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１．会社概要１．会社概要
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【【会社概要会社概要】】

設 立 （ 登 記 ）

本 社 所 在 地

事 業 内 容

資 本 金

売 上 高

経 常 利 益

従 業 員 数

関 係 会 社

1974年2月（創業1972年3月）

東京都台東区駒形二丁目7番5号 前川ビル5階

建設系リサイクル事業／食品系リサイクル事業／白蟻解体工事

4億 8,195万円 （2015年6月末現在）

25億 6,688万円 （2015年6月期）

2億 9,096万円 （2015年6月期）

98名 （2015年6月現在）

(株)一戸フォレストパワー ・・・・ バイオマス発電事業

(株)一戸森林資源 ・・・・ 発電用燃料チップ製造販売

(株)遊楽ファーム ・・・・ 有機農産物の生産販売農作物栽培試験

御所野縄文パワー(株) ・・・・ 電力の小売販売
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【【事業の沿革事業の沿革】】

住宅の害虫防除・白蟻駆除工事からスタート

白蟻の新築工事受注に向け、解体工事を開始

解体工事の廃棄物処理を目的に廃棄物処理業を開始

事業拡大に向け食品リサイクル事業を開始

ＣＯ2の削減と適正処理、高収益を目的に発電事業を開始

森林木材を利用したバイオマス発電事業への取り組み
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【【事業内容事業内容】】

■ 建設系リサイクル事業

首都圏近郊の廃棄物処理会社、ハウスメーカー並びに工場、倉庫、
ショッピングセンター等からの委託を受け、木くず、紙くず、廃プラスチック
類、がれき類等の産業廃棄物及び一般廃棄物を焼却、破砕、リサイクル
処理を行っております。発電施設では受入れた木くず等のバイオマス（生
物資源）を原料とした発電により、温室効果ガスの削減を推進し、自然エ
ネルギーとして付加価値の高い電力販売を行っております。

■ 食品系リサイクル事業

食品関連事業者等からの委託を受け、リサイクルが可能な食品循環資
源である産業廃棄物及び一般廃棄物を、発酵分解による堆肥化、メタン
発酵による発電、発酵による液状飼料へのリサイクル処理を行っておりま
す。当社が保有する養豚施設において、リサイクル製品である液状飼料
を利用して、豚の肥育を行っております。再生堆肥の品質向上を目的とし
て、農地での栽培試験及び農作物の生産販売を㈱遊楽ファームにて行っ
ております。
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【【事業内容事業内容】】

■ 森林発電事業

森林資源である未利用木材、製材所から発生する製材くず等を購入し、
自社で保有する燃料化工場（㈱一戸森林資源）で、破砕、粒度並びに水
分調整を行います。製品化された燃料チップをエネルギー源として、自社
で保有する発電施設（㈱一戸フォレストパワー）で、自然エネルギー電力
の発電を行います。発生した電力は自社のPPS（御所野縄文パワー㈱）を
通じて、地元の小中学校、公共施設、事業会社へ電力供給を行う事業で
あります。

■ 白蟻解体工事（白蟻防除・家屋解体工事）

建築関連事業者等からの依頼により、住宅及びアパート等の解体工事、
白蟻予防工事の見積調査及び施工を主として行っております。あわせて、
リフォーム会社からの依頼により、既存住宅の白蟻防除工事、家屋害虫
の駆除工事等を行っております。
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【【当社の特徴当社の特徴】】

・許可品目が多い（民間では少ない一般廃棄物処分業許可）

・取扱い廃棄物の多様化（建設、食品工場、製造業、飲食等）

・創業時から社会的に意義のある事業活動

・最新鋭の処理施設と技術導入 「信頼と安心感」

・食品リサイクル事業のパイオニア 「農業との連携」

・廃棄物処分業としてのバイオマス発電 「収益と環境」
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【【経営理念経営理念】】

当社では当社では､､住宅を木材害虫や衛生害虫から守り住宅を木材害虫や衛生害虫から守り､､自然界自然界

では昆虫類と共存することを理念としました。時代とともでは昆虫類と共存することを理念としました。時代ととも

に変化しに変化し､､現在では現在では､､里山の保護や廃棄物による環境破里山の保護や廃棄物による環境破

壊の防止も追加しております。壊の防止も追加しております。

『住まいと環境』を守る

建設系リサイクル事業の経験を生かして
食品系及びバイオマスリサイクル事業の拡大

新技術の開発によって、廃棄物を
エネルギー資源として活用する事業に注力



【【決算ハイライト決算ハイライト】】
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（単位：百万円）

H24年6月期まで

リスケ期間中

リスケ終了後
設備投資・営業拡大
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【【セグメント別の構成割合セグメント別の構成割合】】

・・ 平成平成2727年年66月期（月期（20152015年年66月期）損益実績月期）損益実績

食品系
10.1％

バイオマス発電
15.1％

建設系
69.0％

解体・白蟻
5.9％

建設系
78.7％

バイオマス発電
21.5％

食品系
▲0.4％

解体・白蟻
0.2％
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２．第２．第4242期（期（20152015年年66月期）決算概要月期）決算概要
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【【決算ハイライト決算ハイライト】】

2014年8月8日発表

（単位：百万円） 前期実績 当期予想 当期実績 予想増減 前期増減

売上高 2,534 2,422 2,566 144 32

営業利益 355 360 343 -17 -12

経常利益 296 310 290 -20 -6

当期純利益 130 180 159 -21 29

ＥＰＳ （円） 38.28 47.47 41.77 -5.70 3.49
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【【決算ハイライト分析決算ハイライト分析 前期比前期比】】

建設系リサイクル事業

非建設系廃棄物の営業強化

新規取引先の増加 受入数量確保

焼却・発電施設 数量減少単価向上

食品系リサイクル事業
堆肥化53.1％減 飼料化2.5％減
再生飼料61.5％増で過去最高
鉾田ファーム、液状飼料の単価好調

白蟻解体工事
解体工事 消費増税の反動により
件数減少

・売上高 ２,５６６百万円（前期比 １．３％増）

2,534 2,566

（単位：百万円）



14

【【決算ハイライト分析決算ハイライト分析 前期比前期比】】

処分費
処分費用の高騰、施設の点検

消耗品
施設部品の交換

外注費
解体工事件数の減少

人件費
業績賞与の減額

・売上原価 １,９４０百万円（前期比 ０．３％増）
（単位：百万円）

処分費

消耗品費

人件費

減価償却費

外注費
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【【決算ハイライト決算ハイライト セグメント別セグメント別】】

【【建設系リサイクル事業建設系リサイクル事業】】

売 上 高 ２,１５７百万円（前期比 ４．３％増）

売 上 原 価 １,５２９百万円（前期比 １．２％増）

売上総利益 ６２７百万円（前期比１２．７％増）

（単位：百万円）
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【【食品系リサイクル事業食品系リサイクル事業】】

売 上 高 ２５８百万円（前期比 ７．８％減）

売 上 原 価 ２６１百万円（前期比 ６．５％増）

売上総利益 ▲２百万円（前期比 ３７百万円減）

【【決算ハイライト決算ハイライト セグメント別セグメント別】】

（単位：百万円）
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【【白蟻解体工事白蟻解体工事】】

売上高 １５０百万円（前期比 １９．３％減）

売上原価 １４９百万円（前期比 １６．７％減）

売上総利益 １百万円（前期比 ８３．３％減）

【【決算ハイライト決算ハイライト セグメント別セグメント別】】

（単位：百万円）
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【【連結損益計算書の概要連結損益計算書の概要】】

（単位：千円） 2014年6月期 2015年6月期 前期増減額 前期比％

売上高 2,534,881 2,566,887 32,006 101.3

　売上原価 1,935,454 1,940,517 5,063 100.3

売上総利益 599,427 626,370 26,943 104.5

　販売費一般管理費 244,400 282,718 38,318 115.7

営業利益 355,027 343,651 -11,376 96.8

　営業外収益 11,108 12,315 1,207 110.9

　営業外費用 69,780 64,997 -4,783 93.1

経常利益 296,355 290,969 -5,386 98.2

　特別利益 6,096 425,792 419,696 6,984.8

　特別損失 84,412 447,735 363,323 530.4

税前当期純利益 218,039 269,026 50,987 123.4

　法人税等 88,533 109,572 21,039 123.8

当期純利益 130,572 159,454 28,882 122.1
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【【連結貸借対照表の概要連結貸借対照表の概要】】

前期 当期

（単位：千円） 2014年6月期 2015年6月期 前期増減額 前期比％

流動資産 1,335,579 1,070,295 -265,284 80.1

固定資産 2,175,388 3,291,901 1,116,513 151.3

資産　合計 3,510,968 4,362,197 851,229 124.2

流動負債 786,896 681,390 -105,506 86.6

固定負債 1,095,777 1,829,221 733,444 166.9

負債　合計 1,882,674 2,510,611 627,937 133.4

純資産 1,628,293 1,851,585 223,292 113.7

（自己資本比率） 46.2% 39.4% -6.8% 85.3

負債・資本　合計 3,510,968 4,362,197 851,229 124.2
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【【有利子負債の状況有利子負債の状況】】

平成２７年３月 既存借入金をシンジゲートローンで一本化 借入金利低減

個別の借入金は大幅に減少 連結では子会社の発電施設新設により増加
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【【キャッシュフローの概要キャッシュフローの概要】】

前期 当期

（単位：千円） 2014年6月期 2015年6月期 前期増減額 前期比％

営業活動によるＣＦ 435,084 297,994 -137,090 68.5

投資活動によるＣＦ -26,562 -1,262,593 -1,236,031 4,753.4

財務活動によるＣＦ 230,973 571,160 340,187 －

期末残高 926,506 533,068 -393,438 57.5

フリーＣＦ 408,522 -964,599 -1,373,121 -236.1
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【【キャッシュフローの概要キャッシュフローの概要】】

①① 営業ＣＦの概況営業ＣＦの概況

前期 当期

（単位：千円） 2014年6月期 2015年6月期 前期増減額 前期比％

税金等調整前当期純利益 218,039 269,026 50,987 123.4

減価償却費 248,780 241,821 -6,959 97.2

売上債権の増減 -5,635 20,787 26,422 -368.9

仕入債務の増減 -24,774 42,617 67,391 -172.0

支払利息 26,443 27,956 1,513 105.7

たな卸資産の増減額 3,114 -114,035 -117,149 -3,662.0

その他 -30,881 -190,178 -159,297 615.8

営業ＣＦ・計 435,084 297,994 -137,090 68.5



23

【【キャッシュフローの概要キャッシュフローの概要】】

②② 財務ＣＦの概況財務ＣＦの概況

前期 当期

（単位：千円） 2014年6月期 2015年6月期 前期増減額 前期比％

短期借入金の増減額 179,920 -179,920 -359,840 —

長期借入れによる収入 538,800 2,527,151 1,988,351 469.0%

長期借入金の返済による支出 -1,269,902 -1,149,471 120,431 90.5%

社債の増減額 633,098 -651,000 -1,284,098 —

割賦未払金の返済による支出 -1,550 0 1,550 0.0%

リース債務の返済による支出 -38,011 -40,934 -2,923 107.7%

株式の発行による収入 349,105 13,640 -335,465 3.9%

配当金の支払額 -22,270 -53,089 -30,819 —

その他 -138,216 104,784 243,000 —

財務ＣＦ・計 230,973 571,160 340,187 247.3%
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３．第３．第4343期（期（20162016年年66月期）業績見通し月期）業績見通し
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【【第第4343期（期（20162016年年66月期）月期）業績見通し業績見通し】】

前期実績 当期予想

（単位：百万円） 2015年6月期 2016年6月期 前期増減額 前期比％

売上高 2,566 2,760 194 107.6

　売上原価 1,940 2,092 152 107.8

売上総利益 626 668 42 106.7

　販売管理費 282 318 36 112.8

営業利益 343 350 7 102.0

　営業外収益 12 6 -6 50.0

　営業外費用 64 46 -18 71.9

経常利益 290 310 20 106.9

当期純利益 159 190 31 119.5

ＥＰＳ （円） 41.77 49.73 7.96 119.1



①① セグメント別セグメント別 売上高の計画概況売上高の計画概況

【【第第4343期（期（20162016年年66月期）月期）業績見通し業績見通し】】

（単位：百万円） 2015年6月期 2016年6月期 増減額 前期比％

建設系リサイクル事業 2,157 2,103 -54 97.5

森林発電事業 0 256 256 －

食品系リサイクル事業 258 255 -3 98.8

白蟻解体工事 150 146 -4 97.3

売　　上　　高 2,566 2,760 194 107.6

②② セグメント別セグメント別 売上総利益の計画概況売上総利益の計画概況

前期実績 当期計画

（単位：百万円） 2015年6月期 2016年6月期 増減額 前期比％

建設系リサイクル事業 627 603 -24 96.2

食品系リサイクル事業 -2 20 22 -1,000.0

白蟻解体工事 1 3 2 300.0

森林発電事業 0 42

売　上　総　利　益 626 668 42 106.7
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４．今後の取り組み４．今後の取り組み
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・液状化飼料の販売拡大 ⇒ 受入数量の拡大

【食品リサイクル事業への取り組み】
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【固定価格買取制度による買取電力量の推移】

※ 資源エネルギー庁発表資料から当社作成
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【再生可能エネルギー導入状況】

（資源エネルギー庁発表資料より抜粋）
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【再生可能エネルギー導入状況】

（資源エネルギー庁発表資料より抜粋）
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【再生可能エネルギー導入状況】

（資源エネルギー庁発表資料より抜粋）
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【再生可能エネルギー導入状況】

（資源エネルギー庁発表資料より抜粋）
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【再生可能エネルギー導入状況】

（資源エネルギー庁発表資料より抜粋）
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・小水力発電施設の電力購入と一戸町への電力販売

【森林発電事業への取り組み】

・小水力発電所の概要

発電所名 ： 大志田ダム発電所

所 在 地 ： 岩手県二戸郡一戸町

最大出力 ： ８１０kW
年間発生電力 ： ４,０４０MWh

大志田

ダム

発電所

御所野

縄文

パワー

一戸町役場

一戸町関連施設

電力購入 電力販売
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【一戸バイオマス発電施設 燃料保管棟】
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【一戸バイオマス発電施設 燃料保管棟】
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【一戸バイオマス発電施設 燃料保管棟】
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【一戸バイオマス発電施設 燃料保管棟内部】
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【一戸バイオマス発電施設 燃料化設備】
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【一戸バイオマス発電施設 燃料化設備】
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【一戸バイオマス発電施設 貯木場】
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【一戸バイオマス発電施設 貯木場】
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【一戸バイオマス発電施設 施設内貯木場】
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【一戸バイオマス発電施設 タービン・ボイラー棟】
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・株式会社一戸フォレストパワーの１００％子会社化

【森林発電事業への取り組み】

・燃料化施設の竣工（株式会社一戸森林資源）

・発電施設の工事着工（株式会社一戸フォレストパワー）

・発電燃料の森林木材の仕入開始（現在 第１～第４土場）

・今期の売上見込み

バイオマス発電事業 １５６百万円

小水力電力販売事業 １００百万円
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・森林資源の豊富な立地 岩手県一戸町

【森林発電事業への取り組み】

近隣県の素材生産量

・岩手県 １３７万ｍ3

・秋田県 １１０万ｍ3

・青森県 ７７万ｍ3

※農林水産省公表資料
【平成25年木材需給報告書】より
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【森林発電事業への取り組み】

一戸フォレストパワー 年間発電計画量 ４９,５００MWh

御所野縄文パワー 年間販売計画量 ４３,１６４MWh

一戸森林資源 年間木材使用量 ９０,０００トン

電力需要家

販売単価 ２４円～３２円/kWh

燃料使用量 １kWh/１.８２kg

素材生産業者 製材工場

雇用の創出

雇用の創出

雇用の創出
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当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題として認識しておりますが、今後の成長に向け
た設備投資を機動的に行い、事業拡大および経営基盤の安定に向けた設備投資等の資金需要を勘
案し、長期的な事業展望に備えて内部留保を優先する方針であります。

平成27年6月期の期末配当につきましては、普通配当１株当たり4円00銭を予定しております。

※2015年6月期の配当金は、2015年9月24日開催予定の定時株主総会で承認されることが前提

2014年6月期
（前期実績）

2015年6月期
（当期実績）

2016年6月期
（予想）

基準日 期末　2014年6月30日
中間　2014年12月31日
期末　 2015年 6月30日

中間　2015年12月31日
期末　 2016年 6月30日

１株当たり配当金
　期末　9円00銭

（記念配当2円00銭含む）

中間　5円00銭
期末　4円00銭

年間合計　9円00銭

中間　5円00銭
期末　5円00銭

年間合計　10円00銭

配当金総額 期末　34,126千円
中間　18,963千円
期末　15,280千円

年間合計　34,243千円

中間　19,100千円
期末　19,100千円

年間合計　38,201千円

配当性向 年間　23.3% 年間　21.4% 年間　20.1%

効力発生日 2014年9月30日
中間　2015年3月11日
期末　2015年9月25日

未定



50

本資料に記載されております当社の今後の業績に関する見通しお本資料に記載されております当社の今後の業績に関する見通しお

よび事業環境につきましては、現時点で入手可能な情報を基に当よび事業環境につきましては、現時点で入手可能な情報を基に当

社が独自に予測したものであります。社が独自に予測したものであります。

そのため、当社の内部要因や、当社を取り巻く事業環境の変化等そのため、当社の内部要因や、当社を取り巻く事業環境の変化等

の外部要因により、当社の業績に影響を与え、本資料に記載したの外部要因により、当社の業績に影響を与え、本資料に記載した

見通しを修正する可能性がありますので、見通しの達成を保証す見通しを修正する可能性がありますので、見通しの達成を保証す

るものではありません。るものではありません。

【【資料取扱上の注意資料取扱上の注意】】

【【本資料・ＩＲに関するお問い合わせ先本資料・ＩＲに関するお問い合わせ先】】

株式会社フジコー株式会社フジコー

経営企画室経営企画室 ＩＲ担当ＩＲ担当

清水清水 周二周二

℡：℡：0303--38413841--54315431 FaxFax：：0303--38413841--53715371

mailmail：：ir@fujikohir@fujikoh--net.co.jpnet.co.jp


