
  

１．平成23年３月期第１四半期の業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）１．当四半期における配当予想の修正有無：無 

   ２．平成22年3月期期末配当金の内訳 普通配当 20円00銭 記念配当 10円00銭  

  

３．平成23年３月期の業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 

  

      

          

平成23年３月期  第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 

        平成22年７月30日

上場会社名 株式会社ユビキタスエナジー 上場取引所  ＪＱ 

コード番号 3150 ＵＲＬ  http://www.ub-energy.com 

代表者          （役職名） 代表取締役社長 （氏名）田中 政臣 

問合せ先責任者  （役職名） 専務取締役管理本部長（氏名）小野 裕章 （ＴＥＬ）  03-5795-1855 

四半期報告書提出予定日 平成22年８月11日 配当支払開始予定日  ― 

四半期決算補足説明資料作成の有無：無     

四半期決算説明会開催の有無      ：無     

  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年３月期第１四半期  835  11.7  32  △63.0  32  △62.5  15  △68.0

22年３月期第１四半期  747  －  87  －  87  －  48  －

  
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 

23年３月期第１四半期  8  91  8  57

22年３月期第１四半期  28  30  26  89

  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 

23年３月期第１四半期  1,524  1,089  71.5  630  93

22年３月期  1,638  1,125  68.7  652  66

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 1,089百万円 22年３月期 1,125百万円

  
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 

22年３月期 ―        0 00 ―      30 00  30  00

23年３月期 ―      

23年３月期（予想）  0 00 ―      30 00  30  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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 

第２四半期（累計）  1,904  18.6  214  △3.4  216  △3.2  115  △5.3  66  77

通期  4,294  26.7  607  20.6  610  18.8  331  19.0  192  21



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：無 

（注）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の有無となります。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（３）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  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報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しています。 

  

※  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。  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 1,727,200株 22年３月期 1,724,900株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ －株 22年３月期 －株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 1,725,745株 22年３月期１Ｑ 1,700,414株
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期における我が国経済は、景気が持ち直してきているものの、失業率が高水準にあるなど依然として

厳しい経済状況にあります。企業の業況判断は改善していますが、中小企業を中心に先行きに慎重な見方となって

います。 

 このような経済状況の中、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。エコロジーソリューション事業においては、環境負荷

削減型商品に対する旺盛な需要を背景に、受注は順調に推移いたしました。当第１四半期より新規に開始したグリ

ーンハウスプロジェクト事業においては、太陽光発電システムに対する国や自治体による補助金の支給といった普

及促進の動きを受け、受注は順調に推移いたしました。 

 利益面につきましては、原価率の高いグリーンハウスプロジェクト事業の開始により、利益率は低下傾向で推移

いたしました。業容拡大のための人員採用、賞与引当金の計上、グリーンハウスプロジェクト事業の開始に伴う店

舗の開設及び広告宣伝等により、販売費及び一般管理費は前年同期に比べて21.7％増加いたしました。また、資産

除去債務会計基準の初年度適用に伴う影響額として、 千円を特別損失に計上いたしました。 

 以上の結果、当第１四半期における売上高は 千円（前年同期比11.7％増)、営業利益は 千円（前年

同期比63.0％減)、経常利益は 千円(前年同期比62.5％減)、四半期純利益は 千円(前年同期比68.0％

減)となりました。  

  

（２）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 

（総資産） 

 当第１四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113,991千円減少いたしまし

た。これは主に、法人税等の支払い 円により現金及び預金が176,069千円減少いたしましたが、商品が

17,634千円、資産除去債務に関する会計基準適用・店舗開設等により有形固定資産が23,682千円、ＥＲＰシステム

構築等により無形固定資産が26,455千円増加したことによるものであります。 

（負債） 

 当第１四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77,965千円減少いたしまし

た。これは主に、買掛金が26,246千円、未払金が41,298千円増加いたしましたが、法人税等の支払いにより未払法

人税等が139,990千円減少したことによるものであります。 

（純資産） 

 当第１四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36,025千円減少いたしました。

これは主に、四半期純利益を 千円計上いたしましたが、剰余金の配当を51,747千円実施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１四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

千円減少し、 千円となりました。 

 当第１四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１四半期累計期間において営業活動の結果使用した資金は 千円（前年同期は38,860千円の獲得）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、仕入債務の増加 千円、未払金の増加

千円による資金の増加、及び法人税等の支払 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１四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（前年同期は3,770千円の使用）とな

りました。これは主に、有形固定資産の取得による支出 千円、無形固定資産の取得による支出 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１四半期累計期間において財務活動の結果使用した資金は 千円（前年同期は1,095千円の獲得）とな

りました。これは、主に、配当金の支払額 千円によるものであります。  

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成22年４月30日に公表いたしました業績予想から修正は行っておりません。  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報

2,621

835,198 32,233

32,935 15,376

1,524,845

153,767

435,106

1,089,739

15,376

176,069

763,177

48,600

30,314 26,246 62,551

153,767

83,175

25,929 52,485

44,294

44,639
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（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 該当事項はありません。  

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及

び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用して

おります。 

 これにより、営業利益、経常利益はそれぞれ 千円減少しており、税引前四半期純利益は 千円減少してお

ります。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は 千円であります。  

  

（３）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。  

  

２．その他の情報

266 2,887

13,318
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 763,177 939,247

売掛金 353,883 362,207

商品 43,902 26,268

前払費用 32,266 31,581

繰延税金資産 52,222 50,089

その他 1,788 8,334

流動資産合計 1,247,240 1,417,727

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 39,253 21,920

車両運搬具（純額） 3,013 －

工具、器具及び備品（純額） 29,006 25,671

有形固定資産合計 71,273 47,591

無形固定資産   

ソフトウエア 86,189 47,133

ソフトウエア仮勘定 － 12,600

無形固定資産合計 86,189 59,733

投資その他の資産   

敷金及び保証金 116,359 112,471

その他 3,782 1,312

投資その他の資産合計 120,142 113,784

固定資産合計 277,604 221,109

資産合計 1,524,845 1,638,837

負債の部   

流動負債   

買掛金 104,307 78,061

未払金 229,090 187,792

未払費用 6,522 3,698

未払法人税等 20,497 160,488

未払消費税等 15,728 30,487

預り金 17,238 6,078

賞与引当金 25,871 45,290

流動負債合計 419,256 511,896

固定負債   

資産除去債務 13,373 －

その他 2,476 1,175

固定負債合計 15,850 1,175

負債合計 435,106 513,071

純資産の部   

株主資本   

資本金 383,505 383,160

資本剰余金 126,293 126,293

利益剰余金 579,941 616,312

株主資本合計 1,089,739 1,125,765

純資産合計 1,089,739 1,125,765

負債純資産合計 1,524,845 1,638,837
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 747,748 835,198

売上原価 189,695 229,653

売上総利益 558,053 605,544

販売費及び一般管理費 470,893 573,310

営業利益 87,159 32,233

営業外収益   

受取利息 112 51

受取手数料 346 394

解約手数料 152 140

その他 86 115

営業外収益合計 697 701

営業外費用   

創立費償却 32 －

株式交付費償却 67 －

営業外費用合計 99 －

経常利益 87,756 32,935

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,621

特別損失合計 － 2,621

税引前四半期純利益 87,756 30,314

法人税、住民税及び事業税 34,315 18,776

法人税等調整額 5,322 △3,837

法人税等合計 39,637 14,938

四半期純利益 48,118 15,376
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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１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30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 87,756 30,314

減価償却費 2,437 7,859

長期前払費用償却額 73 107

賞与引当金の増減額（△は減少） － △19,419

受取利息 △112 △51

創立費償却 32 －

株式交付費償却 67 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,621

売上債権の増減額（△は増加） 150,487 8,324

たな卸資産の増減額（△は増加） △31,641 △17,634

その他の流動資産の増減額（△は増加） 292 5,886

仕入債務の増減額（△は減少） 15 26,246

未払金の増減額（△は減少） △24,090 62,551

未払消費税等の増減額（△は減少） △18,890 △14,759

その他の流動負債の増減額（△は減少） 5,435 8,985

その他 △619 4,110

小計 171,242 105,142

利息の受取額 112 24

法人税等の支払額 △132,494 △153,767

営業活動によるキャッシュ・フロー 38,860 △48,600

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 △1,300 △25,929

無形固定資産の取得による支出 △630 △52,485

敷金及び保証金の差入による支出 △3,202 △4,931

敷金及び保証金の回収による収入 1,353 1,043

その他 8 △872

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,770 △83,175

財務活動によるキャッシュ・フロー   

新株予約権の行使による株式の発行による収入 1,095 345

配当金の支払額 － △44,639

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,095 △44,294

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 36,184 △176,069

現金及び現金同等物の期首残高 744,121 939,247

現金及び現金同等物の四半期末残高 780,306 763,177
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 該当事項はありません。 

  

  

 当社は、当第１四半期累計期間において、平成22年６月25日開催の定時株主総会決議に基づき、利益剰余金によ

る配当51,747千円の支払いを行っております。 

  

  

（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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 生産、受注及び販売の状況 

① 生産実績 

    該当事項はありません。 

  ② 仕入実績 

     当第１四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) １．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．グリーンハウスプロジェクト事業は、平成22年４月21日より新たに事業を開始したため、前年同期比は記載

しておりません。また、リレーションシップ事業は、平成22年４月21日に撤退しております。  

  

  ③ 販売実績 

 当第１四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１四半期累計期間及び当第１四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。 

３．前第１四半期累計期間の株式会社オリエントコーポレーションについては、割合が10％未満のため記載を省

略しております。  

４．グリーンハウスプロジェクト事業は、平成22年４月21日より新たに事業を開始したため、前年同期比は記載

しておりません。また、リレーションシップ事業は、平成22年４月21日に撤退しております。 

４．補足情報

事業別 
当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30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)  122,909  77.6

エコロジーソリューション事業(千円)  78,865  155.5

グリーンハウスプロジェクト事業(千円)  41,514  ―

リレーションシップ事業(千円)  3,999  32.6

合 計(千円)  247,288  111.7

事業別 
当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30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)  635,292  100.9

エコロジーソリューション事業(千円)  159,849  186.3

グリーンハウスプロジェクト事業(千円)  39,750  ―

リレーションシップ事業(千円)  305  0.9

合 計(千円)  835,198  111.7

相手先 

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％) 

株式会社クレディセゾン  478,482  64.0  494,390  59.2

株式会社オリエントコーポレーション  －  －  118,958  14.2

ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社  82,550  11.0  88,017  10.5
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