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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

22年3月期第3四半期 2,560 22.2 366 16.6 368 20.6 198 18.6
21年3月期第3四半期 2,095 ― 314 ― 305 ― 167 ―

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

22年3月期第3四半期 116.49 111.06
21年3月期第3四半期 119.62 ―

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

22年3月期第3四半期 1,467 1,042 71.1 608.22
21年3月期 1,284 840 65.4 495.61

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  1,042百万円 21年3月期  840百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  有  
    平成22年3月期（予想）期末配当金の内訳  普通配当 20円00銭  記念配当 10円00銭 

1株当たり配当金
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

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00 ―
22年3月期 

（予想）
30.00 30.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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 3,580 24.3 503 17.9 505 32.1 271 30.4 158.88
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項
等の変更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 1,714,700株 21年3月期  1,695,500株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  ―株 21年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第3四半期 1,706,233株 21年3月期第3四半期 1,400,600株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき作成しており、不確定な要素を含んでおります。実際の業績は、業況の変化等により、上
記予想数値と異なる場合があります。 
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 当第３四半期累計期間（平成21年４月１日～平成21年12月31日）における我が国経済は、アジア向けを中心とし

た輸出が増加するなど、景気に持ち直しの動きがみられますが、失業率が高水準にあるなど雇用情勢は厳しく、物

価は緩やかなデフレ傾向状況であり、依然として厳しい経済状況が続いています。 

 当社のエネルギーコストソリューション事業・リレーションシップ事業のコンサルティングの対象となる中小規

模事業者については、中小企業製造業・中小企業非製造業の業況判断が２四半期連続の改善となりましたが、先行

きについては慎重な見方となっています。一方、エコロジーソリューション事業の対象となる一般家庭について

は、経済対策の効果もあり、個人消費に持ち直しの動きが続いています。また、政府が環境政策に積極的な姿勢を

示していることで、環境に配慮した商品についての市場規模は引き続き広がりを見せています。 

 当社の主力事業であるエネルギーコストソリューション事業においては、中小規模事業者のコスト削減に対する

強い需要に支えられ、受注は堅調に推移いたしました。この結果、エネルギーコストソリューション事業の当第３

四半期累計期間の売上高は1,999,578千円(前年同期比21.8％増)となりました。 

 エコロジーソリューション事業においては、環境配慮型商品に対する旺盛な需要を背景に、受注は堅調に推移い

たしました。この結果、エコロジーソリューション事業の当第３四半期累計期間の売上高は440,255千円(前年同期

比26.2％増)となりました。また、仕入原価の低減により、売上総利益率は増加傾向で推移しました。 

 リレーションシップ事業においても、受注は堅調に推移いたしました。この結果、リレーションシップ事業の当

第３四半期累計期間の売上高は120,447千円(前年同期比14.5％増)となりました。 

 以上の結果、当第３四半期累計期間における売上高は 千円(前年同期比22.2％増)、営業利益は

千円(前年同期比16.6％増)、経常利益は 千円(前年同期比20.6％増)、四半期純利益は 千円(前年同期

比18.6％増)となりました。  

  

（１）資産、負債及び純資産の状況  

（総資産） 

 当第３四半期会計期間末の総資産は 千円となり、前事業年度末に比べて182,527千円増加いたしまし

た。これは主に、現金及び預金が121,338千円、ソフトウェアが10,961千円、敷金及び保証金が57,924千円増加

し、売掛金が18,301千円減少したことによるものであります。 

（負債） 

 当第３四半期会計期間末の負債総額は 千円となり、前事業年度末に比べて20,085千円減少いたしまし

た。これは主に、賞与引当金が25,494千円増加し、未払金が15,609千円、税金等の支払いにより未払法人税等が

38,774千円減少したことによるものであります。 

（純資産） 

 当第３四半期会計期間末の純資産は 千円となり、前事業年度末に比べ202,612千円増加いたしまし

た。これは主に、四半期純利益を 千円計上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   

 当第３四半期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、前事業年度末に比べ

千円増加し、 千円となりました。 

 当第３四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は 千円（前年同期比96.9％増）となりま

した。これは主に、税引前四半期純利益の計上 千円、賞与引当金の増加 千円、売上債権の減少

千円による資金の増加、及び未払金の減少 千円、法人税等の支払 千円による資金の減少に

よるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は 千円（前年同期比65.4％増）となりまし

た。これは主に、無形固定資産の取得による支出 千円、敷金及び保証金の差入による支出 千円によ

るものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期累計期間において財務活動の結果得られた資金は 千円（前年同期は11,598千円の使用）と

なりました。これは、新株予約権の権利行使によるものであります。 

  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

2,560,281 366,221

368,533 198,757

２．財政状態に関する定性的情報

1,467,204

424,291

1,042,913

198,757

121,338 865,460

197,403

368,533 25,494

18,301 14,622 221,017

79,919

17,486 61,289

3,855
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 平成21年10月30日に公表いたしました業績予想に対して概ね計画通りに進捗しているため、修正は行っておりませ

ん。 

  

  該当事項はありません。  

  

  該当事項はありません。  

  

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 865,460 744,121

売掛金 339,453 357,755

商品 18,322 20,367

前払費用 29,242 30,965

繰延税金資産 38,309 25,586

その他 1,210 1,041

流動資産合計 1,291,998 1,179,838

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 27,578 28,020

工具、器具及び備品（純額） 14,209 14,166

有形固定資産合計 41,788 42,187

無形固定資産   

ソフトウエア 20,347 9,385

ソフトウエア仮勘定 2,100 －

無形固定資産合計 22,447 9,385

投資その他の資産   

敷金及び保証金 110,284 52,359

その他 654 710

投資その他の資産合計 110,938 53,070

固定資産合計 175,173 104,642

繰延資産 32 196

資産合計 1,467,204 1,284,677

負債の部   

流動負債   

買掛金 87,421 87,501

未払金 163,740 178,809

未払費用 2,496 3,173

未払法人税等 93,698 132,472

未払消費税等 33,538 36,776

預り金 17,679 4,552

賞与引当金 25,494 －

流動負債合計 424,068 443,285

固定負債   

長期未払金 － 322

その他 222 769

固定負債合計 222 1,091

負債合計 424,291 444,377

純資産の部   

株主資本   

資本金 380,395 376,540

資本剰余金 126,293 126,293

利益剰余金 536,225 337,467

株主資本合計 1,042,913 840,300

純資産合計 1,042,913 840,300

負債純資産合計 1,467,204 1,284,677
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 2,095,713 2,560,281

売上原価 609,030 688,343

売上総利益 1,486,682 1,871,938

販売費及び一般管理費 1,172,484 1,505,716

営業利益 314,198 366,221

営業外収益   

受取利息 632 592

受取手数料 2,679 1,103

解約手数料 980 764

その他 145 100

営業外収益合計 4,437 2,561

営業外費用   

支払利息 171 85

創立費償却 － 96

株式交付費償却 － 67

支払手数料 882 －

上場関連費用 11,682 －

その他 299 －

営業外費用合計 13,035 249

経常利益 305,600 368,533

特別損失   

固定資産除却損 276 －

特別損失合計 276 －

税引前四半期純利益 305,323 368,533

法人税、住民税及び事業税 134,184 182,275

法人税等調整額 3,604 △12,500

法人税等合計 137,789 169,775

四半期純利益 167,534 198,757
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（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 718,447 954,656

売上原価 204,465 261,059

売上総利益 513,982 693,597

販売費及び一般管理費 424,944 549,478

営業利益 89,038 144,119

営業外収益   

受取利息 92 163

受取手数料 420 367

解約手数料 362 612

その他 42 13

営業外収益合計 917 1,156

営業外費用   

支払利息 118 －

創立費償却 － 32

上場関連費用 2,590 －

その他 99 －

営業外費用合計 2,809 32

経常利益 87,146 145,243

税引前四半期純利益 87,146 145,243

法人税、住民税及び事業税 39,589 79,092

法人税等調整額 △0 △10,988

法人税等合計 39,589 68,103

四半期純利益 47,556 77,139
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 305,323 368,533

減価償却費 5,545 8,241

長期前払費用償却額 176 214

賞与引当金の増減額（△は減少） － 25,494

受取利息 △632 △592

支払利息 171 85

創立費償却 96 96

株式交付費償却 203 67

上場関連費用 11,682 －

固定資産除却損 276 －

売上債権の増減額（△は増加） △75,958 18,301

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,640 2,045

その他の流動資産の増減額（△は増加） △8,357 1,198

仕入債務の増減額（△は減少） 11,206 △80

未払金の増減額（△は減少） △4,898 △14,622

未払消費税等の増減額（△は減少） 360 △3,237

その他の流動負債の増減額（△は減少） 15,958 12,416

その他 1,188 △250

小計 260,702 417,913

利息の受取額 632 592

利息の支払額 △171 △85

法人税等の支払額 △160,887 △221,017

営業活動によるキャッシュ・フロー 100,275 197,403

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △31,408 △4,483

無形固定資産の取得による支出 △738 △17,486

敷金及び保証金の差入による支出 △24,444 △61,289

敷金及び保証金の回収による収入 8,249 3,364

貸付金の回収による収入 195 －

その他 △187 △25

投資活動によるキャッシュ・フロー △48,332 △79,919

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 300,000 200,000

短期借入金の返済による支出 △300,000 △200,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入 － 3,855

上場関連費用による支出 △11,598 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △11,598 3,855

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 40,343 121,338

現金及び現金同等物の期首残高 401,785 744,121

現金及び現金同等物の四半期末残高 442,129 865,460
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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(1) 生産実績 

    該当事項はありません。 

  (2) 仕入実績 

     当第３四半期累計期間の商品仕入実績は、以下のとおりであります。 

 (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  (3) 販売実績 

 当第３四半期累計期間の販売実績は、以下のとおりであります。 

 (注)１．前第３四半期累計期間及び当第３四半期累計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に

対する割合は、以下のとおりであります。 

   ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

６．その他の情報

事業別 
当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

前年同期比 (％) 

エネルギーコストソリューション事業(千円)  437,433  115.8

エコロジーソリューション事業(千円)  204,821  103.8

リレーションシップ事業(千円)  44,042  123.9

合 計(千円)  686,298  112.4

事業別 
当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

前年同期比 (％) 

エネルギーコストソリューション事業(千円)  1,999,578  121.8

エコロジーソリューション事業(千円)  440,255  126.2

リレーションシップ事業(千円)  120,447  114.5

合 計(千円)  2,560,281  122.2

相手先 

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％) 

株式会社クレディセゾン  953,658  45.5  1,462,656  57.1

ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社  530,860  25.3  288,595  11.3

㈱ユビキタスエナジー（3150）平成22年３月期 第３四半期決算短信（非連結）
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