9,133 

前受金の増減額（△は減少） 56,806 △1,743 

その他流動資産の増減額（△は増加） △39,917 45,770 

その他流動負債の増減額（△は減少） 82,852 △131,250 

その他 △30,691 3,232 

小計 150,350 △110,340 

利息の支払額 △13,510 △16,396 

法人税等の支払額 △24,038 △10,958 

その他 215 264 

営業活動によるキャッシュ・フロー 113,017 △137,431 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形・無形固定資産の取得による支出 △299,489 △3,988 

連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 15,205 ― 

貸付による支出 △3,000 ― 

その他 △501 275 

投資活動によるキャッシュ・フロー △287,785 △3,712 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 100,000 ― 

短期借入金の返済による支出 △100,000 ― 

長期借入れによる収入 570,000 ― 

長期借入金の返済による支出 △52,500 △68,753 

社債の発行による収入 300,000 ― 

社債の償還による支出 △200,000 ― 

ファイナンス･リース債務の返済による支出 △16,146 △13,303 

財務活動によるキャッシュ・フロー 601,353 △82,056 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 426,585 △223,200 

現金及び現金同等物の期首残高 1,072,821 1,721,464 

現金及び現金同等物の中間期末残高 1,499,406 1,498,263 
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（４）中間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） 

該当事項はありません。 
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（セグメント情報） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

前中間連結会計期間（自 2019年６月１日 至 2019年11月30日） 

      （単位：千円） 

 

報告セグメント 

合計 
その他 

（注）１ 

調整額 

（注）２ 

中間連結損

益計算書計

上額 

（注）３ 

環境プロ

デュース

事業 

メタルマ

テリアル

事業 

建設解体

工事事業 

売上高        

外部顧客への売上高 1,356,982 66,158 132,235 1,555,376 16,837 － 1,572,213 

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－ － － － 104,400 △104,400 － 

計 1,356,982 66,158 132,235 1,555,376 121,237 △104,400 1,572,213 

セグメント利益 167,728 2,063 6,516 176,308 23,309 △104,400 95,218 

（注）１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、新エネルギー事業、建材卸事業及び不

動産賃貸業を含んでおります。 

   ２．セグメント間の内部売上高又は振替高の調整額は、セグメント間の内部売上高消去額であります。 

３．セグメント利益又は損失（△）の合計額は、中間連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

 

当中間連結会計期間（自 2020年６月１日 至 2020年11月30日） 

      （単位：千円） 

 

報告セグメント 

合計 
その他 

（注）１ 

調整額 

（注）２ 

中間連結損

益計算書計

上額 

（注）３ 

環境プロ

デュース

事業 

メタルマ

テリアル

事業 

建設解体

工事事業 

売上高        

外部顧客への売上高 1,099,641 9,477 78,978 1,188,098 65,195 － 1,253,293 

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－ － － － 152,002 △152,002 － 

計 1,099,641 9,477 78,978 1,188,098 217,197 △152,002 1,253,293 

セグメント利益又は損

失（△） 
27,611 941 △4,289 24,263 42,428 △152,002 △85,310 

（注）１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、新エネルギー事業、復興事業、建材卸

事業及び不動産賃貸業を含んでおります。 

   ２．セグメント間の内部売上高又は振替高の調整額は、セグメント間の内部売上高消去額であります。 

   ３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

  該当事項はありません。 

 

３．報告セグメントの変更等に関する事項 

 該当事項はありません。 
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（重要な後発事象） 

（１）子会社株式の譲渡 

当社は、2021 年３月 26 日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社グリーンシ

ステムズの全株式を譲渡することを決議し、2021年３月 26日に譲渡いたしました。 

 

１．株式譲渡の理由 

当社連結子会社である株式会社 

 

 

２．異動する子会社の概要 

(1) 名称 株式会社グリーンシステムズ 

(2) 所在地 神奈川県川崎市川崎区江川一丁目８番９号 

(3) 代表者役職・氏名 代表取締役 白石 洸平 

(4) 事業内要 産業廃棄物の収集、運搬、処分並びに再生業務 

(5) 資本金 10百万円 

(6) 設立年月日 2002年８月26日 

(7) 大株主 株式会社新東京グループ 100% 

(8) 上場会社と当該会社の関係 資本関係 当社100%出資の連結子会社であります。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 資金の貸付、事務処理業務の受託。 

３．株式の相手先の概要 

株式譲渡先は、譲渡先の意向により概要については非公開とさせていただきます。なお、相手先と当社の

間には取引関係、資本関係、人的関係はございません。また、当社の関連当事者には該当いたしません。 

 

 

４．譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有株式の状況 

(1) 異動前の所有株式数 200株 

(2) 譲渡株式数 200株 

(3) 譲渡価額 譲渡価額の決定方法を含めて株式譲渡先の意向により開示を控

えさせていただきます。 

(4) 異動後の所有株式数 0株 

 

５．譲渡日 

2021年３月26日 

 


