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2020年6月期決算トピックス

 第4四半期での産廃事業・CTR事業の売上げ減が大きく影響し赤字着地。
 ソリューション事業の設備販売も一時的に進捗がストップし、来期以降にずれ込む見
込み。

 4Q以降は既存事業で徹底したコスト削減を進めており、既存事業での売上減の状
況でも利益が出せる体質へシフト。

①業績

②新規事業

③課題

新型コロナウィルスの影響により期首予想から大幅修正。緊急事態宣言以降の4Qで大きく影響を受け売上が落ち込む。
しかし新規事業の貢献により通期ベースでは7期連続の増収となり成長軌道は維持。

 ナイロンリサイクルは一宮工場の生産性は改善してきており想定通りの生産高に。海ゴ
ミ問題への関心が高まる中、漁網リサイクルに対しての引合いが急増。

 ソリューション事業ではパートナー企業に製鋼副資材の製造装置を販売するなど新た
な収益源として進展。コンサル案件の受託などを通じて新規案件も増加しており、今
後の成長ポテンシャルを高めている。

 産廃・CTR事業はコロナ影響が一定期間継続する見込みであり、コストコントロールの
徹底により着実に利益を出せる体質にシフト。

 高機能樹脂事業は漁網リサイクルに対する関心が非常に高く、今期は本格的な成長
フェーズへ。

 ソリューション事業での新規案件を着実に取り込むことで収益貢献へ。
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連結損益計算書

通期では新型コロナウィルスの影響により売上高減少。
グループ各事業の収益管理及びコーポレート機能強化を目的として導入した事業部制が機能し業績向上に貢献。

2019年6月期 2020年6月期 （単位：百万円）

金額 構成比 金額 構成比 前期比 増減額 増減コメント

売上高 2,526 100.0% 2,694 100.0% 106.7% 168
再生樹脂事業、産廃事業ともに新型
コロナウィルスの影響で、売上高が落ち
込んだが通期では前期比増を達成

売上総利益 454 18.0% 512 19.0% 112.7% 57 産廃処理事業はオペレーションの効率
化による利益率up

販売管理費 710 28.1% 691 25.6% 97.3% △18 4Q以降徹底したコスト削減に取り組
む

営業利益 △255 △10.1% △178 △6.6% ― 76

経常利益 △289 △11.5% △208 △7.7% ― 81

当期純利益 △343 △13.6% △268 △10.0% ― 74
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セグメント情報

2019年6月期 2020年6月期 （単位：百万円）

金額 構成比
(利益率) 金額 構成比

(利益率) 前期比 増減額 増減コメント

再生樹脂事業

売上高 766 30.2% 1,041 38.5% 135.8% 274 2Q大型プラント販売が大きく貢献

セグメント利
益・損失(△) △261 (△34.1%) △197 (△19.0%) ― 63 新型コロナウィルスの影響及び一宮工

場立上げ期の損失により赤字。

産廃処理事業
売上高 1,771 69.8% 1,666 61.5% 94.1% △104 コロナ影響により売上高前年割れ

セグメント利
益・損失(△) 177 (10.0%) 214 (12.9%) 121.1% 37 新基幹システム導入によるオペレーショ

ン効率化、管理コストの削減

全社

全社費用 232 267 114.9% 34

再生樹脂事業は既存事業でコロナ影響を受けたものの新規事業が貢献し売上増・損失額縮小。
産廃処理事業はとくにコロナ影響が大きく売上高は前年割れしたが、効率化及びコスト削減によりセグメント利益は増加。
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2020年6月期セグメント売上実績（前期比）

2019年6月期 2020年6月期

135%

2,526M
2,694M

再生樹脂事業の新規事業が売上増に貢献。産廃事業は第4四半期の受注が大幅に減少し前期比マイナス。

原料回収

再生塩ビ

766M

1,771M 1,666M

1,041M

94%

再生樹脂事業

産廃処理事業

CTR事業（カーペットリサイクル）：708百万円（YoY106%）
原料調達量の増加及び前期実施の価格改定が通期で寄与。
 コロナ影響により国内・輸出ともに第3四半期以降に出荷落込み。

高機能樹脂事業：125百万円（YoY105%）
上期の一宮工場の生産量未達による売上低迷。
下期は生産量は順調に増加するもののコロナ影響により国内・輸
出ともに販売数量を大きく伸ばせず。

ソリューション事業：198百万円
製鋼副資材の製造装置をパートナー企業に販売。
その他案件はコロナ影響により進捗が遅れ来期へとずれ込む。
複数のコンサル案件も受託。

産廃処理事業：1,666百万円（YoY94%）
 4月以降の受注件数が大幅に減少（約3割減）。
 6月から回復傾向にあるものの当面は弱含み。


グラフ1
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18年業績予想

						2018年6月期2Q ネン ガツ キ						2018年6月期 ネン ガツ キ

								構成比 コウセイヒ						構成比 コウセイヒ		前年比 ゼンネンヒ		前年増減額 ゼンネン ゾウゲン ガク

				売上高 ウリアゲ タカ		1,136		100.0%				2,650		100.0%		115.5%		1,514		43%

				営業利益 エイギョウ リエキ		37		3.3%				369		13.9%		131.9%		332		10%

				経常利益 ケイジョウ リエキ		27		2.4%				324		12.2%		122.7%		297		8%

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		73		6.4%				266		10.0%		84.3%		193		27%





PL概要

						2017年6月期2Q ネン ガツキ						2018年6月期2Q ネン ガツ キ

								構成比 コウセイヒ						構成比 コウセイヒ		前年比 ゼンネンヒ		前年増減額 ゼンネン ゾウゲン ガク

				売上高 ウリアゲ タカ		1,148		100.0%				1,136		100.0%		98.9%		(12)

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		350		30.5%				327		28.8%		93.5%		(23)

				販売管理費 ハンバイ カンリヒ		226		19.7%				290		25.5%		127.9%		64

				営業利益 エイギョウ リエキ		123		10.7%				37		3.3%		30.4%		(86)

				経常利益 ケイジョウ リエキ		114		9.9%				27		2.4%		23.7%		(87)

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		89		7.8%				73		6.4%		81.6%		(16)





セグメント

						2017年6月期2Q ネン ガツキ						2018年6月期2Q ネン ガツ キ

								構成比 コウセイヒ						構成比 コウセイヒ		前年比 ゼンネンヒ		前年増減額 ゼンネン ゾウゲン ガク

				再生樹脂事業 サイセイ ジュシ ジギョウ

				売上高 ウリアゲ タカ		415		100.0%				347		100.0%		83.6%		(68)

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		150		36.1%				88		25.4%		58.7%		(62)

				セグメント利益又は損失（△） リエキ マタ ソンシツ		54		13.0%				(11)		-3.2%		-20.4%		(65)

				産廃処理事業 サンパイ ショリ ジギョウ

				売上高 ウリアゲ タカ		754		100.0%				801		100.0%		106.2%		47

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		200		26.5%				241		30.1%		120.5%		41		64		81

				セグメント利益 リエキ		136		18.0%				160		20.0%		117.6%		24



				全社共通 ゼンシャ キョウツウ

				全社費用 ゼンシャ ヒヨウ		67						109				162.7%		42





BS

								2017年6月末 ネン ガツマツ		2017年12月末 ネン ガツマツ		増減額 ゾウゲン ガク

				流動資産 リュウドウ シサン				1,250		1,228		(22)

						現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		685		559		(126)

						受取手形及び売掛金 ウケトリ テガタ オヨ ウリカケ キン		289		322		33

				固定資産 コテイ シサン				1,447		1,658		211

						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		1,267		1,479		212

						投資その他の資産 トウシ タ シサン		177		174		(3)

				繰延資産 クリノベ シサン				37		91		54

						開業費 カイギョウ ヒ		37		91		54

				資産合計 シサン ゴウケイ				2,736		2,978		242

				流動負債 リュウドウ フサイ				1,358		536		(822)

						支払手形及び買掛金 シハライ テガタ オヨ カイカケキン		39		38		(1)

						短期借入金 タンキ カリイレ キン		647		-		(647)

						1年内返済予定の長期借入金 ネン ナイ ヘンサイ ヨテイ チョウキ カリイレ キン		194		263		69

						その他の流動負債 タ リュウドウ フサイ		476		234		(242)

				固定負債 コテイ フサイ				563		1,546		983

						長期借入金 チョウキ カリイレ キン		338		1,296		958

						その他の固定負債 タ コテイ フサイ		224		249		25

				負債合計 フサイ ゴウケイ				1,921		2,082		161

				純資産 ジュンシサン				814		895		81

				負債純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ				2,736		2,978		242





CF



								2017年6月期2Q ネン ガツキ		2018年6月期2Q ネン ガツキ

						税金等調整前当期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		114		27

						減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		29		59

						減損損失 ゲンソン ソンシツ		-		-

						売上債権の増減額 ウリアゲ サイケン ゾウゲンガク		(5)		(33)

						棚卸資産の増減額 タナオロシ シサン ゾウゲンガク		(37)		(6)

						法人税等の支払額 ホウジンゼイ トウ シハライ ガク		(72)		-

						法人税等の還付額 ホウジンゼイ トウ カンプ ガク		-		0

				営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ				32		43

						有形固定資産の取得による支出 ユウケイ コテイ シサン シュトク シシュツ		(25)		(492)

						有形固定資産の売却による収入 ユウケイ コテイ シサン バイキャク シュウニュウ		4		-

						定期預金の預入による支出 テイキ ヨキン アズ イ シシュツ		(12)		(17)

						定期預金の払戻による収入 テイキ ヨキン ハライモドシ シュウニュウ		12		12

						保証金の差入による支出 ホショウキン サシイレ シシュツ		-		0

						繰延資産の取得による支出 クリノベ シサン シュトク シシュツ		-		(53)

				投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ				(20)		(554)

						短期借入金の純増減額 タンキ カリイレ キン ジュンゾウ ゲンガク		44		(647)

						長期借入れによる収入 チョウキ カリイレ シュウニュウ		-		1,135

						長期借入金の返済による支出 チョウキ カリイレ キン ヘンサイ シシュツ		(108)		(108)						内訳 ウチワケ						（千円） センエン

						株式の発行による収入 カブシキ ハッコウ シュウニュウ		179		7				⇦		株式の発行による収入 カブシキ ハッコウ シュウニュウ						-

						リース債務の返済による支出 サイム ヘンサイ シシュツ		(8)		(12)						新株予約権の行使分 シンカブヨヤクケン コウシ ブン						7,500

																						7,500

				財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ				111		374

				現金及び現金同等物の増減額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲンガク				123		(135)

				現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キシュ ザンダカ

				現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ				739		535





PL概要(千円）

						2017年6月期2Q ネン ガツキ						2018年6月期2Q ネン ガツ キ

								構成比 コウセイヒ						構成比 コウセイヒ		前年比 ゼンネンヒ		前年増減額 ゼンネン ゾウゲン ガク

				売上高 ウリアゲ タカ		1,148,849		100.0%				1,136,694		100.0%		98.9%		(12,155)

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		350,610		30.5%				327,805		28.8%		93.5%		(22,805)

				販売管理費 ハンバイ カンリヒ		226,758		19.7%				290,094		25.5%		127.9%		63,336				①地代家賃 +10M(前期 2M 当期 12M)　②支払報酬 +3M(前期 6M 当期 9M)　③求人経費 +3M(前期 0M 当期 3M) チダイ ヤチン ゼンキ トウキ シハラ ホウシュウ キュウジン ケイヒ

				営業利益 エイギョウ リエキ		123,851		10.8%				37,711		3.3%		30.4%		(86,140)				⇒　家賃増加理由：主に返却までのD棟家賃負担が製造原価でなくなったため。 ヤチン ゾウカ リユウ オモ ヘンキャク トウ ヤチン フタン セイゾウ ゲンカ

				経常利益 ケイジョウ リエキ		114,095		9.9%				27,015		2.4%		23.7%		(87,080)

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		89,494		7.8%				73,031		6.4%		81.6%		(16,463)				税金：▲17M・・・GMS法人税等▲19M (前期 20M 当期 0.2M) REM：＋4M、IVP：▲１M ゼイキン ホウジンゼイ トウ ゼンキ トウキ

																						税効果：▲12M・・IVP：▲12M、RIV：＋５M、GMS：▲５M ゼイ コウカ





BS (千円)

								2017年6月末 ネン ガツマツ		2017年12月末 ネン ガツ マツ		期首増減額 キシュ ゾウゲン ガク

				流動資産 リュウドウ シサン				1,250,973		1,228,938		(22,035)		①現金及び預金（▲372M）②GMS RIV受取手形及び売掛金 (+37M)[GMS+23M RIV+14M]　③RIV仮払金[受取配当金源泉税]（+40M）④RIV REM未収消費税 (+11M)[RIV+8M REM+3M] ゲンキン オヨ ヨキン ウケトリ テガタ オヨ ウリカケキン カリ バライ キン ウケトリ ハイトウキン ゲンセン ゼイ ミシュウ ショウヒゼイ

						現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		685,890		559,147		(126,743)

						受取手形及び売掛金 ウケトリ テガタ オヨ ウリカケ キン		289,094		322,334		33,240

				固定資産 コテイ シサン				1,447,632		1,658,201		210,569

						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		1,267,670		1,479,907		212,237		①RIV建物（テント倉庫等：+133M）②RIV機械装置（+23M）③RIV建設仮勘定（+10M） タテモノ ソウコ ナド キカイ ソウチ ケンセツ カリカンジョウ

						投資その他の資産 トウシ タ シサン		177,342		174,860		(2,482)

				繰延資産 クリノベ シサン				37,573		91,020		53,447

						開業費 カイギョウ ヒ		37,573		91,020		53,447		REM開業費 カイギョウ ヒ

				資産合計 シサン ゴウケイ				2,736,180		2,978,160		241,980

				流動負債 リュウドウ フサイ				1,358,209		536,322		(821,887)

						支払手形及び買掛金 シハライ テガタ オヨ カイカケキン		39,372		38,464		(908)

						短期借入金 タンキ カリイレ キン		647,000		-		(647,000)

						1年内返済予定の長期借入金 ネン ナイ ヘンサイ ヨテイ チョウキ カリイレ キン		194,901		263,651		68,750

						その他の流動負債 タ リュウドウ フサイ		476,935		234,207		(242,728)		①RIV REM未払金 (▲256M) [RIV▲265M REM+9M]　②GMS未払消費税等（▲10M）③GMS預り金[配当金源泉税徴収分]（+41M）④RIV GMS未払費用 (+14M)[RIV+6M GMS+8M] ミハライキン ミハライ ショウヒゼイ トウ アズカ キン ハイトウ キン ゲンセン ゼイ チョウシュウ ブン ミハライ ヒヨウ

				固定負債 コテイ フサイ				563,109		1,546,445		983,336		　⇒　未払金減少理由：主にRIVIC関連（川田工業、ホーライ、明治機械 他） ミハライキン ゲンショウ リユウ オモ カンレン カワタ コウギョウ メイジ キカイ ホカ

						長期借入金 チョウキ カリイレ キン		338,540		1,296,648		958,108

						資産除去債務 シサン ジョキョ サイム						0

						繰延税金負債 クリノベ ゼイキン フサイ						0

						その他の固定負債 タ コテイ フサイ		224,569		249,796		25,227		RIV資産除去債務（+19M） シサン ジョキョ サイム

				負債合計 フサイ ゴウケイ				1,921,319		2,082,768		161,449

				純資産 ジュンシサン				814,861		895,392		80,531

				負債純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ				2,736,180		2,978,160		241,980







セグメント (千円)

						2017年6月期2Q ネン ガツキ						2018年6月期2Q ネン ガツ キ

								構成比 コウセイヒ						構成比 コウセイヒ		前年比 ゼンネンヒ		前年増減額 ゼンネン ゾウゲン ガク

				再生樹脂事業 サイセイ ジュシ ジギョウ

				売上高 ウリアゲ タカ		415,398		100.0%				347,008		100.0%		83.5%		(68,390)

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		150,481		36.2%				88,420		25.5%		58.8%		(62,061)

				セグメント利益又は損失（△） リエキ マタ ソンシツ		54,231		13.1%				(11,025)		-3.2%		-20.3%		(65,256)

				産廃処理事業 サンパイ ショリ ジギョウ

				売上高 ウリアゲ タカ		754,538		100.0%				801,363		100.0%		106.2%		46,825

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		200,096		26.5%				241,148		30.1%		120.5%		41,052

				セグメント利益 リエキ		136,729		18.1%				160,016		20.0%		117.0%		23,287



				全社共通 ゼンシャ キョウツウ

				全社費用 ゼンシャ ヒヨウ		67,141		8.9%				109,516		13.7%		163.1%		42,375





オフィス供給量

						森ビル17年公表データ モリ ネン コウヒョウ

								2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン		2016年 ネン		2017年 ネン		2018年 ネン		2019年 ネン		2020年 ネン

						供給量（万㎡） キョウキュウ リョウ マン		58		87		109		97		69		146		99		168





58	87	109	97	69	146	99	168	





⇐入力済　・　未入力⇒





中期イメージ

				17年6月期 ネン ガツキ		1８年6月期 ネン ガツキ		1９年6月期 ネン ガツキ		20年6月期 ネン ガツキ								売上 ウリアゲ		現状 ゲンジョウ		フル稼働 カドウ

		既存事業 キソン ジギョウ		280		330		400		500								既存 キソン		2300		3500

		製鋼副資材 セイコウ フクシザイ		0		40		100		200								新規 シンキ		0		1500

		エアバッグ		0		0		50		200

		新規事業 シンキ ジギョウ						0		100								利益 リエキ		現状 ゲンジョウ		フル稼働 カドウ

				280		370		550		1,000								既存 キソン		280		600

																		新規 シンキ		0		400



280	330	400	500	0	40	100	200	0	0	50	200	0	100	

2300	3500	0	1500	

280	600	0	400	



業績推移

				14年6月期 ネン ガツキ		15年6月期 ネン ガツキ		16年6月期 ネン ガツキ		17年6月期 ネン ガツキ		18年6月期 ネン ガツキ

		売上高 ウリアゲ ダカ		1,702		1,809		2,120		1,136		2,650

		経常利益 ケイジョウ リエキ		102		149		247		27		324

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		68		70		164		73		266

		法人税等 ホウジンゼイ トウ						(50)		80		(50)





1702	1809	2120	1136	





102	149	247	27	





68	70	164	73	





2120	1136	2650	





247	27	324	





164	73	266	





GMS売上



				1983		31,069

				1984		62,138

				1985		93,207

				1986		108,742

				1987		124,276

				1988		130,490

				1989		124,276

				1990		145,618

				1991		221,027

				1992		279,624

				1993		270,834

				1994		213,960

				1995		209,429

				1996		184,750

				1997		172,415

				1998		160,081

				1999		171,592

				2000		219,486

				2001		252,656

				2002		288,080

				2003		421,661

				2004		503,928

				2005		769,932

				2006		856,574

				2007		918,237

				2008		1,049,569

				2009		853,425

				2010		800,968

				2011		660,805		660

				2012		712,439		712

				2013		888,445		888

				2014		1,078,086		1,078

				2015		1,111,160		1,111

				2016		1,375,416		1,375

				2017		1,479,849		1,479

								1,670

										四半期 シハンキ		181		182		183		184		191		192		193		194		201		202

										件数 ケンスウ		6,206		6,140		6,212		6,318		6,425		6,385		6,702		6,747		7039		6781

										利益 リエキ		68,899		91,117		75,801		34,300		13,468		59,788		82,951		87,146		94495		79753



1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	31069000	62138000	93207000	108741500	124276000	130489800	124276000	145617781	221027229	279623953	270833637	213960060	209428616	184749648	172415000	160081189	171591979	219486000	252656000	288080346	421660598	503927700	769932416	856573667	918236683	1049569104	853425136	800967950	660804850	712439299	888444957	1078086001	1111159579	1375415637	







660	712	888	1078	1111	1375	1479	1670	





68899	91117	75801	34300	13468	59788	82951	87146	94495	79753	

6206	6140	6212	6318	6425	6385	6702	6747	7039	6781	







調達推移

								2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン		2016年 ネン		2017年 ネン		2018年 ネン

						回収量 カイシュウ リョウ		12441		13415		14288		16067		17449		19894		21789		22934		23511

						契約者数 ケイヤクシャ スウ		108		114		124		149		179		198		213

								2,488		2,683		2,858		3,213		3,490		3,979		4,358		4,587		4,702

										108%		107%		112%		109%		114%		110%		105%





12441	13415	14288	16067	17449	19894	21789	

108	114	124	149	179	198	213	







2488.1999999999998	2683	2857.6	3213.4	3489.8	3978.8	4357.8	4586.8	4702.2	





セグメント売上

				17年6月期 ネン ガツキ		1８年6月期 ネン ガツキ		1９年6月期 ネン ガツキ		20年6月期 ネン ガツキ								売上 ウリアゲ		196期実績 キ ジッセキ		206期実績 キ ジッセキ

		既存事業 キソン ジギョウ		280		330		400		500								産廃 サンパイ		1771		1666

		製鋼副資材 セイコウ フクシザイ		0		40		100		200								再生 サイセイ		766		1041

		エアバッグ		0		0		50		200

		新規事業 シンキ ジギョウ						0		100

				280		370		550		1,000



280	330	400	500	0	40	100	200	0	0	50	200	0	100	

1771	1666	766	1041	



Q推移



				発生 ハッセイ				17年 ネン								18年 ネン								19年 ネン								20年 ネン

								1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q

				連結 レンケツ		売上 ウリアゲ		589,243		559,606		585,028		560,819		544,419		592,275		647,773		626,251		638,423		597,373		646,516		643,985		675,656		877,026		642,372		499,635

						売上原価 ウリアゲ ゲンカ		404,884		393,354		394,492		364,590		394,063		414,825		496,022		474,760		514,235		496,033		520,273		545,988		560,768		655,017		517,372		446,699

						粗利益 アラリエキ		184,358		166,251		190,535		196,229		150,355		177,450		151,751		151,491		124,188		101,339		126,243		97,997		114,888		222,008		124,999		52,935

						営業利益 エイギョウ リエキ		69,528		54,323		66,640		89,816		16,735		20,975		(9,606)		(16,159)		(72,509)		(66,032)		(37,105)		(81,002)		(70,692)		35,473		(43,387)		(97,683)

						経常利益 ケイジョウ リエキ		62,035		52,059		59,946		90,151		13,991		13,024		(18,248)		(24,646)		(80,956)		(71,980)		(43,984)		(90,782)		(80,662)		25,271		(53,035)		(109,388)



				発生 ハッセイ				17年 ネン								18年 ネン								19年 ネン								20年 ネン

								1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q

				再生 サイセイ		売上 ウリアゲ		197,518		217,879		221,499		219,817		153,687		193,320		188,938		224,724		199,427		187,954		182,874		196,618		225,895		434,273		207,926		173,696

						セグメント利益 リエキ		16,656		37,574		31,474		59,367		592		(11,618)		(33,275)		(6,417)		(15,465)		(71,276)		(64,975)		(112,358)		(97,373)		35,487		(56,144)		(77,528)

				産廃 サンパイ		売上 ウリアゲ		401,990		352,547		373,955		351,354		397,653		403,710		463,301		405,829		444,117		410,814		466,114		450,457		454,339		445,827		438,088		328,515

						セグメント利益 リエキ		87,461		49,268		78,032		63,715		68,899		91,117		75,801		34,300		13,468		59,798		82,951		87,146		94,495		79,753		78,883		33,567







				累計 ルイケイ				17年 ネン								18年 ネン								19年 ネン								20年 ネン

								1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q

				連結 レンケツ		売上 ウリアゲ		589,243		1,148,849		1,733,877		2,294,696		544,419		1,136,694		1,784,467		2,410,718		638,423		1,235,796		1,882,312		2,526,297		675,656		1,552,682		2,195,054		2,694,689

						売上原価 ウリアゲ ゲンカ		404,884		798,238		1,192,730		1,557,320		394,063		808,888		1,304,910		1,779,670		514,235		1,010,268		1,530,541		2,076,529		560,768		1,215,786		1,733,158		2,179,857

						粗利益 アラリエキ		184,358		350,609		541,144		737,373		150,355		327,805		479,556		631,047		124,188		225,527		351,770		449,767		114,888		336,896		461,895		514,830

						営業利益 エイギョウ リエキ		69,528		123,851		190,491		280,307		16,735		37,710		28,104		11,945		(72,509)		(138,541)		(175,646)		(256,648)		(70,692)		(35,219)		(78,606)		(176,289)

						経常利益 ケイジョウ リエキ		62,035		114,094		174,040		264,191		13,991		27,015		8,767		(15,879)		(80,956)		(152,936)		(196,920)		(287,702)		(80,662)		(55,391)		(108,426)		(217,814)



				累計 ルイケイ				17年 ネン								18年 ネン								19年 ネン								20年 ネン

								1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q

				再生 サイセイ		売上 ウリアゲ		197,518		415,397		636,896		856,713		153,687		347,007		535,945		760,669		199,427		387,381		570,255		766,873		225,895		660,169		868,095		1,041,791

						セグメント利益 リエキ		16,656		54,230		85,704		145,071		592		(11,026)		(44,301)		(50,718)		(15,465)		(86,741)		(151,716)		(264,074)		(97,373)		(61,886)		(118,030)		(195,558)

				産廃 サンパイ		売上 ウリアゲ		401,990		754,537		1,128,492		1,479,846		397,653		801,363		1,264,664		1,670,493		444,117		854,931		1,321,045		1,771,502		454,339		900,167		1,338,255		1,666,770

						セグメント利益 リエキ		87,461		136,729		214,761		278,476		68,899		160,016		235,817		270,117		13,468		73,266		156,217		243,363		94,495		174,249		253,132		286,699







197518	217879	221499	219817	153687	193320	188938	224724	199427	187954	182874	196618	225895	434273	207926	173696	401990	352547	373955	351354	397653	403710	463301	405829	444117	410814	466114	450457	454339	445827	438088	328515	









589243	559606	585028	560819	544419	592275	647773	626251	638423	597373	646516	643985	675656	877026	642372	499635	
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産廃処理事業の業績動向
新型コロナ影響により4月-6月の受注件数が急減。足元ではかなり回復してきているものの今後も影響は継続する見込み。

10-12月7-9月 1-3月 4-6月

≪産廃処理事業四半期推移≫

受注件数（件）

セグメント利益（千円）

10-12月7-9月 1-3月 4-6月 10-12月7-9月 1-3月 4-6月

2019年6月期 2020年6月期2018年6月期
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連結貸借対照表
短期・長期借入金の増加。CTR事業部、高機能樹脂事業部の稼働率アップのための設備投資を実施。

2019年6月末 2020年6月末 増減額
流動資産 1,110 955 △155
現金及び預金 401 460 58
受取手形及び売掛金 347 277 △70
その他 360 217 △143
固定資産 1,944 1,876 △67
有形固定資産 1,644 1,626 △17
無形固定資産 14 14 0
投資その他の資産 285 234 △50
繰延資産 58 40 △18
開業費 58 40 △18
資産合計 3,113 2,872 △241
流動負債 843 694 △149
支払手形及び買掛金 175 37 △138
短期借入金 ー 75 75
１年内返済予定長期借入金 319 305 △14
その他の流動負債 348 276 △72
固定負債 1,664 1,840 175
長期借入金 1,359 1,501 142
その他の固定負債 305 339 33
負債合計 2,508 2,534 26
純資産 604 337 △267
負債純資産合計 3,113 2,872 △241
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2021年6月期業績予想

カーペットタイルリサイクル事業におい
ては新型コロナウィルスの影響は続く
ものの収益は回復する見込み

ソリューション事業は前期から検討中
の設備案件の複数受注を見込む

高機能樹脂事業の生産高が増加し
売上増を見込む

新型コロナウィルスの影響続くものの、
すでに回復基調にあり受注増加

業務効率化によるコスト削減を達成で
きたことにより増収、増益を見込んでい
る

産業廃棄物処理事業再生樹脂製造販売事業

前
提
条
件

全般

ナイロンリサイクルは海ゴミ問題への関
心高まりにより引き合い増加、成長フ
ェーズへ

廃プラ処理問題の課題解決に向けた
新たな取組みを展開

2020年6月期実績 2021年6月期予想

（単位：百万円） 金額 構成比 金額 構成比 前期比 増減額

売上高 2,694 100.0% 2,989 100.0% 111.0% 295

売上総利益 512 19.0% 813 27.2% 158.7% 301

営業利益 △178 △6.6% 102 3.4% ― 280

経常利益 △208 △7.7% 61 2.0% ― 269

当期純利益 △268 △10.0% 20 0.7% ― 288

新型コロナウィルスの影響は既存事業は通期で影響を受ける見通しだが、新規事業が貢献し増収増益を見込む
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2021年6月期の主要テーマ

①業績

②新規事業

③その他

 CTR及び産廃事業はコロナ影響が長期化することを前提とした計画としており、売上
高は3Qまでは前期を下回る計画。4Qは前期急減との対比では上回るため通年ベー
スでは前期並みの売上計画。両事業ともにコストコントロールを徹底。

 高機能樹脂事業は生産高の増加、海ゴミへの関心が高まる中で漁網リサイクルを中
心に売上が増加する見込み。

 ソリューション事業では前期に見込んでいた複数の設備販売が今期に売上見込み。
廃プラ問題を解決する手段として引合いは強く営業を強化し売上増につなげる。

 廃プラ問題の本質的な課題解決に向けて外部企業との連携を強化。廃プラを排出
企業（入口）へのソシューション提供だけでなく、廃プラを資源として活用する企業（
出口）との連携強化でより幅広い領域での事業展開に。

 本社部門はテレワーク型へ移行し、本社面積を1/2に削減するなど固定費圧縮。全
社的なコスト削減により1億円/年程度のコストを圧縮。既存事業は生産性改善活
動により更なるコスト削減活動を継続。

 新規事業については新たな大型投資は行わず、外部企業との連携を通じて新しい収
益機会を創出する仕組み構築を進める。

21年6月期は既存事業はコロナ影響により売上増は見込めずコストコントロールを徹底することで収益を確保。
新規事業の売上が加わることで全体として増収・増益し黒字回復の見通し。
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今後のビジネス展開

≪廃プラ処理の現状（2018年）≫

 国内での廃プラ処理の1/2以上は焼却or燃料化。
 焼却時に発生する熱利用あるいは燃料化はサーマルリサイクルと定義されて
いるが、欧米ではリサイクルとは認定されず「エネルギーリカバリー」と区
分。

 マテリアルリサイクルの1/2近くは海外輸出となっているが、中国以外の各
国も廃プラ禁輸が広がっており、国内処理が必須。

 焼却・埋立処分等の国内処分は輸出分の増加によって需給が逼迫し処分費が
高騰（品目によっては2倍～3倍へと急騰）。

≪国内廃プラ処理の状況≫

出所：一般社団法人プラスチック循環利用協会HP等から当社作成

埋立
68

焼却
403

燃料化
173

ケミカルリサイクル
39

マテリアルリサイクル
208

総排出量
891

(万トン)

 国内の廃プラ処理の現状は熱利用によるサーマルリサイクルが中心だが、
SDG’sやサーキュラーエコノミーといった文脈の中で本質的なリサイクルシ
ステムの構築に向けた動きが始まっている。

 従来とは異なる方法を用いて廃プラを資源として活用しようとする企業に対
して、”原料”として廃プラを安定的に供給する新たな商流や枠組みが必要と
なる。

 廃プラを資源として活用する”出口”の多様性が広がることで、廃プラを安定
的に供給する”入口”部分のビジネスを強化し成長エンジンとする。
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外部組織との連携強化

国際的に廃プラ問題がクローズアップされている中で国内でも様々な企業や団体の具体的な取組みが始まっている。
様々な企業や団体との連携を強化し既存事業の拡大や新規事業の展開などを積極的に取り組む。
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会 社 名 ： リファインバース株式会社

資 本 金 ： 439,219千円 （2020年6月30日現在）

設 立 ： 2003年12月

所 在 地 ： 本社 東京都中央区日本橋人形町3-10-1
千葉工場 千葉県八千代市大和田新田672-4 
リファインバースイノベーションセンター 千葉県富津市新富52-3
一宮工場 愛知県一宮市起字与三ケ巻37

取 締 役 ： 越智晶 代表取締役社長（リファインマテリアル㈱代表取締役社長）
加志村竜彦 常務取締役 事業開発部長
瀧澤陵 取締役 人事総務部長
柗村順也 取締役 事業開発部 研究開発部長
青木卓 取締役 経営企画室長 兼 産廃事業部長（ ㈱ジーエムエス代表取締役社長）
堀内賢一 取締役 最高技術責任者
鮫島卓 社外取締役
関口修一 社外取締役
布施木孝叔 社外取締役

従 業 員 ： 148名(グループ全体）

グループ企業 ： 株式会社ジーエムエス、リファインマテリアル株式会社

会社概要
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将来見通しに関する注意事項

本発表において提供される資料ならびに情報は、いわゆる「見通し情報」（forward-looking statements）を含みます。
これらは、現在における見込み、予測およびリスクを伴う想定に基づくものであり、実質的にこれらの記述とは異なる結果を招き
得る不確実性を含んでおります。

それらリスクや不確実性には、一般的な業界ならびに市場の状況、金利、通貨為替変動といった一般的な国内および国際的
な経済状況が含まれます。
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